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遠野市六次産業推進本部遠野市六次産業推進本部

遠野市六次産業化・地産地消推進戦略について遠野市六次産業化・地産地消推進戦略について

平成28年 8 月 4 日

遠野市六次産業推進本部
遠野市六次産業化・地産地消推進協議会



① はじめに
○ 遠野市の概要 ● 平成17年新「遠野市」誕生

● 人口 ２９ ３３１人● 人口 ２９，３３１人 （Ｈ２２年国勢調査）

● 面積 ８２５．６２ ｋ㎡

● 産業別就業者数 ・・・１万４千人

● 市内純生産額 ７３２億円



② 六次産業化推進の背景
H14 遠野市長選での公約 ･･･「六次産業を推進します！」野市長選 約 産業を推 す 」

H15 遠野市総合産業振興センター設置

H16 遠野市農業活性化本部（通称ＡＳＴ）設置H16 遠野市農業活性化本部（通称ＡＳＴ）設置

H18 遠野市×岩手大学 “相互友好協力協定”

H24 遠野市産直連絡協議会発足H24 遠野市産直連絡協議会発足

H25 遠野市×東北銀行 “農林水産業の活性化に関する業務推進協定”

H26 遠野市六次産業推進本部設置遠野市六次産業推進本部設置

･･･六次産業化・地産地消、農商工連携の推進組織

H27 遠野市六次産業化・地産地消推進協議会設置H27 遠野市六次産業化 地産地消推進協議会設置

・・・行政（国県市）、金融機関、商工会、ＪＡ、産直協議会、観光協会等

･･･「遠野市六次産業化・地産地消推進戦略遠野市六次産業化・地産地消推進戦略」策定

H28 遠野市×東北銀行 “地方創生の連携に関する協定”

[申請中]地域再生計画・地方創生推進交付金実施計画[申請中] 地域再生計画 地方創生推進交付金実施計画

「とおののもの・こころ海外経済交流プロジェクトとおののもの・こころ海外経済交流プロジェクト」



③ 六次産業化・地産地消推進協議会の構成
H27 遠野市六次産業化・地産地消推進協議会設置野市 産業 産 消推 協議会設置

・・・行政（国県市）、金融機関、商工会、ＪＡ、産直協議会、観光協会等

･･･「遠野市六次産業化・地産地消推進戦略遠野市六次産業化・地産地消推進戦略」策定

[オブザーバー]

東北農政局（岩手支局）

遠野ふるさと公社

遠野市産直連絡協議会

㈱パイロットフィッシュ

６次産業化プランナー

遠野市観光協会 ㈱東北銀行（地域応援部）

遠野市産直連絡協議会

（行政機関）

花巻農業協同組合
（遠野地域営農センター）

遠野商工会

遠野市（六次産業推進本部）

岩手県（遠野農林振興センター）

遠野市（六次産業推進本部）

遠野市教育委員会

本部長 （協議会 会長）

副本部長 （協議会 副会長）

本部員（主幹）※総括企画推進員

（学校給食センター）
本部員（遠野市の産業振興部及び
農林畜産部の主要課長等 ）

遠野市六次産業推進チーム
※企画推進員として
戦略を推進する。



④ 六次産業化・地産地消推進戦略
地域総ぐるみの六次産業化で地域資源の付加価値向上！域総 産業 域資源 価値

[目標][目標]
六次産業関連効果額

H26 16.5億円 Ｈ３２ １７．６億円（１．１億円増）

[方向性]

六次産業関連効果額
H26 16.5億円 Ｈ３２ １７．６億円（１．１億円増）

[方向性][方向性]
● 地域資源の掘り起こしと活用 ･･･産学官連携による地域資源の掘り起こし

● 六次産業化、農商工連携の促進 ･･･新商品、新サービスの開発支援

[方向性]
● 地域資源の掘り起こしと活用 ･･･産学官連携による地域資源の掘り起こし

● 六次産業化、農商工連携の促進 ･･･新商品、新サービスの開発支援

● 地産地消等・農産物の地域内利用と交流の促進
･･･産直、学校給食の地域食材の利用、道の駅遠野風の丘魅力向上

● 販路拡大の促進 ･･･商談会、展示会、産地見学会

● 地産地消等・農産物の地域内利用と交流の促進
･･･産直、学校給食の地域食材の利用、道の駅遠野風の丘魅力向上

● 販路拡大の促進 ･･･商談会、展示会、産地見学会販路拡大 促
● 支援機関の連携・充実 ･･･支援機関の連携、研修会、交流会

● ６つの重点プロジェクト ･･･６Ｇ★プロジェクト

★ 道の駅｢遠野風の丘｣魅力ＵＰ！

販路拡大 促
● 支援機関の連携・充実 ･･･支援機関の連携、研修会、交流会

● ６つの重点プロジェクト ･･･６Ｇ★プロジェクト

★ 道の駅｢遠野風の丘｣魅力ＵＰ！★ 道の駅 遠野風の丘｣魅力ＵＰ！
★ 農産物直売所の安全安心対策
★ ローカルベンチャースクール
★ 六次産業化新商品一覧

★ 道の駅 遠野風の丘｣魅力ＵＰ！
★ 農産物直売所の安全安心対策
★ ローカルベンチャースクール
★ 六次産業化新商品一覧
★ 遠野ゆかりの店
★ ふるさと名物応援宣言
★ 遠野ゆかりの店
★ ふるさと名物応援宣言



⑤ 今後の取組み ・・・ 地方創生推進交付金実施計画地方創生推進交付金実施計画 （（申請中申請中）の概要）の概要

とおののもの・こころ海外経済交流とおののもの・こころ海外経済交流 プロジェクトプロジェクト

事業事業概要等概要等 充用充用業績評価指標（業績評価指標（KPIKPI））

地方版（まち・ひ・としごと）総合戦略の基本目標

○六次産業化関連効果額

(目的及び必要性)

地域経済活性化を図るため、国のTPP対策及びインバウンド対応に

ポイントポイント

○六次産業化関連効果額
H26 １６．５億円 → H32 １７．６億円
（１．１億円（６．６６％）増）

連動しながら、農林水産品の輸出拡大及び道の駅魅力アップを図る。

(事業概要)

○撃って出る海外展開（ソフト） H28-H30 ６０，２４４万円
海外との経済交流 →遠野ふるさと公社が地域商社として 市内農業生産者や ポイントポイント

○自立性
販売額の増加に伴う営業利益分を生産活動へ

充てていく（拡大再生産）。

○官民協働

海外との経済交流 →遠野ふるさと公社が地域商社として、市内農業生産者や
小規模事業者の商品の販路拡大

○迎え撃つ風の丘魅力アップ（ハード） H30 １８，０００万円
風の丘の魅力アップ リニューアル整備 →地域商社の機能強化

(年次計画) ゴシ ク体は交付金事業 明朝体は対象外 ○官民協働
・行政 遠野市役所 ･･･計画の進行管理

・民間 遠野ふるさと公社 ･･･地域商社機能

・金融 市内金融機関 ･･･金融支援

・商工 遠野商工会 ･･･創業支援、発達支援

年度 打って出る海外展開
（ソフト事業）

迎え撃つ風の丘魅力アップ
（ハード＆ソフト事業）

H28 とおののもの海外展開調査
･･･台湾の市場流通事情調査

[関連]台湾観光ミッション（５月）

[関連]風の丘リニューアル基本

(年次計画) ゴシック体は交付金事業 明朝体は対象外

商 野商 創

・農林 遠野市産直連絡協議会 ･･･農産物

○政策連携
・商工との連携 商工業チャレンジ応援事業で、

海外向け商品（パッケージ含む）
の改良 開発

海外展開商品開発
･･･パッケージ等開発補助（９月～１２月）

ニッポン・岩手・遠野物産展in台湾
･･･海外ではじめての販売会の開催（２月）

[関連]風の丘リニュ アル基本
計画策定（契約済）

[関連]おみやげ補助金（農水省）

H29 台湾での商談会 風の丘リニューアル実施設計 の改良・開発
・観光との連携 台湾の観光ミッションと連携
・文化との連携 伊能嘉矩生誕１５０年
・ワンストップ化 六次産業推進本部

○広域連携

H29 台湾での商談会
･･･県の経済交流ミッションに参加（６月）

とおののもの海外展開調査
海外展開商品開発
伊能嘉矩生誕１５０年特別展

･･･台湾大学（11月～１月）

風の丘リニュ アル実施設計

岩手県の経済交流ミッションとの連携
→全県的な取り組み

東北経済産業局の海外展開との連携
→東北７県での取組み

台湾大学（ 月 月）

H30 海外展開調査、商談会、商品開発
のほか、海外での評価を国内での
商談でアピール

風の丘リニューアル整備
× 地方創生推進交付金では、

1,800万円しか充当できない。


