
トマトの里
構 想

企画・提案 募集中！
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何故？
トマトの里

構想
なのか？

 ☆全道一のトマト生産地・年間４３億円の販売高。

 ☆びらとりトマト「ニシパの恋人」は全国的なネーミング。

 ☆トマトの産地なのに「トマトを感じれない」。

 ☆平成１９年「トマトの里づくりプロジェクト」。

 ☆「トマトの町」として明確に旗を上げたことが無い。

 ※知名度向上で「住む人」「出身者」が「ふるさとびらと
り」に自信を持つことが出来「自慢の出来る町」になる。生
産者は、生産意欲の向上につながる。

「全道一のトマトの産地」として「トマトによるまちづくり」
で４３億円の経済効果を最大限に活用し知名度向上を図る

【現状】昭和４７年に６戸の農家でスタート。昭和４８年で０．８ha
４７ｔ ４６７万円販売額が、平成２９年には１６３戸で１１５haの作付け、
１２，５５５ｔの収穫で４３億６３００万円の販売額。
【課題】生産農家の微減、作付面積の伸び悩み
【克服手段】後継者対策、新規参入者の受け入れ。
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トマトの里
構想に

何を書くか？

トマトの里びらとり として

☆ありたい姿☆

みんなの思いや考えを書き込む

住んでみたい町。遊びに来たい町。食べてみたいトマト料理。など

それは、計画･プイライニングだけど、絵餅でOK！！

出来上がった構想目指して

＊町や団体（農協）・企業、町民（農
家）が出来ることから取り組んでいく
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「全道一のトマトの産地」として「トマトによるまちづくり」
で４３億円の経済効果を最大限に活用し知名度向上を図る



里構想

決定までの

流れ

現在の、トマトの里構想（素案）を基に

①10月31日まで、関係機関で内容を補完、更に、多くの人の意見を書き込む。

☆HPやまちだより・広報で意見募集

☆出前講座や町民講座「びらとろん」の復活

②１１月に「素案」を「案」へ

１１月下旬 「まちづくり講演会」で「案」の発表

③引続き「案」を、公開し意見の募集を行う

平成３１年２月 「案」を「構想」に決定し

「トマトの里構想」シンポジュウムで発表する
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トマトの里構想

道内有数のトマト生産団地として
心も身体も元気になる
トマトを育てて45年。
美味しいトマトを
つくり続ける町
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①買うところ・売るところ ⇒ 直売店や売り方

②食べるところ ⇒ 新しいメニューや商品開発

③見るところ ⇒ 世界のトマトやびらとりトマトの歴史

④考えるところ ⇒ 専門家が集う場所・研究所

⑤つくる・ふれるところ ⇒ つくる人や農作業体験

⑥見せる方法は ⇒ トマトの町を感じれる看板やグッズや宣伝

⑦それらをつくるお金は ⇒ 補助金だけでなく自己資金は

⑧応援する人は ⇒ びらとりトマトを応援する人々は

⑨全体のまとまりとしての広場 ⇒ 新しい町の姿・トマトパーク

⑩きまりごとは ⇒ 基本的なきまりごと

あったら

いいな

こんなところ
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みんなで

考えよう
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買うところ
売るところ

見せる方法
宣伝方法

トマトを感じれる

食べるところ
新商品

お金
組織

きまりごと

つくるところ
ふれるところ

見るところ

 トマトパーク

思ったことを、みんなで考え、紙に書いてみよう！



「素案」のなかでは
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現状と課題

全国各地では



「買う」

直売店

☆地産地活、フードマイレージなど地元で採れた物を地元で買える店を追求
する

☆加工品の販売☆軽トラ市の展開も検討する

各地で開催の軽トラ市風景

①地場産品の販売
②産直市場の開催
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「食べる」

レストラン

 レストラン
 ☆地域の食材（トマト・和牛・黒豚など）を活用したレス

トラン☆町内飲食店の連携オムライス街道（ニシパラ
ンチ）

 ☆ハイクオリティーな料理も検討する。

とまとラーメン大阪
阿波座

とまと丼
（岐阜 下呂温泉）

ステーキランチ
芽室 cowcow

ハイクオリティー部門
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「見る」

展示室
「トマトの館」

 トマトの館
 ☆世界のトマトの展示と通年を通してトマトの収穫が出来るハウス

 ☆びらとりトマトの歴史をパネルで展示

 ☆水耕によるトマトの木なども集客用に展示。

いちご展示温室
恵庭 えこりん村

健康食品トマトの宣伝
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「考える」

研究室

 コントロールセンター
 ☆トマトの里事業の中心施設。関連する行政機関を集中させ情報の共有を行い農家の指導体制を確立

する。☆企業の研究施設の誘致や町独自の研究施設で新商品の研究開発を行う。

 ☆多目的の会議室で視察・体験研修などに対応していく。

農業支援センター

日高農業改良普及センター
日高西部支所

①民間の研究機関の誘致
②研修機関の位置づけ

トマト･トマトジュース研究所or健康トマト研究所

関係機関の施設統合
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「つくる」

体験農場

 実践（体験）農場
 ☆法人経営による実践農場の運営で農業体験の受入や若年就労希望者を受入れる

☆新規参入者として地域おこし協力隊制度を活用していく。

紫雲古津実践農場

知内町担い手センター

①農作業の体験も出来る
②就農チャレンジ農場整備事業の運営組織

③若年就労希望者の受け入れ（地域おこし
協力隊の活用）

④新規就農者の体験会・農作業体験希望者
の受け入れ
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「みせる」

看板・広告

 宣伝・広告

 ☆トマトの里事業全体の宣伝と広告を、統一したキャッチコピーや著名人を活用したイメージキャラク
ターなどで展開する。

 ☆来町者に目立つ大型看板や関連施設にトマト柄の自動販売機の設置など「トマトの町」を宣伝する。

 ☆トマトの日を設定して、イベントの開催。

鹿児島肝属市場
とまとのマグカップ

10月10日はトマトの日
トマトの栄養価値や美味しさをアピールし、トマトを使った料理の普及をはかり、人々の

健康増進に貢献することを目的に一般社団法人全国トマト工業会が2005年に制定した日
です。１０月は食生活改善普及月間であり「体育の日」もあって健康への関心が高まる月で
す。１０と１０で「トマト」と読む語呂合わせもあり、この日を記念日としました。

肉の日 毎月29日、2月9日、11月29日（いいにく）

統一したキャッチコピーやロゴの開発
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「おかね」

財 源

 トマトの里構想基金
 ☆トマトの里事業を展開する資金の一部として基金の創設を行う。

 ☆生産者からの拠出

 ☆個人・企業からの寄付については、ふるさと納税の活用を検討する。

 ☆寄付方法は構想に賛同する目的で多種多様な方法を検討する。

①ふるさと納税の項目に「トマトの里構想」を入れる
②企業版「ふるさと納税」を活用し関連企業にＰＲする。
③町内個人寄付として、「孫の入学記念・成人寄付など記念日寄付」香典返しなども検討する。
④寄付は基本公表する

基金で何をするか？
目標値をもって

何をするかみんなで考える。
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「そしき」

応援団

☆トマトの里応援団（企業・団体）

☆トマトの里ファンクラブ（個人）
 ☆トマトの里構想を応援する企業や団体を「応援団」として、個人を「ファンクラブ」として登録し、情報発信を行う。

 ☆総会などイベントの開催。

①会員登録する⇒会費1口（企業10,000/年・個人1,000円/年）
②会報の発行
③会費の繰越は基金へ

検討事項
①企業が経費として扱える仕組みづくり
②負担にならない金額
③会員証（カード）での特典の検討
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「ひろば」

公 園

トマト選果場

生産工場
☆トマト選果場を中心にトマトジュースなどの加工品生産工場群に町内のトマトハウス群を入れて町
全体がトマトパークと考える。

【トマトパーク】
トマトに関する施設のテーマパークであり体験農場やレストラン等も網羅する総合公園。

トマトジュース工場
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「おきて」

条 例

トマトで健康になる条例

 ☆食育・地産地活から健康野菜トマトの優位性を書き込み「びら
とりトマト」で町民の健康を守り、健康の輪を全国に広める。

目的：平取町「健康づくりの町」宣言（平成元年7月25日）の実践と、平取町食育推進計画（平成22年12月）
の基本目標を達成するため、昭和47年より平取町で生産されてきたトマトが健康増進に効果的な野菜であ
ることから「びらとりトマト」で健康の増進に寄与することを目的とする。

トマトジュースで乾杯
健康的な食生活に向けた意識の高揚を図る

生産者の義務
安心で安全なトマトをつくる

町民の協力
町が実施するトマトを活用した取組に協力する

企業の協力
関係する企業は町が実施するトマトを
活用した取組に協力する

生産団体の役割
生産者が安心してトマトを生産できるようフォロー体制を確立

町の役割
トマトの効能の情報発信、料理の開発普及など

トマトの日
10月10日or毎月10日

ト マ ト ｄｅ 健 康 づ く り
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トマトの里 構想

道内有数のトマト生産団地として
心も身体も元気になる
トマトを育てて45年。
美味しいトマトを
つくり続ける町

トマトの里 事業

コントロールセンター
☆トマトの里事業の中心施設。関連
する行政機関を集中させ情報の共
有を行い農家の指導体制を確立す
る。☆企業の研究施設の誘致や町
独自の研究施設で新商品の研究開
発を行う。☆多目的の会議室で視
察・体験研修などに対応していく。

トマトで健康になる条例
☆食育・地産地活から健康野菜トマトの
優位性を書き込み「びらとりトマト」で町民
の健康を守り、健康の輪を全国に広める。

びらとり町

トマトの里応援団
トマトの里ファンクラブ

☆トマトの里構想を応援する企業や
団体を「応援団」として、個人を「ファ
ンクラブ」として登録し、情報発信を
行う。☆総会などイベントの開催。

宣伝・広告
☆トマトの里事業全体の宣伝と広告を、統一したキャッチコピーや著
名人を活用したイメージキャラクターなどで展開する。☆来町者に目
立つ大型看板や関連施設にトマト柄の自動販売機の設置など「トマト
の町」を宣伝する。☆トマトの日を設定して、イベントの開催。

トマトの里構想基金
☆トマトの里事業を展開する資金の一
部として基金の創設を行う。☆生産者
からの拠出☆個人・企業からの寄付に
ついては、ふるさと納税の活用を検討
する。☆寄付方法は構想に賛同する目
的で多種多様な方法を検討する。

生産工場
☆トマト選果場を中心にトマト
ジュースなどの加工品生産工場
群をトマトパークとして、ハウスや
レストランなどを含む町全体が総
合公園をイメージする。

体験農場
☆法人経営による実践農場の運営で農業
体験の受入や若年就労希望者を受入れる
☆新規参入者として地域おこし協力隊制
度を活用していく。

トマトの館
☆世界のトマトの展示と通年を通してト
マトの収穫が出来るハウス☆びらとりトマ
トの歴史をパネルで展示☆水耕によるト

マトの木なども集客用に展示。

直売店
☆地産地活、フードマイレージな
ど地元で採れた物を地元で買え
る店を追求する☆加工品の販
売☆軽トラ市の展開も検討する

レストラン
地域の食材（トマト・和牛・黒豚など）を活用したレ
ストラン☆町内飲食店の連携オムライス街道（ニシ
パランチ）☆ハイクオリティーな料理も検討する。

昭和47年に6戸の農家でスタートした「びらとりトマト」は、45年後の平成29年には、163戸の農家で作付面積115ha 年間収穫量 12,555t 43億6300万円の販売高になりました。
現在、農家の高齢化・担い手不足により、生産農家が微減し、産地は生産拡大の時期から生産維持の時代に入りました。減少する農家を、後継者対策や新規就農者の受入などで
生産量を確保し、日本全国に健康の源「トマト」の安定供給を目指すとともに、町に暮らす人々が健康で元気になることを目標に「とまとの里構想」を提案します。

19


