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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

16 17

グランプリグランプリ
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●平成12年に夫婦で新規就農し、遊休
　農地を利用して伝統野菜等をエコ栽
　培、有機栽培

●地域の食材の魅力や栽培情報を広
　め、６次産業化を推進

●「能登エコファーマーズ倶楽部」を設
　立し、エコ農業や地産地消のＰＲ。若
　手女性農業者や異業種女性の仲間
　づくりを推進

移り住んだ能登島の魅力を野菜に籠める

●作付けの拡大に伴い耕作放棄地が
　減少

●能登島の食材のＰＲ・普及により、農業
　体験や移住希望者が増大。百貨店バ
　イヤー、レストランシェフ等、毎年500
　人規模の体験を受入れ

●能登が世界農業遺産に登録されたこ
　ともあり、エコ農業等の環境に配慮し
　た農業生産に注目

女性の活躍

定住・移住

６次産業化

石川県 七尾市
し  ゅ  ん  ら  ん の　　　　　　　　と た　か

耕作放棄地を再生

概　要 成 果

●黒瓦、白壁などの景観や地域の生活
　様式といった、地域の景観や伝統を
　地域の宝として農家民宿・体験事業
　を実施し、国内外の教育旅行や一般
　客を受入れ
●輪島塗りの器を使用するなど農家民
　宿の質の向上や宿泊受付窓口・料金
　の統一化、80を超える体験メニューを
　整備
●農家民宿の開業講座や勉強会など
　農家民宿の確保や魅力の向上

11春蘭の里実行委員会 12ＮＯＴＯ高農園
みんなの探しものが見つかるむらづくり

●平成９年度１軒だった農家民宿が周
　辺集落にも広がり47軒に拡大。春蘭
　の里金沢会が発足

●入り込み客数が平成９年度30人から
　平成26年度には１万人超え

●世界農業遺産効果で地域の建設業
　者の農業参入により、耕作放棄地が
　解消

伝統・継承

農林漁業
体験

自然・景観

石川県 能登町

概　要 成 果

キノコ狩り体験

輪島塗の御膳

農家民宿で修学旅行を受入れ

18 19

能登島の魅力を野菜に籠める

コリンキー（生食可能なかぼちゃ）
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●都市からの若者の就農定住による地
　域活性化を目的に、農業技術、農業経
　営、機械メンテナンス等の２年間の研
　修を実施
●一番の研修を「地域の一員になるこ
　と」とし、集落行事、祭りなど地域の伝
　統行事に積極的に参加
●各種機関と連携し教育旅行で農業体
　験を実施。将来農業を志す研修生と
　交流し、職業感も含め体験を提供

農業で地域を元気にする次世代リーダー育成

●平成13年から平成27年までに研修修
　了生22人が町内で就農、家族を含め
　ると58人が町内に定住

●定住者の農地集積は町内農地の10
　％以上に広がり、担い手として活躍

●研修卒業生等の地域行事等への参
　加は、地元若者の参加やＵターンのき
　っかけになるなど地域全体が活性化

定住・移住

研　修

農林漁業
体験

福井県 若狭町
で　ん　がで　ん　が の　 う　 が　 く　 し　 ゃ

地元担い手との交流会

操作の指導を受ける研修生

田植え体験イベント

概　要 成 果

●限界集落内唯一の商業施設（そば
　屋）の廃業危機に対して、地域の女性
　たち（60～80代）が農家レストランを
　立ち上げ、地域の伝承料理、地元野
　菜を使った創作料理を提供
●人気のある惣菜を缶詰にして全国
　販売
●大学生と連携してイベントの実施や、
　新商品の開発、店舗の有効利用など、
　地域の活性化に向けた取組を展開

13殿下の里づくり組合 かじかの里山殿下部会 14有限会社 かみなか農楽舎
引き継ごう伝承の味、伝統の文化！

●農家レストランの開業等により、地域へ
　の人の流れが、「通りすぎ」から「ワン
　ストップ」してもらえる地域に変化

●年間来店者も平成22年の数百人から
　平成26年約６千人に増加し、それに
　比例して売上げも約10倍に増加する
　など地域が活性化

女性の活躍

伝統・継承

学校・企業

福井県 福井市

概　要 成 果

大学生と新商品の開発

農家レストランでのおもてなし

開店当時

20 21

農業生産法人  
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