
日 時： 令和４年１１月１０日（木） １３：３０～１４：３０

場 所： ホテルマイステイズ札幌アスペン

アスペンＡ / 札幌市北区北８条西4丁目５

ＴＥＬ ０１１－７００－２１１１

内 容： Web配信 大賞受賞団体の表彰

大賞受賞団体からの活動報告

参加費： 無 料

第 1 0 回 コ ン ク ー ル 大 賞表 彰 式

※一部内容が変更になる場合があります。

主催 ： 北海道開発局 共催 ： 北海道、ＮＰＯ法人わが村は美しく－北海道ネットワーク
後援 ： 北海道総合通信局、北海道財務局、北海道農政事務所、北海道森林管理局、北海道経済産業局、北海道運輸局、北海道市長会、北海道町村会、

北海道土地改良事業団体連合会、北海道農業協同組合中央会、北海道漁業協同組合連合会、北海道森林組合連合会、北海道経済連合会、
北海道商工会連合会、北海道日本型直接支払推進協議会、北海道漁港漁場協会、北海道木材産業協同連合会、（公財）北海道地域活動振興協会、
（公社）北海道観光振興機構、（公社）北海道栽培漁業振興公社、（一財）都市農山漁村交流活性化機構、（一財）HAL財団、
（一社）北海道商工会議所連合会、（一社）北海道消費者協会、（一社）北海道土地改良設計技術協会、（一社）シーニックバイウェイ支援センター、
（一社）日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会、ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合、オーライ！ニッポン会議、学校法人北海道科学大学、
北海道旅客鉄道（株）、（株）北洋銀行、（株）ＡＩＲＤＯ、（株）リクルート北海道じゃらん、生活協同組合コープさっぽろ、朝日新聞北海道支社、
毎日新聞社北海道支社、読売新聞北海道支社、北海道新聞社、十勝毎日新聞社、日本農業新聞北海道支所、ＮＨＫ札幌放送局、ＨＢＣ北海道放送、
ＳＴＶ札幌テレビ放送、ＨＴＢ北海道テレビ放送、ＵＨＢ北海道文化放送、ＴＶＨテレビ北海道

「わが村は美しく－北海道」運動 第10回コンクールの大賞表彰式を開催します。

表彰会場の中継映像をWeb配信しますので、受賞団体の晴れ姿を是非、ご覧ください。

参加しよう・広げよう・いいもの伝えよう

令和 ４年度
「 わが村は美しく -北海道 」運動

第 1 0回コンクール大賞表彰式 ・交流会

「わが村は美しく－北海道」運動の詳細は、北海道開発局ホームページをご覧ください。

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html


「わが村は美しく―北海道」運動 

第 10回コンクール大賞表彰式及び交流会のご案内 

～視聴しよう、わが村運動～ 

 

「わが村は美しく－北海道」運動 第 10回コンクール大賞表彰式及び交流会の様

子をライブ配信します。 

 

〇ライブ配信プログラム 

【大賞表彰式】13：30～14：20 

開会挨拶（北海道開発局農業水産部長） 

コンクール経過報告 

表彰状授与（北海道開発局長） 

大賞 

北のなのはな会（安平町） 

ほんべつ豆まかナイト実行委員会（本別町） 

大賞審査委員特別賞 

えづらファーム（遠軽町） 

農猿（南幌町） 

ベジタブルワークス株式会社（真狩村） 

挨拶（北海道開発局長） 

祝辞（北海道知事） 

講評（大賞審査委員長） 

受賞団体活動報告（大賞２団体） 

【団体活動紹介】（動画配信）14：20～15：00 

・大賞審査委員特別賞団体及び優秀賞団体の活動紹介 

大賞審査委員特別賞 ３団体 

優秀賞 

そらち南さつまいもクラブ（由仁町・栗山町） 

奥尻高等学校オクシリイノベーション事業部×奥尻ワイナリー（奥尻町） 

富良野市立樹海学校（富良野市） 

けんぶちキヌア生産普及組合（剣淵町） 

有限会社 仁成ファーム（釧路市） 

北海道帯広農業高等学校食品科学科地域資源活用分会（帯広市） 

北海道遠別農業高等学校（遠別町） 

稚内農業協同組合 稚内牛乳（稚内市） 

【交流会】15：00～16：40 

開会挨拶（NPOわが村は美しく－北海道ネットワーク 理事長） 

オープニングトーク ～わが村運動を語る～ 

座談会参加団体の活動内容を軸にわが村運動について語ります。 

座談会 ～わが村運動に参加して思うこと～ 

コンクール参加団体がわが村運動に参加して感じていること、期待す

ることや活動で工夫していることなどを語り合います。 

※オープニングトーク及び座談会への参加者は別紙をご覧下さい。 

交流会を終えて（大賞審査委員長） 

※交流会の詳細については、別紙を参照してください。 



「わが村は美しく－北海道」運動
第10回コンクール交流会

チャンネル1 チャンネル２

開会

挨拶 NPO法人 わが村は美しく－北海道ネットワーク

理事長 中井 和子

チャンネル
１・２共通

オープニングトーク～わが村運動を語る～

座談会参加団体の活動内容を軸にわが村運動について語ります

座談会～わが村運動に参加して思うこと～

コンクール参加団体が、わが村運動に参加して感じていること、
期待すること、活動で工夫していることなどを語り合います

チ
ャ
ン
ネ
ル
は
い
つ
で
も
自
由
に
選
択
可
能

※１ Web参加

閉会

大賞審査委員長 中井 和子交流会を終えてチャンネル
１・２共通

～ 出 演 者 ～

《司会進行》 大賞審査委員

株式会社北海道宝島旅行社

代表取締役社長 鈴木 宏一郎 さん

ほんべつ豆まかナイト実行委員会 （本別町）

農 猿 （南幌町）

稚内農業協同組合 稚内牛乳※１ （稚内市）

大賞審査委員

生活協同組合コープさっぽろ

理事長補佐 中島 則裕 さん

大賞審査委員

北海道大学大学院工学研究院

教授 小澤 丈夫 さん

～ 出 演 者 ～

《司会進行》 大賞審査委員

オフィス RiCCA CREATION

プランナー・エディター 原田 亜紀 さん

北のなのはな会 （安平町）

えづらファーム （遠軽町）

ベジタブルワークス株式会社 （真狩村）

けんぶちキヌア生産普及組合※１ （剣淵町）

大賞審査委員

北海道大学大学院農学研究院

准教授 小林 国之 さん

NPO法人 わが村は美しく－北海道ネットワーク

副理事長 有山 忠男

※ チャンネル１、２として、URLは２つ配付します（どちらでもご自由に視聴いただけます）。
※ 「チャンネル1・2共通」は、両チャンネルどちらからでも視聴可能です。

別紙



農 猿 （南幌町）

北のなのはな会 （安平町）

えづらファーム（遠軽町）

けんぶちキヌア生産普及組合（剣淵町）Web参加

ほんべつ豆まかナイト実行委員会 （本別町）

稚内農業協同組合 稚内牛乳 （稚内市）Web参加

「農村や農業の魅力、素晴らしさ」を多くの人に感じてもら

いたいとの思いから、畑作経営を中心に様々な地域活性

化に繋がる取組を展開していま

す。 農家民宿の経営、住み込

みボランティアの受け入れ、農場

アクティビティの提供などを行い

交流人口が増加することにより、

地域社会の維持や活性化に大

きく貢献しています。

ベジタブルワークス株式会社 （真狩村）

真狩村の風土を生かした特別栽培農産物を７種栽培し

ており、道内はもとより首都圏にも出荷し、農業を収益性の

ある魅力的な職業にすることを

理念としています。

農作物の栽培、流通、加工、

販売に至るまで、工夫し効率的

な取組を行っています。

農地の保全や雇用と移住を支

える仕組み作りなど、地域を守り

育てる活動に力を入れています。

地域おこしや地産地消を目的として、町内の若手農業者

が集まり活動を開始しています。

現在では、職業の垣根を越えて

発展しており、南幌町の魅力を

次世代に伝え継承していくために

子ども達に農業のかっこよさを伝え

ています。農業体験型イベント

「野祭」では、野菜の販売やトラク

タ－展示などを行っています。

「菜の花」の再生可能エネルギー資源、観光資源としての

可能性を見出し、地域で初めて菜の花の栽培・研究を開

始したほか、特産品の製造・

販売にまで発展させました。

観光協会等との連携により、

「菜の花さんぽ」や「菜の花フォト

コンテスト」を開催、観光客向け

に毎年の菜の花ほ場を示した

菜の花マップもホームページにて

公開しています。

本別町の特産品である“豆”をテーマに豆の消費拡大や

地域活性化を目的として、「ほんべつ豆まかナイト」を開催

しています。準備・運営段階から、

町内のコミュニティづくりや人材

育成なども目指した実行委員

会として活動しています。イベン

トで使用する豆の栽培をプロジェ

クトとし、食育・地域学習の要

素も含めるなど、十勝農業継承

にも貢献しています。

交流会のオープニングトーク・座談会に参加いただく活動

団体の概要です。

地域の活性化に貢献する優れた活動を行っている皆様の

活動内容や様々な取組での工夫などを語り合っていただき

ます。今後の活動の参考となる話題や新たな気付きポイン

トが盛り込まれているかもしれませんね。

「わが村は美しく－北海道」運動の取組

や活動団体の紹介は北海道開発局の

ホームページをご覧ください → → → 

広い牧草と冷涼な気候を活かした放牧型酪農が盛んで

す。酪農地域だからこそ、生乳生産から乳製品製造まで、

一貫して行い、おいしい牛乳を

地元の方にも味わってもらえるよ

う「稚内牛乳」を立ち上げました。

稚内ブランドの普及と食育活

動に力を入れて取り組み、牧

場見学や出前授業も実施し

ています。

アルパカが縁でペルー共和国との交流を深め、それがきっか

けで南米原産「キヌア」の栽培を開始しました。

キヌアの生産振興を図るため、

栽培から収穫、製品化に至る

一連の技術研究に取り組むと

ともに、生産者の所得向上を

図るため、キヌアが備える優れ

た栄養成分や機能性について

PRし、販売を拡大しています。

チャンネル1 チャンネル２


