
（令和３年 12月 13 日発表） 

静岡市ＳＤＧｓ連携アワード 

表彰対象グループ 決定！ 

◆ アピール 

ポイント

〇全国から応募総数 41 件！(市内２７件・市外１４件) 

〇大賞・部門賞・特別賞の対象グループが決定 

◆ 表彰対象

事 業 所 

・ 団 体

本年度から初開催のアワード！！ 

ＳＤＧｓ達成に寄与する事業所・団体間の“連携”した取組を表彰 

【大賞 25 万円】

題名：SHIZUOKA STRAW PROJECT(シズオカ ストロー プロジェクト) 

連携：静岡農業高校 × ㈱静岡銀行 × ㈱ドリームプラザ × つむぎ CAF  他 

【部門賞 各１０万円】

●ローカルビジネス部門 

題名：「季咲亭・静岡めんまプロジェクト」 

連携：㈱季咲亭 × 丸子まちづくり協議会 × やつやま友の会 他 

●ローカルアクション部門 

題名：『竹灯ろう作ってみようか？ 』から始まった地域をまきこんだ魅力づくり 

連携：用宗を楽しくする会 × 清水漁業協同組合用宗支所 × 用宗町内会 他 

●パートナーシップ部門 

題名：「邪魔モク」で SDGs！ 捨てられていたアカモクに付加価値を！ 

連携：㈱GOLD BLUE ×清水漁業協同組合用宗支所 × 焼津水産高校  

●サスティナビリティ部門 

題名：コーヒーの力を信じて。持続可能な循環型社会 

連携：㈱hug coffee company × 富士見工業㈱ × ワークショップり～ふ 

●ユースアクション部門 

題名：未来の主役は私たちだ！ 子どもたちが作る SDGs マップ 

連携：あさおのＳＤＧｓ × 川崎市麻生区役所 

【特別賞 １０万円】 

 題名：スリーリングス PJ  （1000 年先を 1000 人のチカラで･･･）

連携：㈱なすび × 三保松原文化創造センター みほしるべ × ㈱otono 

※本取組は、大賞・部門賞の対象にはなりませんでしたが、本市の観光・魅力発信に寄与している 

取組みとして、本年度の特別賞に輝きました。

◆ 表 彰 式 

日時：令和４年１月７日(金) 13 時 30 分から１５時 30 分まで 

場所：しずぎんホールユーフォニア(静岡市葵区追手町１ １３) 

※詳細は別途報道提供します 

◆ 今 後 に 

つ い て 

令和４年１月７日 市長による表彰式 

    ２月以降 全応募事例をまとめた事例集の発行・配布 

別紙資料 有 

取材をお願いします！ 

報道資料 

静岡市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 

【問合せ】 企画課 移住・事業推進係 (静岡庁舎９階) 
電 話 ０５４－２２１－１０２２ 



３.取組イメージ

４.ポイント

SHIZUOKA STRAW PROJECTは、生産者は「麦を育て
る・麦わらストローの加工」、企業は「イベント支援・募金箱設
置協力・麦わらストローの使用」、消費者は「募金支援・麦わ
らストローの使用」というように、それぞれの立場からSDGsに取
り組むことができる仕組みとなっています。

「農育プロダクション「いきものがかり」by静岡農業高校」×「㈱静岡銀行」×「静岡県地球温暖化防止活動推進センター 」
×「㈱ドリームプラザ」×「つむぎCAFE」×「日興美術㈱・ダイワ製本㈱」

SHIZUOKA STRAW PROJECT

１.取組概要

SHIZUOKA STRAW PROJECTは、農育プロダクション「いきものがかり」by 静岡農業高校が実践している
SDGs Action のひとつです。私たちが生産加工した麦わらストローをきっかけに、海洋プラスチックごみ問題
のこと、地球環境のこと、農業のことを一緒に考える機会を提供をしています。多くの企業様が活動に賛同して
おり、得意分野による支援、啓発活動、イベントなどの機会を提供してくださっています。私たちは「できることか
ら始めよう 」を合言葉に、いま地球がどんな状態なのかを知ることの大切さを伝える活動を実践しています。

２.該当するＳＤＧｓ目標

高校生が農業の学びを活かし、環境問題につい
て具体的な行動を起こすことで、より深い学び(知
識.技術）を得ることができています。また、教育
関連施設や企業主催のイベントでワークショップを
実践し、参加者に学びの機会を提供しています。

麦わらストローは、校内で育てた六条大麦から加
工しています。排出された廃棄物は、校内で飼育
しているヤギやヒツジの餌として循環させています。
麦わらストローはプラスチックフリーを促進させ、プラ
スチックごみ問題を考えるきっかけになっています。

SHIZUOKA STRAW PROJECTに取り組むこ
とで、海洋プラスチックごみ問題を知るきっかけを得
ることができます。世界の海が、地球がどんな状況
にあって、どんなことができるのか、興味を持ってもら
い、知ることの大切さを伝えていきたいです。

大賞



５.取組が開始されたきっかけと展開

農育プロダクション「いきものがかり」は、農業を知る機会・学ぶ
機会を提供する教育活動団体ですが、コロナ禍により思うよう
な活動ができなかったため、自分たちが栽培・収穫した六条大
麦から麦わらストローを加工する教材づくりに取り組みました。
この教材は海洋プラスチックごみ問題を考えるきっかけを提供で
きると考え、SHIZUOKA STRAW PROJECTを企画しました。
麦わらストローを製品化するにあたり、トレーサビリティと安全性
を証明したいと考えましたが、食品衛生法に基準がなく、分析
項目や殺菌方法の確立が難しかったです。この課題は周囲の
助けもあり解決することができ、麦わらストローの製品化に成功
することができました。現在、各企業さまに支援と賛同を求めプ
レゼンを実践し、SHIZUOKA STRAW PROJECTとして協
同しながらSDGs Action を起こすことができています。

６.応募した取組の今後の計画・展開

「静岡農業高校」科学館や学校放課後児童クラブ等でワーク
ショップを展開していきます。「静岡銀行」当行の本部タワー５
階職員用カフェでの麦わらストロー利用による役職員への啓発
を検討しています。「静岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター」募金者へ温暖化対策アプリ・クルポのポイントを付与し脱
炭素に向けた行動変容を促します。「㈱ドリームプラザ」イベント
時のブース提供、エスパルスドリームプラザ内に募金箱の設置な
どの支援を展開していきます。「つむぎCAF 」募金箱の設置と
ともに、店内での麦わらストローの活用、啓発活動を行います。
「日興美術株式会社」資料やショップカードのFSC 認証紙利
用を促進していきます。※麦わらストローの購入代金は、海洋
プラスチックごみ問題に取り組む団体へ寄付していきます。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

六条大麦の栽培は、畑がなくてもプランターで栽培でき、栽
培管理もほとんどないため、幼保や小学校で児童が実践でき
るレベルです。収穫した大麦からは「麦茶づくり」を体験するこ
ともできますし、麦わらストローの加工もとっても簡単にできま
す。そのため、SDGsや海洋プラスチックごみ問題を考えるきっ
かけとして、六条大麦の栽培と麦わらストローの加工を授業
で取り上げることを提案します。実際に、栽培・収穫・加工を
することで、SDGsや海洋プラスチックごみ問題を身近な問題
として捉えることができると思います。
また、SHIZUOKA STRAW PROJECTは、それぞれの立
場からSDGsや海洋プラスチックごみ問題に取り組むことがで
きる仕組みとなっています。このような仕組みは、様々な団体
が取り組んでいるSDGs Action にも取り入れていくことがで
きると思います。

SHIZUOKA STRAW PROJECTをモデルとし、いまの自分
の立場で当たり前のようにSDGsに取り組めるような仕組みづ
くりが、これからの社会には必要だと考えています。



２.該当するSDGs目標
「産業と技術革新の基盤を作ろう」 ターゲット 9.2
進捗 （１）静岡めんまの売上金額(令和２年度)【1,323,038円】

(令和３年度)（3.5トン完売として）【7,020,000円】
（２）新規取引先（店舗）数 (令和３年度) 【250店舗】

目標 （１）静岡めんまの売上目標(令和４年度) 【11,700,000円】
（２）新規取引先（店舗）目標(令和４年度) 【350店舗】

○「静岡めんま」を通じたパートナーシップの構築及び好循環化への取組み（社会・環境)
当社を軸に、竹林整備団体、自治体、卸先（スーパー、飲食店）、一般消費者が「静岡め
んま」をキーワードに繋がり、整備、製造、販売、購入というそれぞれの行動から、地域課題解
決、ＳＤＧｓの目標達成に貢献できる好循環な仕組みを確立しています。

「働きがいも経済成長も」 ターゲット 8.5
進捗 （１）障がい者の雇用数(令和３年度) 【１人】

※障がい者就労施設との連携を進めるにあたり、就労を希望する障害者の方が
８人見学に訪れています。

目標 （１）障がい者の雇用数(令和４年度) 【５人】
（２）男女雇用比率の均等化(令和４年度) 【５ ５】

〇今後の静岡めんま生産体制強化に伴い製造現場における障がい者雇用を検討して
いる。今まで以上に障がい者就労支援施設と連携を深め、就労実績からの経験を活か
し指導を行う従業員に対して理解・習得のための指導を行っている。

「パートナーシップで目標を達成しよう」 ターゲット 17.17
進捗 （１）プロジェクト協力先数(令和３年度)

【①竹林整備団体 12団体 ②新規取引先 250店舗】
（２）商品化及び肥料化率(令和３年度)【100％】

目標 （１）プロジェクト協力先数(令和４年度)
【①竹林整備団体 35団体 ②新規取引先 700店舗】

（２）商品化及び肥料化率(令和４年度)【100％】

３.取組イメージ

４.ポイント

たけのこ収穫用に栽培されていた孟宗竹（モウソウチク）の竹林が、後継者不足や管理者の高
齢化に伴い放置された結果、既存の植生を破壊、崖崩れの発生など、各種の竹害発生の課題
を抱えていることを知りました。
当社は、地域に根差した企業であり続けたいという思いから、この地域課題に対し何か貢献でき
ることがないか考えた結果、当社の技術を活かし、静岡県の地域課題となっている放任竹林、竹
害に悩む地区から、メンマの加工に適した「幼竹」を当社が買い取り、『静岡めんま』として製造し、
消費者の方々が美味しく食べることで、「地域保全」に貢献できるサイクルを構築することを目指
し、商品化することに成功しました。

「㈱季咲亭」 × 「竹林整備団体」 × 「大学」 × 「行政機関」

「季咲亭・静岡めんまプロジェクト」

１.取組概要

「放任竹林」という地域課題に対し、自社の漬物技術を活かした商品開発を通じて、環境、経済、社会の三側面において、持
続可能な好循環を生み出す『静岡めんま商品化プロジェクト』をスタートさせました。
静岡市をはじめとする県内の竹林で、竹林整備団体や学生等と一緒に整備しながらメンマに適した竹を収穫し、製造・販売を
開始。「食べること」で放任竹林整備につながる「静岡めんま」と銘打って、行政機関とも連携しながらプロモーションを行っていま
す。
また、本事業を一過性のものとせず、新しい商品開発や販路拡大を製造業の責任として取り組んでいます。放任竹林への取り
組みを発展しながら持続可能な事業とするため、得られた収益を竹林整備に取り組む各団体の活動費やハンディキャップのある
方や生涯活躍できる人材の新規雇用の財源としています。

ローカル

ビジネス

部門



５.取組が開始されたきっかけと展開

近年の加速する気候変動により地球全体の温度が上がり国内において大雨が降る回数が増
えています。2014年10月６日にはJR東海道線・由比駅 興津駅間で、線路沿いの斜面の
土砂崩れが発生し、線路が埋まる災害が起きました。
この災害が静岡県内でも「地域課題の竹害」により起こっていることを知り「竹害」を食い止める
事が出来ないかと考えた結果生まれたのが「静岡めんまプロジェクト」です。
「静岡市SDGs宣言」「経営革新計画（商経第595号）」「静岡県ミニHACCP事業」「地域
経済牽引事業計画（02静経商産振第411号）」などを取り入れ、当社では対応が難しいこ
とを行政の皆様から情報収集を行いプロジェクトが実行できる環境づくりを行いました。また、公
益財団法人ふじのくに未来財団と連携し静岡めんまを寄付付き商品とし、売り上げの一部を竹
林整備を行っているNPO団体様に寄付をさせて頂く事になりました。その後の展開として、
・ 令和3年静岡県森林共生白書掲載（「静岡県森林と県民の共生に関する条例」第12
条）
・ 静岡県庁内の広報グランプリ『ひとり一改革運動』で県知事賞（静岡土木事務所）
・ 第１回竹林整備隊（宇津ノ谷峠）
・ R3.1.6公益財団法人静岡県グリーンバンク主催「森づくりミーティング」登壇
・ R3.3.11ローカルSDGs・ESGセミナー「静岡の地域活性力向上を目指して」登壇
・ R3.1.21「企業と連携し地域活性 農村再生デザインセミナー」登壇
・ R3.6.25学校法人相川学園静清高等学校 登壇
・ R3.8.11高校生による「S D G sインタビュー」では静岡県立静岡東高等学校
・ R3.8.26高校生による「放任竹林インタビュー」では静岡大成高校
・ R3.9.24「静岡めんまができるまで」大谷小学校生徒様に地域の問題について説明
など県知事賞やセミナー登壇、学生に対しSGDｓの公演を継続的に行い、「静岡めんまプロ
ジェクト」の大切さを伝えています。

６.応募した取組の今後の計画・展開

静岡県内には多くの放任竹林があると言われています。当社は今後も県内の目
につく放任竹林の整備を行い、目に見える景観を作り出していきます。
実績発表や公演などを繰り返し行い、「静岡めんまプロジェクト」の実績を重ねて
生産量を増やし国産品の良さを広め９９％輸入に頼っている「メンマ」を国産に
切り替え、地産地消はもちろん国内総生産（GDP）を上げることに寄与します。
また、静岡めんまづくりに連携し竹林整備を行っているNPOの皆様とメンマ以外
の青竹の有効活用として、青竹を使用した「竹チップ」の肥料や竹チップを敷き詰
めた空き地の利用など有効活用し、地域課題の竹害を減らすことを加速して行
きます。
静岡市は、日本政府からＳＤＧｓ未来都市に選定され、国連からアジア初の
ハブ都市に位置付けられており、ＳＤＧｓ先進都市として国内外からの評価が
高いのが特徴です。静岡市が構築するＳＤＧｓ推進のネットワークとも連携し
ながら、中小企業のＳＤＧｓ推進を今後もけん引していきます。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

放任竹林は全国的な課題であり、全国に放任竹林整備に取り組む団体が存在しま
す。また、当社のような食品製造・販売するする会社も全国にあることから、他の事業
所・団体もこの取組を真似しやすく、汎用性が高いと考えます。SDGｓに取り組む際、
自社の経営理念や事業計画を変えるのではなく、自社の活動方針にＳＤＧｓを関
連する事から始めています。当社の技術力を生かし静岡めんまプロジェクトを実行する
ことにより、行政・地域・販売・労働・金融・流通・小売・消費などに結び付き、それぞ
れの業務にはそれぞれ“似たような性質や特徴を持つ者の枠組み”の方々が存在し、
静岡めんまプロジェクトに関連した業務が産み出され、竹害のなど地域課題に触れる
機会が多くなれば課題解決に触れる機会が多くなり、幅広く活用できる汎用性あるも
のと考えます。

県内地域で活動し、県内企業として様々な取り組みを行うと静岡県内企業・地元企
業が活動を行っている静岡の地域社会（社会圏）が見えてきます。社会の下支えが
SDGｓウェディングケーキで言う生物圏に当たります。
その生物圏で現在進行形で起こっている事を社会圏を通じて知る事ができ、静岡県
内企業として何ができるか可能性を模索し経済圏に繋げたのがこのプロジェクトになり
ます。
企業経営は経済・社会・環境のバランスの上に成り立ち、「季咲亭・静岡めんまプロ
ジェクト」を通じて社会的課題を解決を図ります。
当たり前のことですが、その
気づきをしっかりと受け止め
たのが右図となります。

企業は、見方を変えれば必ず社会的な解決を行うための事業活動を行っており、１
７のゴールのどれかに該当しています。既存事業をＳＤＧｓ視点に見直し、どの事業
がゴールに当てはまるか検討し、２０３０年までの
SDGsを行動に移す残り９年間はこれからの日本を
担う学生と取り組むことにより実績を残し、
活動を継続的に続ければ、同じような活動が
全国にも広がっていくとも思われます。
SDGsを共通語に静岡市内の学生とつながり
持続可能な経営基盤を確立し受け継いでいただく
期間です。

(清水区大沢 常葉大学・静岡県立大学生)



２.該当するSDGs目標

地域内外の人が集まりボランティアで活動している当会がハブ
的な役割を果たし、小中学校はじめ、町内会、各種団体、行
政を巻き込み、幼いころから地域の課題や環境問題に取り組む
必要性を学んでいます。少子高齢化や空き家の増加、自治会
の担い手の確保が課題となっているなか、「地域で子どもを育て
る」といった趣旨のもと、地域の魅力づくりと一緒に地域の課題解
決に繋がる活動として「楽しみ」ながら取り組んでいます。

平成27年の活動開始から現在までに、行政、小・中学校、町
内会、各種団体と連携しながら、子どもから大人までが参加でき
るイベントやプロジェクトを実施し延べ3000人以上に参加してい
ただいています。誰かがやってくれるのを待つのではなく、メンバー
自らが積極的にアイデアを持ちより、試行錯誤しながら、地域全
体を巻き込み、誰もがこの街に住み続けたいと思ってもらえるよう
な新たな魅力づくりと情報発信に取り組んでいます。

放任竹林の持続可能な管理を行うため、竹林整備で伐採し
た竹を利用し、春には地域住民や子ども達を集めたメンマ作り講
習会で約２㎏のメンマを製作し、地域のお店やイベントで販売を
しています。秋には毎年約２００本の竹灯ろうを製作し、津波
避難タワーに設置することで漁港周辺の魅力づくりと情報発信を
行い、設置期間終了後は小学校に移設することで、子どもから
大人までが地域の環境問題を考えるきっかけにしています。

３.取組イメージ

４.ポイント

これまであまり注目される事がなかった津波避難タワーに着目し、防災
意識の向上を図ると共に、漁港周辺の魅力創出と交流人口の増加、
用宗エリアの賑わいを創出し、地域の活性化を図っています。既存のも
のを活用し、新たな付加価値を生み出す事で、持続可能な社会の実
現に取り組んでいます。どこにでもある物が、アイデア次第で人を惹きつけ
る「まちの魅力」になると考え、トライアンドエラーで取り組んでいます。

「用宗を楽しくする会」×「長南小・城山中」×「漁協」×「用宗町内会」

『竹灯ろう作ってみようか 』から始まった地域をまきこんだ魅力づくり

１.取組概要

地域の新たな魅力づくりとして、用宗漁港津波避難タワーへの竹灯ろう設置プロジェクトを平成30年から毎年
実施しています。静岡市放任竹林対策推進事業をはじめ、長南小・城山中、漁協、用宗町内会など、行政
や地域を巻き込み、竹林整備で伐採した竹に付加価値をつけて有効利用しています。5月は若竹を使ったメ
ンマ作り、11月～3月は伐採した竹を使った竹灯ろうを製作し、津波避難タワーへ設置して漁港周辺の賑い
づくり、4月～11月は小学校へ竹灯ろうを移設し年間を通じたまちの魅力づくりと情報発信に げています。

市役所

用宗を楽しくする会

小・中学校

町内会

漁協

若竹を使ったメンマ作り

小・中学校で活動紹介小学校に設置した竹灯ろう

放置竹林整備

波避難タワーに竹灯ろうを設置 町を明るく照らす竹灯ろう

ローカル

アクション

部門



５.取組が開始されたきっかけと展開

６.応募した取組の今後の計画・展開

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

参加自由で年会費の徴収なども行わず、楽
しい、面白い、参加したいと思うプロジェクトに
対して、自主的に参加をしてもらう活動となっ
ています。メンバーには企業経営者や商店主、
農家、サラリーマン、主婦など、子どもから大人
まで誰もが参加できるようにしています。

実施するプロジェクトは、メンバーをはじめ地
域住民が参加したいと思えるような内容となる
よう、地域の活性化や課題解決、環境問題
などに繋がる楽しいアイデアや意見を出し合い、
みんなで力を合わせて企画をしています。

事業やイベントの専門家がいるわけではあり
ませんので、他の地域の取組みをインターネッ
ト等で調べ、真似をしたり、既に地域にあるも
のを使って新たな町の魅力づくりとなるように、
子どもから大人までが好きなことを楽しみながら、
やりたい事を形にしています。

資金面では、地域のイベントなどにお店を出
店し、少しづつ運営資金を集め、小さい事から
出来る範囲で活動を行っています。プロジェク
トによっては地元企業から協賛をいただいたり、
行政の補助金や町内会の協力金をいただき
ながら、地域の活性化に取り組んでいます。

地域のネットワークをフル活用し、地域住民
や小中学校、各種団体、町内会、行政とも
相談をしながら、密に連絡を取り合い、「やりた
い事をやってみる 」「やって出来ない事はな
い 」をスローガンに、「ゆるく」「楽しい」活動と
して実施をしています。

空き家の増加をきっかけに、地域の魅力を発
信して若者を呼び込もうと、2015年6月に「用
宗を楽しくする会」の活動が始まりました。活動
の一環として、2015年12月から広野海岸公
園で「Xmasイルミネーション」による地域の魅力
づくりをスタートしました。
2018年12月からは地域のシンボルでもある

用宗漁港に会場を移し、津波避難タワーに竹
灯ろうを設置し漁港周辺の魅力づくりを毎年実
施しています。
竹灯ろう製作にあたり、放置竹林整備を通じ

た環境問題にも着目し持続可能な活動とする
ために、地域住民や子ども達を集めたメンマ作り講習会の実施、小学校
へ竹灯ろうを設置し年間を通じた町の魅力づくり、町内会と連携した情
報発信など、地域を巻き込んだ取り組みへと活動の範囲を広げています。

放置竹林整備と合わせて津波避難タワーへの
竹灯ろうプロジェクトは継続的に開催し、毎年
取材に来ていただいている、新聞社・テレビ局に
もご協力をいただきながら、引き続き地域の魅
力発信に力を入れていきます。
これまでは地域の成り立ちや文化、経済、風

習を学ぶ事に視点をおき、現在は活動を通して、
地域の課題や環境問題の解決に取り組んでい
ます。今後は、10年、20年先の主役となる子ど
も達を「地域のみんなで育てる」ために、小・中
学校にも協力をいただきながら、子ども達はもと
より、地域住民や各種団体、町内会との繋がり
も強化していきます。他の地域にも取り組みを

紹介し、まちの魅力を再認識していただき、新たな担い手の育成や確保
に取り組み、より大きな活動へと広げながら課題解決へと繋げていきます。



２.該当するSDGs目標

学生が自ら社会問題及び環境問題について考え、具体的
な行動を起こすことで、技術的・職業的スキルの向上を目
指しています。焼津水産高校はアカモクを使用したメニュー
を開発し、「うまいもん甲子園」の全国大会に出場します。
GOLDBLUEは令和元年から現在まで、約500名の学生
に授業をしてきました。（焼津水産高校・静岡東高校・駿
河総合高校）

捨てられていたアカモクを新たな水産資源として有効活用し
ています。アカモクの収穫は資源量調査や水質調査を行い、
海の生態系に配慮した方法で収穫します。
現在、従来であれば廃棄されるはずのアカモクを年間約5t
削減することが可能となっています。

老舗飲食店の丁子屋・あらしお株式会社とアカモクの知識
経験があるGOLDBLUE社が連携をし、商品の開発・販売
を行い付加価値の向上につなげています。
R&Oフードカンパニーはアカモクをリハビリ施設のメニューに取
り入れ、地産地消を推奨しています。今後は、さらに他の団
体とも連携して事業の発展を目指しています。

３.取組イメージ

４.ポイント

静岡で収穫されていなかったアカモクに着目し、新しい水産資
源を生み出すと同時に、循環型社会の実現に寄与していると
ころがポイントです。またアカモクを通して、地元の学校・企業と
連携をしており、地域の特産品・食文化として根付かせること
ができることも取組の魅力となっています。

「㈱GOLDBLUE」×「用宗青壮年部」×「焼津水産高校」

「邪魔モク」でSDGs 捨てられていたアカモクに付加価値を 

１.取組概要

アカモクは元々捨てられていた海藻で漁師の間では『邪魔モク』と呼ばれていました。㈱GOLDBLUEは、その捨てられていたアカ
モクを有効活用しています。GOLDBLUEは漁師の若手組織（清水漁協用宗支所 青壮年部）と一緒にアカモクの収穫を行
い、販売しています。収穫したアカモクで地元企業と連携し、商品開発することでアカモクを地域の特産品にする取組をしていま
す。普段捨てられているアカモクを有効活用することで、食品ロスを削減することができ、循環型社会の実現に寄与しています。
収穫されたアカモクは焼津水産高校が授業の一環で活用しており、学生がメニュー開発をし、「うまいもん甲子園」の全国大会に

出場しています。アカモクを通じた、14.海の豊かさを守ろうの達成を目的として、誰一人取り残さない社会の実現を目指します。

アカモク収穫

出荷・連携

焼津水産高校

㈱R&Oフードカンパニー

地元企業

アカモク提供

病院食・給食

商品開発

パートナー

シップ

部門



５.取組が開始されたきっかけと展開

㈱GOLDBLUEは創業当初、静岡産のアカモクが見つからな
かったため、他県産のアカモクを使用して商品の開発をしていま
した。GOLDBLUEのHPで活動を知った、用宗青壮年部の漁
師からアカモクみたいな海藻があるので見てほしいと連絡をもらっ
たことがきっかけです。用宗海岸にはアカモクがたくさんあり、しら
す・桜エビの漁獲量も年々下がっていることから、アカモクを収穫
して静岡市の特産品にしようと取組をはじめました。
最初の年はアカモクの収穫方法や見分け方・加工の仕方等
手探りで、困難を極めました。GOLDBLUEと用宗青壮年部が
何度も打ち合わせを行い、収穫方法・効率の良い加工を追求
しました。2年がかりで効率良く収穫できるようになり、知らない
方が多かったアカモクも知ってもらうことができました。多くのメディ
アがアカモクを取り上げてくれたこともあり、認知度が高まりました。

６.応募した取組の今後の計画・展開

現在、静岡の地元企業の力を借り多くのコラボ商品を開発し
ました。このおかげでより多くの消費者にアカモクを知っていただく
ことができました。今後は焼津水産高校と共同でメニュー開発
の取組を進めます。また用宗青壮年部と協力し、海の豊かさを
守り・水産資源の有効活用を行い食品ロスの削減を加速化さ
せていきます。さらに、アカモクを通してGOLDBLUEが行ってい
るSDGs活動を中高生に授業の一環として伝えていきます。
資源には限りがあり、海の資源は年々大幅に減っています。
元々捨てられていたアカモクに価値を与えることで、貴重な水産
資源として活用できるだけでなく、アカモクを通して海の豊かさを
守るために何ができるのかを多くの方と一緒に考えていきたいと
思います。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

漁業で廃棄されがちなアカモクに対して、海藻加工の知識・
経験をもつ事業所や団体が連携すれば、健康食品や化粧
品ができることから、他の事業所・団体も真似しやすく、汎用
性が高いと考えます。また、1社で取組を行うのではなく、地
元企業や学校と連携することで、認知度を上げることができま
す。巻き込む人が多いほど、メディアにも注目してもらいやすい
です。地域一丸となるように働きかけをすることは、全国どこで
も真似しやすく汎用性が高いです。

・漁師

・漁業組合
・加工会社

・学校・地元企業

・病院・各施設

下記の写真のように、アカモクは焼津水産高校の環境に関する授業で
取り上げられました。現在は、生徒がアカモクを使ったメニュー開発を進め
ています。他の高校でもアカモクを通じて、SDGsの具体的な取組を授業
でお伝えし広まっています。全国でも同様の取組が広がっていくことが期待
できます。



２.該当するSDGs目標

コーヒーショップを運営するうえで、日々大量に排出されるコーヒー
かすを有用化し、ゼロミッションを目指しています。3店舗合わせて
年間で約2トンのコーヒーかすを廃棄していましたが、排出される
コーヒーかす全てを再利用できるよう取り組んでいます。

・hugcoffee
・日頃から堆肥作りを行っている障がい者の生活介護事業所ワ
ークショップり～ふ
・農業の専門的知識をもつ富士見工業株式会社
この3社が日々の業務からそれぞれに連携することで付加価値の
向上を目指します。
更に、実店舗を運営するhugcoffeeの発信力を用いて他団体
とも連携しています。

ワークショップり～ふの協力のもと、重度の障がいを持つ方々にコ
ーヒーかすを使った堆肥作り、及び堆肥を用いて野菜などの作物
の栽培を行っていただいております。
この活動を通し、仕事・雇用を創出する事を目指しています。

３.取組イメージ

４.ポイント

コーヒーかすを使った堆肥作りにおいて、3社とも日々の業務の中で取り
組むことができ、特別な費用や技術は用いておりません。
この取り組みを始めるにあたり、“持続可能なこと”を第一条件としました。
循環型社会を達成するためには、SDGsの達成を目的とするのではなく、
日々の営業をする中で自分たちに出来ることは何かを探る事が大切だと
考えています。

「㈱hug coffee company」×「富士見工業㈱」×「ワークショップり～ふ」

コーヒーの力を信じて。持続可能な循環型社会

１.取組概要

hugcoffeeは静岡市内でコーヒーショップを3店舗運営しており、年間約2トンものコーヒーかすを廃棄処分していました。NPO法
人まあぶるが運営する『ワークショップり～ふ』、農業資材事業を取り扱う『富士見工業株式会社』と協力し、コーヒーかすを堆肥
化し有効活用する事で廃棄ロスを削減し、循環型社会に寄与しています。また実店舗でお客様をお迎えしつつ、様々な企業、
団体との関わりを持つ弊社が取り組むことで、SDGsを広く知ってもらうきっかけになることを目指しています。

堆肥業界において分析機関をもつ
富士士見工業での堆肥製造

ワークショップり～ふにて堆肥製造

日々排出されるコーヒーかす
コーヒー1杯で訳20ｇ
年間にしておよそ2トンの
コーヒーかすが排出されます

堆肥を使用して
栽培した野菜

サスティナビリティ

部門



５.取組が開始されたきっかけと展開

コーヒーショップを3店舗運営するうえで年間約2トンものコーヒーかすが排出されま
す。スペシャルティコーヒーを取り扱う中で生産者の方たちから消費者へのバトンを
繋ぐだけでなく、大量に排出されるコーヒーかすを何かに再利用できないかとずっと
模索していました。そんな時お世話になっている福岡のコーヒーショップがコーヒーか
すの再利用に取り組んでいると耳にし、弊社でも堆肥化を目指すことにしました。
弊社取引先の『ワークショップり～ふ』、社員の友人の勤め先である『富士見工業
株式会社』の協力を経て、コーヒーかすの堆肥化を目指した取組が始まりました。
まずはコーヒーかすが堆肥になるのか不安でしたが、試行を重ねて無事堆肥化に
成功しました。り～ふさんでの作物の栽培に加え、自分たちでも野菜の栽培を試
みています。今後はコーヒーかす堆肥の安定した製造、実店舗での堆肥で育てた
野菜を使ったメニューの提供や、野菜自体の販売、堆肥の販売を目指しています。

６.応募した取組の今後の計画・展開

現在は、さらに協力団体を増やすことにも尽力しています。
実店舗のhugcoffee紺屋町店の近隣に店舗を構えるタイ料理店『サバーイディ
ール』の持つ農園『山口農園』にて、コーヒーかすを使った堆肥を使用していただき、
収穫した野菜の販売と商品利用を行っていきます。この取組を定着させ、店頭販
売に加えて、コーヒーかすを使った堆肥自体の販売も行いたいと考えています。
また、公的な研究機関とも協力しコーヒーかす堆肥の科学的、実地的な効果を
測定しています。(図1)
静岡県内で排出されるコーヒーかすは国内最大の量であるので、効果を確認、
生産技術が確立された暁には、弊社の情報を公開し、県内大手コーヒー生産企
業の工場等でもコーヒーかすの再利用に取り組んでいただけたらと考えています。
さらに、弊社の従業員が外部講師を務める静岡県立静岡商業高等学校の課
外授業『ライフマネープラン』において、弊社の取り組みを次の世代へも発信してい
ます。
認知度、ブランド力を活かしSDGsの周知を図ることは、弊社のような小さな会社
にもできる大切な役割であると認識しているので、今後も積極的に発信をしていき
ます。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

コーヒーかすに限らず、どんな飲食店でも営業するうえで多くの
生ごみ、食べ残しが排出され、その多くが破棄され、日本にお
ける“フードロス”は今や社会的な問題といえます。
どんな飲食店の皆様でも、農業や微生物についての知識・経
験をもつ企業や団体と連携することで“フードロス”を減らし循環
型社会を目指すことができ、汎用性の高いパートナーシップが
実現すると考えています。また、この取組で作った堆肥や作物
を利用することで、どんな方でもSDGs達成に貢献することが出
来ます。
多くの方にこの取組に参加していただくことで、SDGsに掲げら
れている『2・飢餓をゼロに』や『12・つくる責任つかう責任』など
が達成でき、新しい雇用の創出など飲食以外の団体にも広が
っていくことが期待できます。

（図1）



２.該当するSDGs目標

学校教育におけるSDGsの取組み事例が少なく、
教育上、環境問題に焦点が当たってしまいがちな
中、学校横断型であり官民学連携で実施できる
活動であることから「生きたSDGs」に直接触れられ
る機会があることです。

行政や街（市民団体等）の動き、企業の行動な
どを知ることによって「自分が出来ること」について理
解と行動に移せることです。また学校外でのコミュニ
ティが出来ることによって、次代のまちづくりの旗手が
育ってくれると考えています。

2030年度までの活動を通じ、SDGs推進隊とし
てのコミュニティを形成します。（23人（本年度）
×10年=230人）つながり方や働き方も多様化
する中で、意識を持った仲間づくり、シビックプライド
の醸成に繋がると考えています。

３.取組イメージ

４.ポイント

活動内容はシンプルですが、地域や企業巻き込み型での実
施となるため、「SDGsに取り組むまち」の成果物として、高いク
オリティとなるのが特徴です。また活動の持続化によって関係
人口を創出することで、地元人材の育成にも寄与すると考え
ております。

「麻生区SDGs推進隊」 × 「川崎市」 × 「地域」

未来の主役は私たちだ 子どもたちが作るSDGsマップ

１.取組概要

麻生区内在住の小学校4年生～中学校1年生が自分たちの街を可視化する「SDGs推進隊」を結成し、学
校横断型のコミュニティを作りました。区内にある企業、お店、農家、公共施設等を巻き込み、SDGsにつなが
るもの探しをしています。ここで得た情報を「SDGsマップ」として作成し、区内小中学校や教育関連、社会福
祉施設等への配布をすることによって、街にあるSDGsを「見える」ようにします。同時に固定概念がない子ども
たちの想いや行動は、大人たちへのリターンエデュケーションに繋がっています。

ユース

アクション

部門



５.取組が開始されたきっかけと展開

2020年の教育指導要領改訂により、小学生からSDGsにつ
いて触れている一方で、そのほとんどは座学であり、インプット型
となっています。当地は農業へのアクセス、自然環境が豊かであ
ることからSDGsのゴールにつながる「可視化できる人・モノ・コ
ト」は多く存在すると考えました。SDGsの認知はあるものの、具
体的に何と結びつくのかを明確に説明できる者は多いとは言え
ない現状において、本活動における主目的は、SDGsを知る
「きっかけ」を提供し、ローカルでその深度を強めることにあると思
い、企画しました。未来のまちづくりを担う小中学生を対象にメ
ンバーを集め、SDGs推進隊として活動し、成果をSDGsマップ
として作成。「ローカルSDGs」を可視化して、22年1月にはこど
もSDGsフォーラムを実施します。活動は2030年度まで継続し、
生活環境以外での若者のコミュニティを作っていきます。

６.応募した取組の今後の計画・展開

活動初年度となる本年は、①SDGs推進隊の活動のプロモー
ション動画を作成 ②地元にある人・モノ・コトをSDGsのゴール
をに結びつけ、マップを作成し、各小中学校に配布します。
③上記で作成した地図や活動の成果報告とともに、市長、区
長、教育委員会や校長会、識者等をお招きして「このまちの
SDGs」について対談を行います。
次年度以降は・紙で作成したマップをデジタル化させ、アプリで
誰でも使用できるようにします。推進隊活動を区外にも広め、
「つながる」場を作り、交流を図ってまいります。距離的な問題
はオンラインの特性を活用し、「自分たちの街」を発信する場を
設け、シビックプライドの醸成へとつなげていきたい考えです。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

1.自分たちが取り組みたいSDGsを宣言する
17のゴールアイコンが書かれた用紙を準備し、自分の街で取り組んでみ
たい、解決したいことに関係するゴールを選び、
内容を書いてもらう。→宣言内容を動画に収め、Youtube等でプロ
モーション動画として公開します。

2.行政が作成する地図+SDGsのゴールが
書かれた付箋に事業者や場所、モノの情報
と内容を書き込み、地図に張り出します。
※活動費助成のためSDGsに取り組む企業
からの支援、クラウドファンディングの実施に
よっての広報活動も展開します。

3.企業、お店、農家、ごみ処理場などの公共施設への訪問を通じ、実
態経済の中でどのようなSDGsアクションがあるかを体感します。

4.推進隊活動の活動報告と、子どもたちが思う、この街の未来について
「SDGsフォーラム」と銘打ちイベントを実施します。
実施模様は動画撮影し、記録として残します。
5.他行政区で実施する推進隊とオンラインでつなぎます。知らない地域
がつながることで、自分の街が好きになるきっかけを作ります。



２.該当するSDGs目標

2020年2月に全社員約300名（パート、アルバイトを含
む）で松原保全活動を実施し、静岡市文化財課へ売上
の一部（約20万円）を環境保全費として寄付しました。
更に定期的に松葉かきを行うことで世界文化遺産の保護・
保全を強化し、持続可能な活動にしています。

回収した枯松葉の利用によって、天然資源の持続
可能な管理及び効率的な利用が達成できます。
更に、三保松原焼きの開発により、文化振興、産
品販促につながります。また枯松葉の利用は廃棄
物削減にも効果的です。

広大な松林を維持する為に活動の拡大化を目指
します。その結果、地域の方々の意識変化や活動
自体への自発的な参加の増加など地域活性の推
進力になると共に、松原保全を実現化します。

３.取組イメージ

三保松原保全活動日を告知
→定期的な松葉かき
→枯松葉を持ち帰り、利用
→三保松原焼きを提供
→売上の一部を
静岡市文化財課へ寄付
→松原の保全を強化

４.ポイント

松葉かきするだけでなく、回収した枯松葉を利用し、三保松
原焼きの発信と合わせ広報活動も行うことで、将来的にまち
の経済を活性化し、好循環型のまち静岡を生み出し、住み
続けられるまちづくりを実現していくことです。

「なすびグループ」 × 「みほしるべ」 × 「㈱otono」

スリーリングスPJ （1000年先を1000人のチカラで・・・）

１.取組概要

三保松原における定期的な松葉かきと、枯れ松葉を利用した商品を開発及び売り上げの一部をみほしるべ
に寄付という循環型、持続可能な活動の実施しています。
今後は他企業及び学生を巻き込んで活動の拡大化、持続化を目指して活動中です。そして、1000年先に
同じ景色を残すために毎回1000人での持続可能な松原保全活動を行います。
＊該当項目は11、12、14、15。今後は17も追加していく予定。

特別賞



５.取組が開始されたきっかけと展開

2013年地元の新聞社が三保の世界遺産登録をきっかけに始
めた三保松原の松葉かきが2018年を最後に終了するという
話を聞き、どこかの企業がバトンを受け取らなければ、活動が本
当に終わってしまうと考え、弊社が受け継ぐことにしました。
当時、みほしるべの初代所長が私の高校（清水南高校の先
輩ということもあり、三保に地区に掛ける思いが共通していたこと
もあり、松葉かきにおける協力体制確立の段取りは非常にス
ムースに進みました。しかし、経済活動なきただの松葉かきだけ
では企業として継続が難しいであろうと考え、落ち松葉を使った
商品を開発して、それを販売することになりました。しかし、残留
農薬の問題や、落ち松葉の利用許可の問題など簡単には進
まず、静岡農業高校さまや市役所にもご尽力いただき、やっと
落ち松葉を使った「三保松原焼き」という商品が誕生しました。

６.応募した取組の今後の計画・展開

今はまだこの活動における協力企業が数社ですが、今後は県内の
各企業と共に、松葉かき及び商品開発を進め、全国にこの活動と
商品を発信することで、三保松原の保全活動を巨大化させていき
たいと考えております。また、企業だけでなく、学生ボランティアも作り、
企業と学生でマッチング事業も展開していきたいと考えております。
今の学生は環境問題や地域問題に興味が深いと言われております。
そこで、この活動を通じて、企業側の考える環境問題、学生が考え
る環境問題、そしてそこから生まれる企業の環境への取組のスタート
地点になる活動になれればと考えております。また今後、この活動が
HUBになり、多くに企業や学校、学生、地域が三保に目を向けて、
ひいては松葉かきの枠を超えて地域ブランドの確立と学生企業の
マッチングの場になることが将来の狙いでもあります。

７.汎用性(他の事業所・団体が参加・真似しやすい)ポイント

非常にシンプルです。
① 毎週土曜日と決めて定期的に松葉かき
② SDG’ｓについてのディスカッション
③ その松を使って商品開発
④ その売り上げの一部をみほしるべに寄付

しかし、これらの活動が企業の好き勝手ばらばらにやっても最
高の効果が生み出せないと思いますので、組織化して、仕組
みをしっかり作って、他企業とも連携をして大きな活動にして
いく事が望ましいと考えます。コロナ禍で人が集まることが難し
い中、この活動は屋外で多くの人と触れ合うことができる素晴
らしい効果も生み出せます。
また、短時間で誰でも参加できる手軽さから地域の方々や
他企業の参加によってより多くの方を巻き込んでの活動が実
現できます。
また個人、企業の意識変化によって更に拡大していき、将来、
当たり前の活動として認識され、持続可能な活動に繋がりま
す。
また構成事業所名と1000年1000人に「０」が３つという点
と三保の三を取ってスリーリングスPJとしました。


