
【取組の概要】
 平成25年度に獣肉処理施設を整備し、川上から川下まで連携した体制で、有害獣をジビエ等の地域資源として創出。

＜団体の概要＞
地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施設）は、平成25年４月より運営開始。構成員は６名（施設長、一次処理責任者、二次処理責任者、作業員３名）。

＜活動のきっかけ＞
平成22年度まで年間2,000頭前後のニホンジカの捕獲頭数が平成23年度に3,500頭と急増し、農作物被害も多く農家も困り果て、猟師も高齢化する中で、その

対処が課題となった。このため、その対応策について猟友会、地域自治会と協議検討した結果、迷惑獣を食肉処理することで、地域の新たな特産品とし、全国
に発信を目指すことにした。

【今後の展開方向】
 ジビエの安定供給を図るため、捕獲される個体の全頭処理が

可能となるよう、更に猟師と連携した食肉処理体制を構築し、
他市町村との連携やジビエ獣種の追加なども計画し、季節感
あふれる魅力あるジビエの提供を行います。また、衛生管理基
準については、 HACCP導入を目指し、安心、安全な食肉処理
を確立していきます。

【活動の効果】
 本処理施設の整備により猟師も捕獲意欲が高まり、平成28年度実績では、市内でニホンジカを捕

獲した約７割の猟師が施設に搬入するなど、他地域では見られない高い搬入率となっている。
 食肉等の利活用も進み、全国では１割程度である食肉利用率は、猟師の個人消費も含めるとイノ

シシ、ニホンジカとも約４割と高い水準になっている。食肉処理した肉は品質も良く、西は長崎県、
東は栃木県と広範で利用されており、特に首都圏の有名フランス料理店やホテルなど約60軒で利
用されている。

 加工品やペットフード、革製品に利用されており、市内外で経済効果が出ている。運営５年目と
なった当処理施設は食肉処理機能以外にも猟師が集い、意見交換する貴重な役割を果たしてお
り、猟師、処理施設、消費者の良い関係が築けている。

【岡山県】ジビエの郷みまさか（美作市獣肉処理施設）

【取組の具体的活動】
 市内の獣害対策状況や解体方法等について、猟師へ指導を行い、優良個体の

確保に努めている。食肉処理する機能以外にも猟師が集う場所にもなってお
り、捕獲状況や相談も受けている。

 ジビエフェスタを開催し、コロッケや串焼きなどを提供しジビエの普及を進
めている。特に猪丸焼きの実演は、見る人を魅了し、ジビエのまちのイメー
ジを消費者へ印象付けている。また、猪コロッケを道の駅が開発し、学校給
食へ提供している。今後は、アレルギーフリーのカレーを製造業者と連携し
学校給食に導入する予定である。缶詰やソーセージなども商品化されている。

 近隣の道の駅あわくらんど（ロース、ヒレ：カツ定食）や島根県おおち山く
じら生産者組合（バラ肉：缶詰）と連携し、夏場の赤身で猟師や消費者から
も敬遠されているイノシシ肉も全部部位が使えるようになった。

 鹿革クラフト業者と提携し、市内での体験教室も実施し、美作市の観光等に
も寄与している。商品は名刺入れやペンケースなどの小物から鹿革マフラー
といった商品も製造され、こだわりの逸品となっている。

 精肉は大手料理学校の教材としても利用されており、血液については大学の
研究教材や科学捜査研究所での研究に提供し、地域貢献をしている。

道の駅での人気商品

シカ肉カレー

ジビエ加工品等の開発、

学校給食への提供

鹿革クラフト体験は

全国的にも珍しい

第一回みまさかジビエフェスタ
猪丸焼き実演
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【取組の概要】
 積極的な情報発信と顧客の要望を取り入れた販売の工夫により、従来は自家消費以外に活用されていなかったイノシシ肉の価値を高め、ブランド商品化することによっ

て、地域の農業被害額を超える価値を創出。また、鳥獣被害に悩む他地域からの視察や講師依頼、狩猟合宿など、人材育成にも積極的に取り組む。

＜団体の概要＞
しまなみイノシシ活用隊（今治市）は、平成22年６月、柑橘農家であった代表の呼びかけで、周辺の猟友会やワナ免許を取得した農家など15名によって結成し、11月に

食肉処理業の許可を取り開業。
＜活動のきっかけ＞
町では、元々は島にいなかったイノシシによる農作物被害が増加しており、対策として柵による防護やワナによる捕獲駆除を行っていたが、捕獲したイノシシ肉は自家消

費以外に活用されず、捕獲後の処理を嫌がる農家が多い等の理由で捕獲が進まなかった。そのため、販売できる食肉等として活用し、労力に見合う所得に繋げていくこと
が課題であった。

【今後の展開方向】
 今後は、これまで廃棄していた内臓や頭部の有効活用を検討し、平

成29年度は、管理されない竹を加工した竹パウダーを使って内臓を
堆肥化する計画を進めている。

 同年新たに、同様の被害に悩む他地域に食肉処理場を設置し、こ
れまでの経験を生かした活動地域の拡大、愛媛県産シシ肉のブラン
ド商品化及び販路の拡大を進め、鳥獣を資源として活用する持続的
な活動を続けている。

【活動の効果】
 営業活動や販路拡大により食肉と皮革製品の販売額は年々増加し、最近年度の販売額の

合計は町の鳥獣による農業被害額を大きく上回っている。
 開業から平成28年度までに捕獲や解体の賃金として地域の農家に支払った金額は1,700万

円を超え、農家の収入増に繋がり、地域に経済効果をもたらしている。
 農業被害は、27年から減少に転じている。
 地域の農業者にとって大きな課題である鳥獣被害の対策として、捕獲したイノシシを資源へ

と変えるため、捕獲後の処理、営業、販売、人材育成、ジビエ利活用推進等の多角的な活動
を行い、その活動が地域の活性化に結びついている。

【愛媛県】しまなみイノシシ活用隊（今治市）

【取組の具体的活動】
 地域の特産品として東京・大阪などの都市部に販売する方向で、顧客となる飲食店シェフの要望も取り入れつつ捕獲～解体までのプロセスを構築している。
 ワナ設置から捕縛までは農家が行い、止め刺し以降の処理から販売までを当団体が引き受けることで農家の捕獲意欲向上と捕獲数の確保が図られており、捕獲強化

のため、柑橘農家が繁忙期にワナの見回りをしなくても遠隔操作で捕縛できるIT捕獲機の導入にも取り組んでいる。
 食肉の販売では、素材の価値を最大限に高めるため、湯引きによる皮つき半身での冷蔵処理、ボンレスのブロック肉での冷凍処理の２つを基本とするほか、注文に応

じた柔軟な処理に対応し、処理直後の画像による情報発信やシェフの希望に合わせて納品するなど、効率的な受発注を可能にしている。
 革製品の販売、シシ骨ラーメンの開発、販売先となる都市部での試食会や地元地域イベントの実施、視察や講師依頼、狩猟合宿などの人材育成にも取り組んでいる。

湯引きによる皮付き半身処理
部位ごとにパックした食肉に

個体情報を記載都市部（東京）での試食会
皮革製品を今治市の

ふるさと納税の返礼品に
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【取組の概要】
 イノシシの被害から地域農業を守ろうと、県内の若手農業者たちが自らハンターとなって「箱わな」を設置し、イノシシを駆除。
 駆除に必要な機材導入のため、クラウドファンディングを活用して、インターネットによる資金調達を行い、資金提供者への返礼として会員らが生産した農作物等を提供。
 ジビエ肉の副収入による農家の所得向上とイノシシ対策を通じた地域の担い手育成を目指す。

＜団体の概要＞
くまもと☆農家ハンターは、平成28年7月に、25歳から40歳までの22名のメンバーで結成し、29年10月での会員数は82名（うち女性の会員は９名）にまで増加。全メン

バーが現役農家であり、農作業に支障のある狩猟は困難であることから効果的で安全な捕獲の仕組み作りに取り組み。
＜活動のきっかけ＞
イノシシの被害に悩む高齢者の話を聞いて、畑を荒らすイノシシから地域を守る会を作ろうと平成28年４月、若い農家が集まり「イノシシを考える農家合宿」を開催。そこ

では、特にイノシシの対策は猶予がない状況を確認するとともに、①農家に原因がないか、②捕獲方法、③捕獲後の活用といった課題を検討。
こうした中で国内各地の対策を参考にし、ほ場への侵入防止と捕獲を現場で行う実施者（プレイヤー）が不足していることが最大の問題との認識に至り、地域に根付い

て動ける若い農家が鳥獣対策の実施者として最適であるという考えから若手農家による自衛団を結成。

【今後の展開方向】
 農家の規模、栽培品目、集落のエリアにこだわらない有志のネットワークとして、補助金に

依存せず、自立して継続できる仕組みを築き、大学及び研究者とも連携したアカデミック
な取組にも挑戦。

 食肉処理施設の整備により､ジビエ販売の仕組みを確立するとともに、食用以外の部位
はメンバーが育てた農作物に配合した高付加価値のペットフードの開発､さらには未活用
部位をたい肥化する機械を取り入れ､循環型のモデル構築を目指し全国に広げたい。

【活動の効果】
 猟友会の理解と協力を得て、県内各地に捕獲用おりを設置し、捕獲実

績は平成29年９月～11月で20頭を超えている。
 通信機能付きセンサーカメラの活用により、捕獲状況を定期的に見回

る必要もなくなり、労力の軽減に寄与。
 わなの設置を始め、捕獲、記録等の作業はメンバーが行うため、近隣

農家からの捕獲依頼や相談が増加しており、本取組への期待は大きい。

【熊本県】くまもと☆農家ハンター

【取組の具体的活動】
 安全で負担の少ない捕獲方法の採用

①高度な狩猟技術が不要で安全性が高い、②出猟に比べ労力や時間的制約が少ない、
③長期間にわたって捕獲できるという理由から、「箱わな」と呼ばれる捕獲用おりとイノシ
シの出現状況をリアルタイムで把握できる通信機能付きセンサーカメラの設置を推進。

 クラウドファンディングによる資金確保
捕獲用おりは１基約５万円、センサーカメラは１台約８万円（登録料込）の購入費用が必要
なため、インターネット上で不特定多数の人から資金を募る『クラウドファンディング』を採
用。資金提供の協力者には、返礼として会員農家が栽培した農作物や自作の加工品など
を提供。初年度はこのクラウドファンドに寄せられた資金により、捕獲用おり40基とセン
サーカメラ10基を購入し活用。

 セミナーや講習会を開催して基本から学ぶ
全員初心者として鳥獣対策の専門家やメーカーを招聘し学ぶ機会を８回ほど開催。

 イノシシの被害による農家の所得減、耕作放棄地の増加、離農といったマイナス循環を捕
獲・食肉処理により、農作物の被害の軽減、農地の活用、農家の所得増、地域の活性化
といったプラスの循環に変換すべく、ジビエ肉の副収入による農家の所得向上と地域の担
い手育成を目指している。

セミナーに集まった参加者 勉強会の様子

被害が深刻な畑に設置
される特製の箱わな

資金提供者への御礼品の一例
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【取組の概要】
 熊本県で獲れたイノシシやシカの肉（くまもとジビエ）を“おしゃれで、美味しい料理”として広く発信することでジビエ振興を目指す。

＜団体の概要＞
くまもとジビエ研究会は、平成24年９月に設立。事業主催「熊本県（むらづくり課）」より業務委託を受け、「有限会社ハンズ」が運営事務局として研究会設

立当初から事業全般をコーディネート。ほか、処理加工施設11施設、流通卸業者１事業者、県内飲食店47店舗により構成。
＜活動のきっかけ＞
熊本県では平成23年度より重点的に地域ぐるみの総合的な鳥獣被害対策の普及に取り組んでいるが、対策の強化に比例して捕獲個体数が増加。その処理方

法が問題となり、利活用についての検討を始めた。本県はもともと捕獲鳥獣を食する文化もあり、地産地消に取組む飲食店や料理人も多く、こうした地域文
化等も背景にジビエの利活用という取組みがスタートした。

【今後の展開方向】
 今後は、①組織強化のための研究会会則の再整備と自活組織へ向

けた運営体制作り、②流通卸の参入拡大と産地との関係作り、③
飲食店の要望把握とそれに応じた商材提案、④馬刺しのような
“くまもとの観光食”としてのポジションへのくまもとジビエの
磨き上げ、⑤気軽に買えるジビエ精肉小売店舗の拡大等をテーマ
にして、ジビエの振興が地域の活性化に繋がっていくことを目指
す。

【活動の効果】
 販売形態も以前の“売る側の都合”による商品作りから、少ロット販売が中心とな

り、買う側の意向に沿うマーケットインの商品作りも積極的に行われるようになっ
た。

 衛生面を始め、食品を扱っているという意識や処理技術も格段に高まっている。
 飲食店についても、秋冬を彩る熊本の名物フェアとしての認知も進み、フェア期間

に限らずジビエ料理を出す店もあり、１年を通じて熊本産ジビエが食べられる状況
も徐々に見えてきた。

【熊本県】くまもとジビエ研究会

【取組の具体的活動】

 平成24年度からくまもとジビエ料理フェアをスタート。28年度には47店舗に
まで拡大。これまで獣肉とは無縁だった若者や食通の間で“おしゃれな料
理”として広がり、ジビエ料理の認知度は格段にアップしている。

 全国初。調理師養成学校で「くまもとジビエ特別授業」実施（学校の正式カ
リキュラムに採用）

 処理加工施設については「熊本県イノシシ肉・シカ肉衛生管理ガイドライ
ン」を徹底。解体処理技術向上と施設間技術の平準化のための研修会などを
行っている。また、飲食店向けに産地への視察研修、芯温確認のための調理
テストなど、十分な加熱と美味しさを両立させた調理技術についての研修も
行っている。

 福岡へのセールス「くまもとジビエ商談会＆モニター試食会」等開催
 事務局に冷凍庫を置き常時在庫し、小ロット注文や急な注文に対応している。
 売れにくい夏場のイノシシを熟成させて付加価値を付けてブランド化する取

組みを平成26年度からスタート。県内２つの処理加工施設で「くまもと熟成
イノシシ肉」として商品化し発売。飲食店向けには小ロットで製造できるジ
ビエ缶詰作りも28年度からスタート。

正式授業となった調理専門

学校での鹿解体実演

フェア参加店舗シェフ対象の
芯温実証テストは有効

九州ヤマハ社員食堂で
ジビエメニュー（猪丼）

提供

イオン系列店にて県産猪肉が

レギュラー販売開始
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【取組の概要】
 平成２９年７月に新設された加工処理施設。約９ヶ月で約４００頭を処理。販路拡大に取り組む。

【熊本県】ジビエ工房やまと（山都町）

【課題】
ブランド化と販路拡大が課題（在庫が約1.5トン）。
売れる部位とそうでない部位があり、後者の加工品への活用も課題。
２～３年試行錯誤しながら施設の運営をしていき、搬入量と在庫の発生状況等を把握し、本格的に販路拡大（コンソー
シアムを通した販売先のマッチング）していくことを考えている。

【処理加工施設の概要】
 整備時期：平成29年7月
 取扱獣種：シカ及びイノシシ
 年間処理頭数：約４００頭（本格稼働した平成29年10月から約９ヶ月間の実績）
 従事者数：３名（地域おこし協力隊の女性、地元の第三セクター職員等）

【特徴的な取組み】
 新設の施設で、衛生的にジビエ製品を生産。
 とめ刺し方法等、捕獲個体の持ち込みルールの徹底も行う。
 国産ジビエ認証の取得を検討。

【販売先等】
 道の駅、食品会社等へ300kg～360kg/月の販売実績。

ジビエ工房やまと（外観）

道の駅での製品販売施設の製品
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【取組の概要】
 平戸市内で捕獲したイノシシを活用した地域ブランディングによるビジネス化を検討するため、処理施設をテスト運営
 個体受入を会員狩猟者に限定、回収に保冷車を活用等し鮮度維持、食肉処理から製品加工まで行いブランド化を検討中

【課題】
 平戸市でのジビエ事業化にメドがついたため、新たな処理施設（一次処理、食肉加工処理）を市内に整備し、規模拡大して

本格的に取り組む予定。
 このため、高品質な個体の安定的確保、解体処理者の確保・育成、加工品の商品化、販路拡大が必要。

【長崎県】平戸ファクトリー（平戸市）
ＩＭＦホールディングス（株）

【処理加工施設の概要】
 整備時期：平成29年度（ミカン直売所を改修し、処理施設を開設）
 取扱獣種：イノシシ（市内で捕獲された原則として生体重20kg超の個体）
 処理頭数：月120頭（6頭☓20日）程度処理
 従事者数：専従4名体制（うち解体処理者2名）
 運営方法等：民設民営（テスト運営）

【特徴的な取組ポイント】
 品質を確保するため個体受入を施設が会員認定した狩猟者（現在36名）に限定
 狩猟者の連絡で職員が保冷車で現地入り、止め刺しを確認し個体を施設へ搬入
 平戸ブランドの高級ジビエとして、市内道の駅等での販売、市ふるさと納税返礼品等

での検討の他、Web通販による直販を計画

【搬入から製品加工まで】
 個体全体を洗浄、内臓摘出後、皮付きで数日冷蔵。剥皮後処理加工室に搬入解体。
 ロース、モモ、バラ以外は端肉として一括真空パック、提携先の食肉加工工場でサラミ、ソーセージ等を試作。

冬個体の脂を保存、夏個体の肉に加え加工品製造。
（内臓摘出→冷蔵→剥皮→背割り→枝肉処理→整形→冷蔵→カット→包装→冷凍→県内外ホテル、百貨店等）

＜保冷車で回収＞ ＜処理加工施設内部＞

＜脂がのったロース＞ ＜加工品等の試作＞
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【取組の概要】
 県内各地で活躍していた女性狩猟者が集結して、女性のみの狩猟グループを結成し、新たな狩猟者の確保や狩猟技術の向上、ジビエの利活用等について情報

交換や連携活動を実施。

＜団体の概要＞
大分レディースハンタークラブは、平成28年８月に県内各地で活躍している女性猟師16名で設立し、現在では、20代から60代の女性会員39名で構成。

＜活動のきっかけ＞
田畑を荒らすイノシシ等を自ら駆除し、地域の農業を守ろうという意識、ジビエブーム等の影響を受けて、近年、女性猟師が増加しているものの、狩猟は

もともと男性中心の世界であり、女性が参画しにくい状況であった。
このため、県内各地で活躍している女性猟師たちが、新たな狩猟者の確保、狩猟のあり方やジビエの利活用等についての情報交換や連携活動を促進する場

を設けるため、女性のみの狩猟グループとして、「女性猟師の会」をで16名で立ち上げた。

【今後の展開方向】
 女性会員の増加と狩猟技術の向上を一層

図っていく。
 レシピの作成にとどまらず、新たな産品開

発（角や皮の利活用の検討）に取り組み、
農村地域の活性化に貢献していく。

【活動の効果】
 狩猟歴が浅く狩猟実績がなかった者も、会への参加により会員同士の情報交換等が気軽に行えるようになり、着

実に狩猟技術が向上。
 解体処理した精肉や加工品を道の駅で販売、ネット販売、イベント出店、提携した県内外の飲食店・食品卸会社へ

の出荷、ペットフード用加工品の製造・販売等も行っており、取引先からの評判が高く、ジビエの利活用に寄与。
 女性の少ない分野で女性の視点を活かした取組にチャレンジすることで、女性の社会参画に貢献。
 会の取組が各種メディアでも度々取り上げられ、鳥獣被害対策の重要性の発信とジビエの普及・宣伝の一躍を担っ

ている。

【大分県】大分レディースハンタークラブ

【取組の具体的活動】
 会員の狩猟技術の向上を図るため、ベテラン猟師の狩猟活動に同行して勉強するほか、会員がそれぞれのわなを持ち寄り、その仕組み、設置方法等の現地

研修を実施している。
 今まで男性猟師には聞けなかったこと等が気軽に女性同士で話せるよう、会のLINEグループやFacebookを開設し、会員同士がわなのかけ方の相談といった

情報交換も行っている。
 県が開催する狩猟のスタートアップセミナー等への講師の派遣、ジビエ料理を試作し、気軽に料理できるレシピを作成や狩猟肉を利用した料理教室の開催

といった普及活動も行っている。

設立総会、会員10名が参加
研修会における

わなの仕組みやかけ方等 研修会におけるイノシシの止め刺し
研修会の昼食における

ジビエ料理の試食・検討
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