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若狭おばまブランド認証制度実施要綱 

 
前 文 

 若狭は、古く飛鳥・奈良の時代から、宮廷に食材を供給した、全国でも稀少

な「御食国」としての歴史を持ち、平安時代以降は、「若狭もの」という呼称で

都の食卓を支えた歴史を持っています。 

 また、大陸交易・日本海交通の要港として栄え、海路より集められた物資を、

「鯖街道」などの陸路や琵琶湖などを通じて都に供給してきました。 

 若狭のほぼ中心に位置する小浜市には、「若狭カレイ」や「若狭グジ」などの

水産資源をはじめ、若狭塗など多数の伝統工芸や、伝承された地場産業、さら

には国宝・重要文化財に指定される神社仏閣、仏像などの歴史遺産が無数に存

在します。 

 豊かな自然と先人から授かった地域固有の財産は、文化的、経済的価値を生

み、我々はそれらの恵みを享受してきました。 

 時代の流れは「地方分権」「自立」であり、今後は「地域らしさ」を活かし、

住民が「豊かさ」や「ゆとり」「いやし」を実感できる「健やかで力強いまち」

になることが地域に求められています。 

 当地域が持つ自然や資源、技術・技能、歴史・文化、また「好ましいイメー

ジ」などの多種多様な財産を、未来に引き継ぐべき財産であると位置づけると

ともに、「自律」の下に、それらの価値を改めて理解し、それらを守り、磨き、

育て、より一層の競争力を持たせ、さらには埋もれた財産を発掘・創造し、そ

れらの魅力を広範囲に発信することが、豊かで活力ある若狭地域を構築する一

助になると確信します。 

 また、若狭おばまの歴史的繁栄に鑑み、地域ブランドという名のもとに、当

地域が持つ多種多様な財産を、全国へ、そして世界へと広く発信・供給するこ

とは、誠に時宜にかなったことであり、是非これを実現したいと願うところで

あります。 

 当地域が誇り、守り、残すべき真の財産を「若狭おばまブランド」として推

奨し、個別に整理・検証して魅力度を高め、それらを有機的に結びつけること

で、「魅力ある自立した若狭おばま」を実現するとともに、若狭地域全体の魅力

度、競争力を高め、「誇りと尊厳のある若狭地域」を構築する足掛かりとするた

め、この制度を制定します。 
 

 （目的） 

第１条 若狭おばまの豊かな自然、独自の資源および高度な技術などを活かし、

本物の若狭ものにこだわった魅力ある産品等を認証する若狭おばまブランド

認証制度（以下「制度」という。）について必要な事項を定め、若狭おばま

のブランドとして全国に発信・供給することにより、若狭おばま全体のイメ

ージを高めるとともに、若狭ものの普及向上を図り、小浜市産業の振興、発

展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 若狭おばま 小浜市全域をいう。 

 (2) 若狭もの 若狭おばまの豊かな自然、独自の資源および技術により産出

され、または生産されるものおよび観光資源等をいう。 

 (3) 認証 別に定める認証に関する基準（以下「認証基準」という。）に適

合する若狭ものであることを、認め証することをいう。 

 (4) ブランド 制度により認証した若狭ものをいう。 

 (5) 受証者 認証機関において認証を決定した者をいう。 

 （認証機関の設置） 

第３条 市長は、認証の審査など制度の適正な運営を図るため、認証機関とし

て若狭おばまブランド推奨機構（以下「推奨機構」という。）を設置する。 

２ 推奨機構の組織および運営等に関し必要な事項は、この要綱に定めるもの

のほか、別に定める。 

 （認証の対象） 

第４条 認証の対象となる若狭ものは、若狭おばまならではの素材、製法、技

術、商法等を用いたもの、または若狭おばまにおいて生産、製造、加工等さ

れたものとし、これらを認証したものを総称して若狭おばまブランドという。 

２ 認証の対象となる若狭ものは、第5条第1項各号に規定する認定基準のい

ずれかに該当しなければならない。 

 （認証基準） 

第５条 市長は、次に掲げる事項を基本に認証基準を定め、公表するものとす

る。 

 (1) 若狭おばま独自の素材・資源に関する基準 

 (2) 産地に関する基準 

 (3) 品質に関する基準 

２ 市長は、認証基準を定めるとき、またはこれを変更するときは、関係業界

および推奨機構の意見を聴くものとする。 

 （認証の申請資格） 

第６条 認証の申請ができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

 (1) 小浜市に住所を有する者または事業拠点が小浜市に存在する者 

 １ 
 



 
 (2) 物品の製造および販売等について法令等の規定に違反していないこと 

 (3) 責任者、責任の所在が明確であり、第三者からの苦情、要望などに対す

る処理体制が確立されていること 

 (4) 推奨機構が適当と認める者 

２ 若狭ものの認証の申請者は業界・組合・団体等の代表者が行うものとする。

ただし、独創性、伝統等の理由によりブランドと認証することが適当と判断

される場合には、個人でも申請できるものとする。 

 （認証の申請） 

第７条 認証を受けようとする者は、若狭おばまブランド認証申請書（様式第

１号）を別に定める期日までに推奨機構に提出しなければならない。 

 （認証の審査および決定） 

第８条 推奨機構は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容につ

いて書類の閲覧、現地の目視および聞き取りなど適切な方法により調査・確

認するものとする。 

２ 推奨機構は、必要な場合は、見本の提供または申請者に出席を求めること

ができる。ただし、見本は原則として返却しない。 

３ 推奨機構は、前２項の調査・確認を踏まえ、前条の申請内容が認証基準に

適合すると認めるときは認証を決定し、申請者に若狭おばまブランド認証書

（様式第２号）を交付するものとする。 

４ 推奨機構は、前条の申請内容が認証基準に適合しないと判断するときは、

その理由を付して、認証しない旨を申請者に通知するものとする。 

 （認証決定の公表） 

第９条 推奨機構は、受証者およびブランドの概要など認証に関する情報を小

浜市公式ホームページ等で公表するものとする。 

 （認証の表示） 

第１０条 受証者は、次の各号に掲げる文字および認証マークをブランドに表

示をすることができるものとする。 

 (1) 若狭おばまブランド 

 (2) 若狭おばまブランド認証制度 

 (3) 若狭おばまブランド推奨機構 

 (4) 若狭おばまブランド認証第（認証書番号）号 

 (5) 別に定める認証マーク 

２ 前項に掲げる文字および認証マークの規格は、若狭おばまブランド認証表

示規格表（様式第３号）に定める。 

３ 文字および認証マークの表示に要する経費は、受証者が負担するものとす

る。 

４ 推奨機構は、文字および認証マークの表示状況について、必要に応じて受

証者に報告を求め、検査を行うことができる。 

５ 推奨機構は、認証の表示が不適切であると判断したときは、認証を取り消

すとともに、文字および認証マークの表示の中止を命ずるものとする。 

 （認証の有効期間） 

第１１条 認証の有効期間は、認証書の交付日から起算して３年とする。 

 （認証の更新） 

第１２条 受証者が認証の更新をしようとする場合は、認証期間満了の１月前

までに若狭おばまブランド認証更新申請書（様式第４号）を推奨機構に提出

しなければならない。 

２ 第９条の規定は、認証を更新する場合に準用する。 

３ 更新の有効期間は、認証の満了する日の翌日から起算して３年とする。 

 （認証内容の変更） 

第１３条 受証者は、認証の内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じ

た場合は、若狭おばまブランド認証事項変更報告書（様式第５号）により遅

滞なく推奨機構に報告しなければならない。 

 (1) 受証者の名称または代表者の氏名に変更が生じたとき。 

 (2) 認証基準に適合しない状況に至ったとき。 

 (3) その他、推奨機構が必要と認める事項が生じたとき。 

２ 推奨機構は、前項の報告について、その内容が認証基準に著しく適合しな

いなど、認証の継続が不適当と判断したときは、認証を取り消すものとする。 

 （認証後の調査および改善の指示） 

第１４条 推奨機構は、必要と認めるときは、認証内容の状況または受証者施

設等へ立ち入り、その他状況を調査することができる。 

２ 推奨機構は、第１３条第１項の報告または前項の調査において、受証者に

改善の必要があると認められるときは、必要な指示を行うものとする。 

 （認証の取消し） 

第１５条 推奨機構は、第１０条第５項および第１３条第２項の規定に該当す

る場合ならびに受証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り

消すものとする。ただし、受証者の責めに帰さない理由による場合は、この

限りでない。 

 (1) 虚偽の申請により認証を受けたとき。 

 (2) 第１４条第１項に規定する手続を経ずに、認証の内容を変更したとき。 

 (3) 前条第２項に基づく指示に故意に従わないとき。 

 (4) ブランドの生産等を中止したとき。 

 (5) その他制度の運用に重大な支障を来す行為またはブランドの信用を著し

 ２ 
 



 
く侵害する行為があったとき。 

２ 推奨機構は、前項の規定により認証を取り消した場合は、速やかにその旨

を当該受証者に通知するものとする。 

３ 推奨機構は、第１項の規定により認証を取り消した場合は、原則として、

翌年から起算して３年は、当該受証者からの認証の申請を受け付けないもの

とする。 

 （認証書の保管） 

第１６条 受証者は、認証書を適正に保管するとともに、認証書を紛失または

破損したときは、遅滞なく推奨機構に届け出て、認証書の再交付を受けるも

のとする。 

 （市の責務） 

第１７条 市長は、制度およびブランドの周知に努め、若狭ものの普及向上、

開発促進を図るとともに、小浜市産業の振興、発展のために適切な支援を行

うほか、この要綱に定める事項の適正な運用のための総合調整を行うものと

する。 

 （受証者の責務） 

第１８条 受証者は、推奨機構および市長の指示その他この要綱に定める事項

を誠実に遵守し、ブランドの普及向上、新たな開発研究に努めるとともに、

インターネットやブランドの流通等を通じて市内外への積極的な情報の発信

に努めるものとする。 

 （雑則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年２月２日から施行する。 

 

若狭おばまブランド認証基準 
 

 （趣旨） 

第１ 若狭おばまブランド認証制度実施要綱第５条第１項の規定により、認証

に関する基準を次のとおり定める。 

 （認証基準） 

第２ 認証基準は、第３、第４、第５のいずれかに該当するものとする。この

場合において、第３および第５に規定する基準については、必須条件のすべ

てに該当し、かつ、当該必須条件以外の条件のいずれかに該当するものとし、

第４に規定する基準については、条件のいずれかに該当するものとする。 

 （若狭おばま独自の素材・資源に関する基準） 

第３ 若狭おばま独自の素材・資源に関する基準は、以下のとおりとする。 

 (1) 若狭おばまの多種多様な財産の価値を理解し、それらを守り・磨き・育

て、さらには埋もれた財産を発掘・創造して「若狭もの」の魅力を広範囲

に発信するという「若狭おばまブランド」の理念に合致しているもの（必

須条件） 

 (2) 若狭おばまならではの素材、製法、技術、商法等を用いているもの、ま

たは小浜市内で生産または製造、加工されたもの 

 (3) 名称、意匠および材料が「若狭おばま」にちなむ要素を持っていること 

 (4) 他地域に対して優位性、独自性を打ち出せる要素を持っているもの 

 (5) 他の特許品または登録品の模造品でないこと（必須条件） 

 （産地に関する基準） 

第４ 産地に関する基準は、以下のとおりとする。 

 (1) 小浜市内で生産または製造、加工されたもので、最終消費者が使用する

もの 

 (2) 小浜市内で生産された一次産品のうち、最終消費者が使用するまでの間

に何らかの加工（製造）を必要とするが、加工（製造）によりそのものが

本質的に変化しないもの 

 （品質に関する基準） 

第５ 品質に関する基準は、以下のとおりとする。 

 (1) 意匠、技術、色彩、包装、品質等が優良であること 

 (2) 産品の特性に応じた、適正な生産、製造、流通体制が整えられているも

の 

 (3) 業界での製造基準、表示義務を満たしているもの（必須条件） 

 (4) 製造・販売について、法令による許可または認可を必要とするものは、

当該許可または認可を得ていること（必須条件） 

 (5) 食品衛生法（昭和２３年法律第２３３号）、計量法（平成４年法律第５

１号）、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）、

観光土産品の表示に関する公正競争規約（昭和４１年２月公正取引委員会

告示第６号）等の関係法令に違反しないこと（必須条件） 

   附 則 

 この基準は、平成１８年２月２日から適用する。 
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若狭おばまブランド推奨機構設置要綱 
 

 （推奨機構の設置） 

第１条 若狭おばまブランド認証制度実施要綱第３条の規定により、若狭おば

まブランド推奨機構（以下「推奨機構」という。）を設置する。 

 （趣旨） 

第２条 推奨機構の組織および運営等に関し必要な事項は、若狭おばまブラン

ド認証制度実施要綱（以下「認証制度」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 （所掌事務） 

第３条 推奨機構は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 認証の申請に関すること。 

 (2) 認証の審査、決定および認証書の交付に関すること。 

 (3) 認証の公表に関すること。 

 (4) 文字および認証マークの表示状況に関すること。 

 (5) 認証後の調査、指導に関すること。 

 (6) 認証の変更・更新に関すること。 

 (7) 認証の取消に関すること。 

 (8) 認証基準にかかる意見具申に関すること。 

 (9) 認証制度の普及啓発に関すること。 

 （組織） 

第４条 推奨機構は、２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 生産者 

 (2) 消費者 

 (3) 流通関係者 

 (4) 地場産業関係者 

 (5) 学識経験者 

 (6) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することができる。 

２ 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。 

３ 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （役員） 

第６条 推奨機構に次の役員を置く。 

 (1) 委員長 １人 

 (2) 副委員長 １人 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、推奨機構を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理す

る。 

 （役員の任期） 

第７条 役員の任期は、委員の任期による。 

２ 役員は、再任することができる。 

３ 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

 （会議） 

第８条 推奨機構の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じてこ

れを招集する。ただし、委員改選後の最初の会議は、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。委員長に事故あるときは、

副委員長が委員長に代わり議事を整理する。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、書

面による委任の場合は出席とみなす。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

５ 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 （秘密の保持） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第１０条 推奨機構の庶務は、小浜市商工振興課および小浜商工会議所におい

て処理する。 

 (委任) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、推奨機構の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年２月２日から施行する。 

 

 ４ 
 


