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平成２５年度テーマは「関西の食文化」
件

名

～『はなやか関西～文化首都年～２０１３』～

概

要

○ 「はなやか関西～文化首都年～」は、文化の集積を活かし、関
西各地の地域資源を特定のテーマによって広域的に連携させ、関西
を文化首都圏として発展させるための取組です。
○ 平成２５年度の取組について、「関西のブランド力向上推進有識者
委員会」（座長：橋爪紳也大阪府立大学教授）での審議等の結果、
「関西の食文化」をテーマとして実施していくことが決定しました。
○ 今後の予定
・２月18日～ 「関西の食文化」に関連した地域資源を活用した
3月8日まで 取組を行っている団体を関西各地から募集
・3月上旬
上記有識者委員会による取組参加団体の選定
・4月～
これら取組の連携・情報発信・イベント実施等を
通じ、
「関西の食文化」を「関西ブランド」として
国内外へ発信する取組を実施
※本施策は、近畿圏広域地方計画「№１ 文化首都圏プロジェクト」
の取組に該当します。
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近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 福井県政記者クラブ
滋賀県政記者クラブ 京都府政記者クラブ 大阪府政記者会
兵庫県政記者クラブ 奈良県政・経済記者クラブ
和歌山県政記者クラブ 三重県政記者クラブ 徳島県政記者クラブ
鳥取県政記者会 京都市政記者クラブ 大阪市政記者クラブ
堺市政記者クラブ 神戸市政記者クラブ

神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ
所属で資料が必要な方は、近畿地方整備局記者クラブ西村(06-694
2-1141内線2811)に問い合わせ願います。

近畿地方整備局

問 い 合 せ 先
電話

近畿圏広域地方計画推進室
建政部 計画管理課長 吉田
元紀(6121)
く き
課長補佐
九鬼 正至(6123)
06-6942-1141（代） 06-6942-1056（直通）

「はなやか関西～文化首都年～201３」
テーマの決定について
平成２５年２月２１日
近畿圏広域地方計画推進室

関西の特徴である文化の集積を活かし、関西各地の地域資源を特定のテーマによって広
域的に連携させ、関西の文化首都圏への発展を目的とする取組である「はなやか関西～文
化首都年～」については、平成２５年度の実施に向けて、関係機関で構成される「関西の
ブランド力向上推進のための準備会」で検討を進めています（別紙１参照）。
今般、関西各地の地域資源を広域的に連携させる競争力ある統一テーマを選定するため、
「関西のブランド力向上推進有識者委員会」（別紙２参照）において審議等を行い、以下
のとおりテーマが決定されました。

■決定テーマ 「関西の食文化」
「日本食文化」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界無形文化遺産に登録提案さ
れている今、改めて日本の食文化の原点を考える必要があります。
関西各地には、古事記・日本書紀・万葉集・枕草子・源氏物語らに代表される古典や歴
史書にも登場するような、日本食文化の原点ともいえる古くからの食材や伝承・伝統料理
が今も数多く存在します。
このように、日本食文化のなかでも関西に起源のあるもの・ゆかりの深いものについて
その歴史を紐解き、日本人の美意識や生活習慣にも影響を及ぼしてきた『日本食文化の源
泉としての関西の魅力』を、国内はもちろんのこと国外に向けても発信していくこととし
ました。
日本食文化のうち関西に起源を持つ又はゆかりの深いものとして、①各年代の代表的料
理・習俗変化等②（昆布）だし文化③発酵文化④小麦粉文化⑤酒の５つのジャンルを取り
上げ、これに関係する取組について、故事来歴を含めて発信します。
今後は、関西各地からこの「関西の食文化」に関連した地域資源の活用に関する取組の
募集を行い、３月上旬を目途に、上記有識者委員会による取組参加団体の選定を行う予定
です。
平成２５年度は、これら取組の連携・情報発信・イベント実施等を通じて、関西が一丸
となって、『日本食文化の源泉としての関西の魅力』を、起源である古典や史実等を積極
的に紹介しながら国内外へ発信する取組を予定しています（別紙３「関西の食文化」に関
する取組（例）参照）。

平成２５年度関西のブランド力向上の取組｢はなやか関西～文化首都年～｣の実施に向けた体制
■関西のブランド力向上推進の
■関西のブランド力向上推進の
ための準備会（H22.7.9設立）
ための準備会（H22.7.9設立）
近畿圏広域地方計画協議会幹事会の下部組織
近畿圏広域地方計画協議会幹事会の下部組織
■
■ 構成機関名一覧
構成機関名一覧
＜府

県 ＞ 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、三重県、徳島県、鳥取県
＜ 指定都市 ＞ 京都市、大阪市、堺市、神戸市
＜経済団体等＞ (公社)関西経済連合会、大阪商工会議所、関西広域
機構、(社)関西経済同友会、京都商工会議所、堺商工
会議所、神戸商工会議所
＜国の地方支分部局> 農林水産省近畿農政局、経済産業省近畿経済
産業局、国土交通省近畿運輸局、環境省近畿
地方環境事務所、国土交通省近畿地方整備局

進め方全般の検討
進め方全般の検討
¾「はなやか関西～文化首都年～」テーマ・コア事
業・実施主体・実施内容の募集（公募）
¾ＰＲ戦略等の検討

実施主体との調整
実施主体との調整
（必要に応じて）テーマに適合した
（必要に応じて）テーマに適合した
関西各地の取組の募集
関西各地の取組の募集
¾実施主体との調整
¾(必要に応じて）テーマに適合した取組の公募
¾関西各地で収集された取組についてテーマ
適合性や支援可能性の観点で調査・分析

ＰＲの実施
ＰＲの実施
¾「はなやか関西～文化首都年～」のテーマ
¾具体的な取組
等

■関西のブランド力向上
■関西のブランド力向上
推進有識者委員会
推進有識者委員会
(H22.9.2組成）
(H22.9.2組成）

別紙1

■はなやか関西～文化首都年～
■はなやか関西～文化首都年～
2013実施主体（実行委員会）
2013実施主体（実行委員会）

■
■ 有識者委員会委員
有識者委員会委員
河内
◎橋爪
坂上
堀井

厚郎
紳也
英彦
良殷

神戸夙川学院大学教授
大阪府立大学特別教授
京都嵯峨芸術大学教授
(財)大阪２１世紀協会
理事長
千田 稔
奈良県立図書情報館館長
村田 省三 アートコーポレーション(株)
専務取締役
（五十音順）◎ ： 座長

具体的な取組の検討・
具体的な取組の検討・
実施準備
実施準備
¾コア事業（自治体・民間の大規模イ
ベントを想定）の実施に係る検討
¾実施主体としての応募（テーマ・コア
事業・実施内容）

有識者による検討
有識者による検討
事業の実施
事業の実施
¾「はなやか関西～文化首都年
～」 のテーマ（＋コア事業・実施
主体・実施内容）の審査・決定

¾コア事業の実施（準備会と連携して
実施）

¾(必要に応じて）「はなやか関
西～文化首都年～」 の関西各
地の取組の選定

¾「はなやか関西」ロゴマークの使用

¾準備会への助言

¾取組間の連携戦略の検討

¾実施主体への助言

¾関西各地での連携プログラムの立案

¾ポスター・公式ガイドブック等の作成

「はなやか関西～文化首都年～」として国内外向け情報発信やイベントを実施

等

別紙２

関西のブランド力向上推進有識者委員会委員名簿
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河内

厚郎

さかがみ

ひでひこ

坂上

英彦

せ ん だ

みのる

千田

稔

神戸夙川学院大学教授
京都嵯峨芸術大学教授
奈良県立図書情報館館長

はしづめ

しん

橋爪

紳也

や

ほ り い

よしたね

堀井

良殷

む ら た

しようぞう

村田

省三

大阪府立大学特別教授
(公財)関西・大阪２１世紀協会理事長
アートコーポレーション(株)専務取締役
（五十音順・敬称略）

別紙３

「はなやか関西～文化首都年～２０１３」テーマ 「関西の食文化」に関する取組（例）
■後世に継承・活用・創造したい「本物」
■後世に継承・活用・創造したい「本物」
テーマは、｢
テーマは、｢関西の食文化｣
関西の食文化｣です。
■「本物」が有する競争力の高いテーマ性
■「本物」が有する競争力の高いテーマ性

「日本食文化」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界無形文化遺産に登録提案されている今、改めて日本の食文化の原点を考える必要
があります。
関西各地には、古事記・日本書紀・万葉集・枕草子・源氏物語らに代表される古典や歴史書にも登場するような、日本食文化の原点ともいえる
古くからの食材や伝承・伝統料理が今も数多く存在します。このように、日本食文化のなかでも関西に起源のあるもの・ゆかりの深いものについて
その歴史を紐解き、日本人の美意識や生活習慣にも影響を及ぼしてきた『日本食文化の源泉としての関西の魅力』を、国内はもちろんのこと国
外に向けても発信していくこととしました。
日本食文化のうち関西に起源を持つ又はゆかりの深いものとして、①各年代の代表的料理・習俗変化等②（昆布）だし文化③発酵文化④小麦
粉文化⑤酒の５つのジャンルを取り上げ、これに関係する取組について、故事来歴を含めて発信します。
■「本物」を核にした取り組みのストーリー
■「本物」を核にした取り組みのストーリー
①関西の食文化を歴史の面から紐解き、今も残る各地の食材や伝承・伝統料理の紹介や、②それらに関連する地域の取組をネットワーク化す
ることによりまちづくりを進め、③起源である古典や史実等をも含めた一体的なPRを行い、日本食文化の源泉としての関西の魅力を国内外に
向けて発信する。
■主な地域資源等
■主な地域資源等
御食国
御食国（みけつくに）
（みけつくに） （淡路・福井）
（淡路・福井）
丹波杜氏・但馬杜氏
丹波杜氏・但馬杜氏
【酒】
【酒】
うすくち醤油（龍野）
うすくち醤油（龍野）
【発酵文化】
【発酵文化】

【代表料理・習俗変化等】
【代表料理・習俗変化等】

各地食文化・習俗
各地食文化・習俗
ナレ寿司
ナレ寿司 （滋賀）
（滋賀）
【発酵文化】
【発酵文化】
昆布（大阪）
昆布（大阪）
【（昆布）だし文化】
【（昆布）だし文化】

有職料理・伝統野菜
有職料理・伝統野菜
【代表料理・習俗変化等】
【代表料理・習俗変化等】
灘五郷（神戸～西宮）
灘五郷（神戸～西宮）
【酒】
【酒】
金山寺味噌（湯浅）
金山寺味噌（湯浅）
【発酵文化】
【発酵文化】
湯浅醤油（湯浅）
湯浅醤油（湯浅）
【発酵文化】
【発酵文化】

その他…

関西食文化を通じたまちづくり
関西食文化を通じたまちづくり
各地資料館・博物館
各地資料館・博物館
各地名所・旧跡
各地名所・旧跡

正暦寺（奈良）
正暦寺（奈良）
【酒】
【酒】
結解料理
結解料理 （奈良）
（奈良）
【代表料理・習俗変化等】
【代表料理・習俗変化等】

歴史的古典
歴史的古典
など多数

素麺
（索餅） （桜井）
（桜井）
素麺（索餅）
【小麦粉文化】
【小麦粉文化】

※ テーマに関連する地域資源を例示したものであり、
実際に展開する取組は、今後募集するものです。

