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●「負の遺産をプラスに変える」との発
　想の下、国営農業水利事業で発生し
　た大量の残土置場を「芝ざくら公園」
　として整備
●地域の自治会が組織化し、町と連携
　して芝ざくら公園の維持・管理を行う
　ほか、鉄道会社等と連携した観光ツ
　アーの開催、そばオーナー制、イベント
　の開催等観光誘客に取り組み
●公園管理の作業について、ポイントカ
　ード制を導入するなどボランティアを
　確保

影は薄いが、情けは厚い  本州最大級  芝ざくら公園

●20万人が訪れる芝ざくらまつりや各種
　イベントの開催により、地元商店や町
　内事業所が活性化され地域経済に
　寄与

●イベントや施設の管理など、年間を通
　した雇用の創出

●地域の全戸が協議会の会員となって
　活動を行い、地域コミュニティの再構
　築が促進

自然・景観

観　光

ボランティア

栃木県 市貝町
リ　　　ル　　　ー　　　ツ は　　　  な す　い　し　ょ　う　こ さ　と

高齢者の除草ボランティア

芝ざくらまつり

高校生による植栽ボランティア

概　要 成 果

●被災農家と協力した市民農園やアン
　テナショップの開設、行政等と連携し
　たワークショップへの参加、地域美化
　活動等を通じて、地域コミュニティの
　再生を支援
●アンテナショップや移動販売で被災
　農家の野菜販売を実施。また、企業等
　と連携しレトルトカレーの商品化
●ひまわり植栽など農村景観ツアーや、
　さつまいもの農業体験・食育ツアーを
　実施

❺一般社団法人 ＲｅＲｏｏｔｓ ❻芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会
復旧から復興へ、そして地域おこしへ

●地域コミュニティ再生への地元住民
　の立ち上がりを促進

●大学生が主体となることで若者の農
　業への関心を引き出し、設立当初から
　のメンバーが県北で就農

●野菜販売活動を通じて、消費者のニ
　ーズを農家に伝えることで、農薬使用
　を控えたり、珍しい野菜づくりへの挑
　戦など農家活動に変化

復　興

地産地消

農林漁業
体験

宮城県 仙台市

概　要 成 果

サツマイモの苗植え

公営住宅で移動販売

地域美化活動
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●大型農産物直売所や港の荷さばき施
　設で、漁師による対面販売により、地
　元で捕れる魚を新鮮でおいしく食べる
　ことができる幸せを平塚市民等に共
　感してもらうとともに、大漁で値がつか
　ない魚、流通にのりにくい規格外の魚
　等を販売
●各種イベントでのキッチンカーによるお魚
　せんべいの販売や、地元ＦＭ局と連携し
　た中継付き販売など、地魚のＰＲ活動
●飲食店兼加工施設を立ち上げ、６次
　産業化に取り組み

平塚のお魚普及キャンペーン大作戦

●漁師から消費者への直接販売により、
　漁師の魚の扱いや鮮度管理等の意
　識が向上
●「低利用魚」の付加価値を高める新商
　品開発等により、漁師の経営マインド
　や視野が向上
●６次産業化による多角的な取組により、
　新たな収入確保、ＰＲ効果も実感でき、
　モチベーションが向上。地どれ魚直売
　会開始当初から３年間で売上げが約
　４割増（H23-26）

６次産業化

農商工連携

地産地消

神奈川県 平塚市
く　に

ビーチdeさばき方教室

キッチンカーによる販売

地どれ魚直売会

概　要 成 果

●秩父の山々に自生しているカエデに
　着目し、国産メープルシロップ事業を
　開始。樹液の採取、シロップ化（秩父カ
　エデ糖）のほか、カエデ酵母菌使用の
　パンの開発、カエデのラムネの販売な
　ど、６次産業化と林商工連携によるお
　菓子づくりを推進
●針葉樹林にカエデを植栽するなど、針
　広混交林化や「花粉の少ない森づく
　り」を推進
●大手小売店、コンビニ、通信販売を活
　用した販売事業を展開

❼お菓子な郷推進協議会 ❽平塚市漁業協同組合
カエデの多分野多用途活用

●商品の製造等に地域の若者、高齢者、
　障害者等と連携協働することで、商品
　の収益を地域全体に循環させる仕組
　みを構築
●大手小売り等との連携により、関連商
　品の売上げが倍増（H23：2,500万→ 
　H26：4,600万円）
●国産メープルシロップ事業は、持続可
　能な森林の活用、山林の再生に貢献
　するほか、お菓子製造を通じて地域
　活性化に貢献

６次産業化

地産地消

自然・景観

埼玉県 秩父市

概　要 成 果

国産メープルシロップ使用製品

中学生と植樹事業

カエデ樹液の採取
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●朝・昼２回のセリ見学、見学活動と衛
　生確保を両立させる施設改築、「カニ
　給食」（市内全小学６年生にベニズワ
　イガニ丸ごと１匹プレゼント）による魚
　食普及、高校生を対象とした魚のさば
　き方教室等を実施
●「新湊カニかに新鮮白えびまつり」に
　おいて、新湊漁港で水揚げされるベ
　ニズワイガニや白えび等の販売や食
　の提供
●若手漁師によるマコガレイのブランド
　化やイワガキの養殖技術の実用化

新湊の魚、日本一。食べに来られ！

●「新湊カニかに新鮮白えびまつり」は、
　県内外からの集客があり、毎年約４万
　から５万人の集客。昼セリ見学者数は
　１年で４倍に（H25-26）

●新湊で水揚げしたマコガレイを数日
　間養育し、肉厚の状態の良いものを
　「万葉カレイ」として付加価値を付けて
　出荷

食　育

「食」の
提供・活用

地産地消

富山県 射水市
し　ん み な と

万葉カレイの試食会

市内の小学校でカニ給食

昼セリの見学

概　要 成 果

●地域の伝統食「潮鰹」の神事の再現
　や、地域の団体と連携して、鰹漁で栄
　えた当地の歴史や食文化に着目した
　イベントを共催
●地域のグルメ「西伊豆しおかつおうど
　ん」を通じて、Ｂ－１グランプリに出展
　し、食の提供とともに地域をＰＲ
●学校給食での「西伊豆しおかつおうど
　ん」の提供と、潮鰹の歴史など出張授
　業による食育活動

❾西伊豆しおかつお研究会 10新湊漁業協同組合
伝統の味でまちおこし！ 伊豆半島を元気に！

●「潮鰹」は、あまりの塩辛さと知名度の
　低さから、製造が途絶えそうな危機的
　状況であったが、活動により生産量が
　増加し、ふりかけや関連商品も販売。
　西伊豆しおかつおうどんの提供店舗
　も３４店舗になるなど、地域の飲食店、
　土産物店、食品会社の売上に貢献
●イタリアのスローフード協会が希少な
　絶滅の恐れのある食材を認定する
　「味の箱船」に認定

６次産業化

農商工連携

地産地消

静岡県 西伊豆町

概　要 成 果

浅間大社奥宮へ奉納

中学校の食育授業

B-1グランプリに出展
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