
Itoigawa
ジオフードワーケーション
地球と対話する、食の未来を考える

新潟県  糸魚川ユネスコ世界ジオパーク

企業・団体研修向けプログラム

10:30

11:00

13:30

15:30

18:00

糸魚川駅到着

駅北広場キターレへ移動

糸魚川大火と人々の暮らし、まち歩き

昼食（糸魚川と東西の食文化を味わう体験ランチ）

移動

フォッサマグナミュージアムを視察

長者ケ原考古館を視察

宿へ移動、チェックイン

各自ワーク

夕食
 朝食

各自ワーク

郷土料理ワークショップ＆地域の人と交流

移動

道の駅マリンドリーム能生訪問

能水商店テナントショップを視察

上越漁港 昼競り見学

地元食材の試食体験会 ～ 夕食

7:30

12:00

13:30

14:00

15:00

17:00

7:30

12:00

13:00

13:30

15:30

朝食

各自ワーク

昼食

移動

酒蔵見学、またはわさびなど

農業生産者訪問

移動

糸魚川駅にて解散、帰路へ

理由が分かると
もっと、美味しい。

SDGs でも注目される食資源。

日本で初めてユネスコ世界ジオパークに

認定された糸魚川市では、

大地と密接な関わりのある食資源を

地質•水質•気候等から学び、

ユニークな事業者と交流することができます。

大地の成り立ち、生き物の歴史や

文化の繋がりも含めて地球と対話し、

食の未来を考えませんか。

「食の未来とSDGsを考える」 モデルコース

編集/YILU inc.　   デザイン/大久保佳奈　    文章/川合真生 

kikaku@city.itoigawa.lg.jp
糸魚川市総務部 企画定住課 お問い合わせ
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※上記の行程はモデルコースです。いずれも事前の予約
が必要となりますので、ご希望の場合はWebページより
お問い合わせください。

※上記のコースは参加者が20名程度までの想定です。人
数や目的により最適な行程をご案内いたします。

Day1

Day2

Day3

テーマ

「フォッサマグナの大地の不思議と、
　　　　　　　自然と人間の共生を考える」

糸魚川では谷ごとに標高も様々。

土壌・水質も異なるため、地域の特徴を活かした

農作物や海産物の生育が行われています。

持続可能な食資源とその循環を考える

2泊3日のモデルコースです。

テーマ

「郷土の食とコミュニティ、
　持続可能な水資源への挑戦を知ろう」

テーマ

「地域の未来を描く、
　農業事業者・酒蔵の取り組みを学ぼう」

Access糸魚川市へのアクセス

車をご利用の場合

電車・新幹線をご利用の場合

東　京から　北陸新幹線　約2時間
大　阪から　JR北陸本線・北陸新幹線　約3時間30分
名古屋から　JR北陸本線・北陸新幹線　約4時間30分

東　京から　上信越自動車道・北陸自動車道経由　約4時間
大　阪から　名神高速道路・北陸自動車道経由　約5時間
名古屋から　東海北陸自動車道・北陸自動車道経由
　　　　　　名神高速道路・北陸自動車道経由　約4時間30分



標高3000mから水 深 1000mの大地の

地 球 と対 話 する 、 食 の 未 来 を 考 える

日 本 列 島 の ほ ぼ 真 ん 中 に位 置してい る東 西 の 境 界 のまち 糸 魚 川 。

地 域 の 8 7 % が 森 林 に 覆われている自 然 豊 かな糸 魚 川の 大 地 には 、

列島を分 断する大きな断層「糸 魚 川 - 静 岡 構 造 線 」があります。

この 断 層は 地 質や東 西 文化 の 境になっていて、大 地や 水資源が異な

ることは食資源の違いにも繋がります。全国各地、地質•水質•気候が異

なるため、その風土にあった食文化が生まれてきました。

富山湾を背に標高3000m級の北アルプスがあるので、

栄養豊富な河川の水が海に流れ込み、プランクトンが育

ちやすい環境が整っています。起伏に富んだ海底地形に、

暖かい表面の水である対馬暖流と冷たい日本海の海洋深

層水が混じり合い、他の地域にはない豊かな海の恵みが

味わえます。

厳しい自然や飢えと闘っていた縄文人は、トチやドングリを

なんとか食べられるようにするため、アク抜きをしていたと

考えられています。季節によって食料の確保や貯蔵、保存

に苦労しており、燻製、果実酒、蕎麦など工夫を重ねる上

で生まれてきたものもあるようです。 「糸魚川-静岡構造線」の真上に酒蔵を構えている市内

の酒造には東西で水質の異なる2つの井戸があります。

水は通ってきた場所によってその味が異なり、この酒蔵

の日本酒は西側の地下水で造ると決められています。

魚市場の競りといえば、早朝に行われるものというイメージありませんか？ 新潟県内有

数の好漁港である能生漁港では、昼競りが行われます。港と漁場が近いという地の利

があることから、帰港直後の午後3時から競りを行うことができるのです。早ければ、そ

の日中に首都圏の飲食店に届けることも可能です。食卓に届くまでの時間がより短く、

より新鮮な魚介を食べることができます。

糸魚川は湿気の多い森林地帯が多いた

め、さまざまな種類の山菜が育ちます。

また冬場には雪が地面を覆うため、下

草を鹿が食べずに山菜が育つ環境が

整っているのです。ゼンマイ、こごみ、

わらび、ウド、根曲がり竹などは地域特

有の資源であり、春の短い期間にしか

手に入らない自然の恵みは都心では流

通量が少なく、料亭でも高級山菜とし

て仕入れられているそうです。

根知川

能生川

早川海川姫川
田海川

青海川

デパ地下に並ぶ高級山菜

珍しい昼競り

お水とお酒の深い関係

縄文人はグルメだった！

恵みと、入り混じる東西 •古代の食文化

-Geo foods column-

糸魚川が面している

富山湾の牡蠣はなぜ美味い？

耕しやすい柔らかい土、雪解け水があること、昼

夜の寒暖差のある気候、それらのお米が育ちやす

い条件を満たしているのが新潟なのです。食の背

景には大地の成り立ちがあり、その背景を知るこ

とがジオフードの楽しさへと結びついていきます。

新潟はなぜ
米どころなの？

谷ごとに地質が異なり、どの土壌でどの水を使っ

た食べ物なのかで味は異なります。食べ慣れた自

分の土地のものが美味しいと感じる方が多いよう

ですが、別の場所の食べ物と食べ比べてみるのも

また地域の魅力の再発見へと繋がるでしょう。

糸魚川の
水質の秘密

おいしい知
恵袋

寒い冬を越すための食べ物に困る北陸地域では、保存食として

米や大豆、魚などを利用した発酵食が発明されました。糸魚川の

代表的な発酵食品といえば、味噌や醤油。雪のために年中多湿

の気候となることからも発酵に最適な気候を持つ土地とされ、そ

の気候に合わせて食べ物を長持ちさせる工夫をしてきたのです。

北陸（日本海沿岸）の
発酵文化

Sake

Wasabi

Wild
  vegetables

Oyster

Monk�sh

Mandarin
   Oranges



Itoigawa
ジオフードワーケーション
地球と対話する、食の未来を考える

新潟県  糸魚川ユネスコ世界ジオパーク

企業・団体研修向けプログラム

10:30

11:00

13:30

15:30

18:00

糸魚川駅到着

駅北広場キターレへ移動

糸魚川大火と人々の暮らし、まち歩き

昼食（糸魚川と東西の食文化を味わう体験ランチ）

移動

フォッサマグナミュージアムを視察

長者ケ原考古館を視察

宿へ移動、チェックイン

各自ワーク

夕食
 朝食

各自ワーク

郷土料理ワークショップ＆地域の人と交流

移動

道の駅マリンドリーム能生訪問

能水商店テナントショップを視察

上越漁港 昼競り見学

地元食材の試食体験会 ～ 夕食

7:30

12:00

13:30

14:00

15:00

17:00

7:30

12:00

13:00

13:30

15:30

朝食

各自ワーク

昼食

移動

酒蔵見学、またはわさびなど

農業生産者訪問

移動

糸魚川駅にて解散、帰路へ

理由が分かると
もっと、美味しい。

SDGs でも注目される食資源。

日本で初めてユネスコ世界ジオパークに

認定された糸魚川市では、

大地と密接な関わりのある食資源を

地質•水質•気候等から学び、

ユニークな事業者と交流することができます。

大地の成り立ち、生き物の歴史や

文化の繋がりも含めて地球と対話し、

食の未来を考えませんか。

「食の未来とSDGsを考える」 モデルコース

編集/YILU inc.　   デザイン/大久保佳奈　    文章/川合真生 

kikaku@city.itoigawa.lg.jp
糸魚川市総務部 企画定住課 お問い合わせ

3000m

1000m

0m

-1000m

2000m

※上記の行程はモデルコースです。いずれも事前の予約
が必要となりますので、ご希望の場合はWebページより
お問い合わせください。

※上記のコースは参加者が20名程度までの想定です。人
数や目的により最適な行程をご案内いたします。

Day1

Day2

Day3

テーマ

「フォッサマグナの大地の不思議と、
　　　　　　　自然と人間の共生を考える」

糸魚川では谷ごとに標高も様々。

土壌・水質も異なるため、地域の特徴を活かした

農作物や海産物の生育が行われています。

持続可能な食資源とその循環を考える

2泊3日のモデルコースです。

テーマ

「郷土の食とコミュニティ、
　持続可能な水資源への挑戦を知ろう」

テーマ

「地域の未来を描く、
　農業事業者・酒蔵の取り組みを学ぼう」

Access糸魚川市へのアクセス

車をご利用の場合

電車・新幹線をご利用の場合

東　京から　北陸新幹線　約2時間
大　阪から　JR北陸本線・北陸新幹線　約3時間30分
名古屋から　JR北陸本線・北陸新幹線　約4時間30分

東　京から　上信越自動車道・北陸自動車道経由　約4時間
大　阪から　名神高速道路・北陸自動車道経由　約5時間
名古屋から　東海北陸自動車道・北陸自動車道経由
　　　　　　名神高速道路・北陸自動車道経由　約4時間30分


