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～佐世保の新たな名産を
見つけよう～

長崎県立佐世保西高等学校
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(1)研究動機～アンケートの結果より～

結果（全361票中）

・長崎市

カステラ（143）ちゃんぽん（31）

角煮饅頭（10） 他

・佐世保市

九十九島せんぺい（61）

佐世保バーガー（5） 他

Q 長崎県の名産といえば？

長崎市の名産が半数以上を占める！

58%
25%

17%

名産品知名度（佐世保西高校2年生内）

その他

佐世保市

長崎市



カステラとハンバーガーの消費金額

この違いは？（考察）

・カステラはお土産として選ばれやすい
・カステラはおやつとして日常的にも食べる

〈参考〉都道府県別統計とランキングで見る県民性https://todo-ran.com/t/kiji/16248
季節の耳より情報局【2020年】ハンバーガーの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別ではどこが多い? | | お役立ち！季節の耳より情報局 (kisetsumimiyori.com)

カステラ ハンバーガー

1位長崎県 45位長崎県

https://todo-ran.com/t/kiji/16248
https://kisetsumimiyori.com/hamburgersyouhi/


長崎県を代表する
佐世保の名産を
つくりたい！

目標



(2)調査 佐世保の名産を見つける

～産直めぐりを行って～

調査場所

柚木よかもん市場・安かっちゃん

とれたて処・佐世保四季彩館 など

調査結果

いちご・デコポン・はるか・はちみつ

いりこ・甘夏・つぼみな・ぶんたん など

安かっちゃん

柚木よかもん市場



注目したのは・・・

〈注目した理由〉

・一年を通して使うことができる

・ハウステンボスは花のイメージがあり、

観光と一緒に普及できると思った

・調べてみると、たくさんの魅力があった

はちみつ



はちみつの魅力① 健康的！
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〈参考〉macaroni https://macaro-ni.jp/90271

https://macaro-ni.jp/90271
https://macaro-ni.jp/90271
https://macaro-ni.jp/90271
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https://macaro-ni.jp/90271


はちみつの魅力② 低GI食品である

・血糖値が上がりにくい

・腹持ちがいい

肥満の予防やダイエット

におすすめ

＜参考＞山田養蜂場のミツバチ健康科学研究所はちみつ明らかになる健康機能～最新研究ダイジェスト | はちみつ | 山田養蜂場のみつばち健康科学研究所 (bee-lab.jp)

飲用後（分）

血
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値
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㎎
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https://www.bee-lab.jp/megumi/honey/data.html


(3)現代社会の分析 「食の志向」

・健康志向は常に1位

・コロナ禍の今、さらに

健康志向は高まっている

はちみつは現代社会に

もってこいの健康食品！

〈参考〉農業協同組合新聞https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php

健康志向 経済性志向 簡便化志向 安全志向 手作り志向 国産志向 美食志向

「現代の食の志向」

https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php
https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php
https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php
https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php
https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/09/210922-54108.php


健康志向 経済性志向 簡便化志向 安全志向 手作り志向 国産志向 美食志向

「現代の食の志向」

第1位 健康志向

第2位 経済性志向

第3位 簡便化志向

人々は、健康的で

安くて簡単に食べられる

食品を求めている！

「食の志向」



全国的にも、長崎県においても加工食品が多
い。 〈参考〉RESAS https://resas.go.jp/consumption-all/#/rate/42/42201/2021/2/2/1/-/-/-/-

「購入品目の割合」

長崎県

全国

加工食品
36.63%

加工食品
29.03%

https://resas.go.jp/consumption-all/#/rate/42/42201/2021/2/2/1/-/-/-/-


はちみつを使った調理方法を探る

「はちみつの台所」を訪ね、お話を伺った。

はちみつ照り焼き
チキン

はちみつスポーク
スペアリブ



はちみつを使った調理方法を探る

店長さんの話によると・・・

はちみつを加えた調味料にお肉を漬け込んで調理する

→ お肉が柔らかくなる

→ さまざまな食品で代用可能

という課題解決にもつながる！

はちみつの活用方法が
あまり知られていない

はちみつに
漬け込む
に決定！

店長さん



食材を探す① 長崎県の魚

・ブリ・アジ・カタクチイワシ などが全国漁獲量1位

・全体的な漁獲量は全国2位！

〈参考〉地域の入れ物https://region-case.com/rank-h30-product-yellowtail/

https://region-case.com/rank-h29-product-horse-mackerel/

ブリ アジ

1位長崎県
1位長崎県

うまかとばい！

https://region-case.com/rank-h30-product-yellowtail/
https://region-case.com/rank-h29-product-horse-mackerel/


食材を探す② 長崎県の肉

・長崎和牛

第10回全国和牛能力推進会で日本一！

・農業産出額ランキング

牛肉 全国７位！

鶏肉・豚肉も全国上位にランクイン！

〈参考〉農林水産省 九州農政局https://www.maff.go.jp/kyusyu/toukei/hensyu/attach/pdf/toukeipaneru-61.pdf

うまかとよ！

https://www.maff.go.jp/kyusyu/toukei/hensyu/attach/pdf/toukeipaneru-61.pdf


(4)商品提案

①「健康はちみつ缶」

②「健康はちみつパック」



商品提案①「健康はちみつ缶」
（はちみつ×長崎県の魚）

・EPAやDHAなど栄養満点（健康的）

・漁獲量の多い魚を用いてコストを下げる（経済的）

・缶を開けたらすぐに食べられる（簡便化）



商品提案②「健康はちみつパック」
（はちみつ×長崎県の肉）

・砂糖を使うよりもカロリーオフ（健康的）

・パックのまま温めればすぐ食べられる（簡便化）

・甘めの味付けで大人にも子供にも好まれる味



(5)販売戦略

ふるさと納税における

オンライン販売



移動人口の分析

グラフより…

移動が制限されたため

移動人口が減っている

買い物に行く回数も

減ったのでは？

2020年1月～2021年7月まで

〈参考〉VーRESAS https://v-resas.go.jp/prefectures/42#temporary-population

コロナウイルス
が流行り出す

https://v-resas.go.jp/prefectures/42#temporary-population


ネットショッピングの利用

日本で初めてコロナウイルスの
感染者がでた月

＜参考＞総務省統計局https://www.stat.go.jp/data/joukyou/pdf/n_joukyo.pdf

ネットショッピングの需要はもっと高まるだろう

https://www.stat.go.jp/data/joukyou/pdf/n_joukyo.pdf


では、なぜふるさと納税なのか？

「ふるさと納税の仕組み」

・ふるさと納税のホームページは宣伝効果が大きい

佐世保の名産としてはちみつ缶を知ってもらえる！

・佐世保に税金が入る

寄付者 応援したい自治体

寄付

返礼品



ふるさと納税の成功例

北海道上士幌町

ふるさと納税で約２１億円を集める

【寄付金の活用方法】

・認定こども園の利用料の無料化⇨人口増加に！

・保健制度の充実⇨１人当たり５万５千円の寄付金！

⇨地域の課題解決にもつながる！



「健康はちみつ缶・はちみつパック」の
知名度を高めるために

贈る

伝える



（６）まとめ

長崎県を代表する名産に！

健康はちみつ缶

健康はちみつパック 簡便化

健康的 経済的

加工品



はちみつが佐世保の名産として知られると…

佐世保の
税収入
の増加

地域の
問題解決

長崎県の
畜・海産物
の普及

佐世保の
知名度ｕｐ



ご清聴ありがとうございました。
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