
          淡路島が牽引する兵庫のいちじく西日本一の産地を 
               目指して                       活動期間：平成19年～継続中  

○淡路島では、高齢化により農業生産額が減少し、活性化対策が必要。 
○このため、農業改良普及センターでは、定年帰農者でも比較的取り組み易

く収益性の高い作物として、「いちじく」を提案。栽培技術指導のほか、ブラ
ンド化推進のため、島内の関係機関や事業者、企業と連携し、推進会議を
設立。 

○その結果、面積は当初の3倍の15ha、新たな販路の開拓、いちじくを使っ
た加工品開発等により、地域の活性化につながっている。 

兵庫県 

具体的な成果 

１ 栽培面積等の増加 
■いちじく栽培の生産振興により、栽培面積 
   等が増加。 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （H19   →  H26） 
①栽培面積   4.2 ha →  14.9 ha 
②栽培農家   36 戸 →   99 戸 
③販 売 額 4,900万円  → 8,400万円    

２ 販路の拡大 
■大学と連携した食べ 
  方のレシピ開発。 
■量販店との契約販売 
  （H24 → H26） 
  25店 → 50店 
■香港へ輸出開始（H25～） 

３ 新需要の創造 
■スイーツセレクション を開催し、島内飲食 
  店、製菓業者の利用を促進 （H19→H26） 
①製菓取扱業者     2社→11社 
②一次加工業者  2社(6t)→ 6社(12.4t) 

普及指導員の活動 

平成19～22年 
■高品質果実生産の実証ほを活用し、淡路 
  型超早期成園化技術を普及 
■新規栽培者を幅広い層へ募集 

平成23年 
■推進組織を強化（関係機関＋農家） 
■既存生産者がアドバイザーになり、新規 
  栽培者が相談できるシステムを構築 

平成24年～現在 
■目標の再設定（上方修正）と推進組織の 
  再編（商工・観光も参加） 
■推進組織内に生産拡大、販路拡大、新需 
  要創造の３つのプロジェクトチームを設置 
  し､構成団体の得意分野を活用して推進｡ 
■レベル別講習会を開催。 
  ①新規栽培者向け：｢いちじく学校｣ 
  ②ベテラン農家向け：「いちじく大学」 
  ③最新技術の普及：「新技術研究会」 

普及指導員だからできたこと 

・高度な専門技術を有する普及指導員だか
らこそ、淡路型超早期成園化技術を普及す
ることができた。 
 

・高いコーディネート力を持つ普及指導員だ
からこそ、関係者を結びつけ、生産の拡大、
新たな販路開拓、新商品の開発を淡路島
全体で取り組むことができた。 
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兵庫県 

淡路島が牽引する兵庫のいちじく西日本一の産地を目指して 
 

活動期間：平成 19年～継続 

 

１．取組の背景 

 淡路島のいちじくは、昭和 56 年から水田利用再編対策で導入された品目のうち

のひとつであり、淡路市育波地区を中心に栽培者 36 戸、面積は概ね４ha、販売額

３千万円前後で推移してきた。年々農業生産額が減少してきていた状況を打破す

るため、市・ＪＡ等関係機関と協議し、いちじくの生産振興モデルをつくり、多

品目へ波及させる作戦を北淡路農業改良普及センターが提案した。 

 平成 19 年から開始した産地の活性化の取組と兵庫県の施策「西日本一のいちじ

く産地づくり」を呼び水とし、淡路島で栽培面積 12ha を目指すことから始めた。

平成 24 年には、県単独事業の「ひょうご元気な『農』創造事業」が創設され、こ

の事業を活用し、栽培面積 25ha を目標にさらなる産地拡大へと動き出した。 

２．活動内容 

 (1) 地の利、所得性を活かしたいちじく振興（第 1 期：平成 19年～23 年） 

 平成 19 年から開始した産地活性化対策と県がすすめる「西日本一のいちじく

産地づくり」を後押しに、普及センターは、いちじくの生産振興に取り組んだ。

地域農業が衰退していく中、起爆剤となる儲かる農業に最適な品目としていち

じくを定めた。いちじくは露地の果樹では収益性の高い品目であり、既に市場

出荷を行っているため、既存の流通ルートを活用できること、また、果樹の中

でも 2 年目から収益が上がる品目として取り組みやすいことも有利であると考

えた。 

 取組初年度（平成 19 年）は普及センターとＪＡ淡路日の出だけで振興方針を

とりまとめたが、翌平成 20 年には淡路市、平成 21 年には洲本市も交え、推進

チームを立ち上げた。 

 当面の目標について、普及センター、2 市、JA の推進チームで協議し、『販

売額 1 億円、栽培面積 12ha』を設定し、共通認識を図った。 

 栽培面積を拡大するため、①既存生産者の面積拡大、②農家および関係機関

の情報をもとに対象者を絞っての勧誘、③不特定多数の対象者へ啓発 の 3 つの

方法を採った。併せて、既存の生産者を技術指導アドバイザーとして位置づけ、

新規栽培希望者が生産現場に直接相談に来た時に対応してもらえる仕組みを構

築した。その結果、新規栽培希望者が徐々に増えていった。 

 (2) 推進体制も「オール淡路島」で攻めの普及活動へ（第 2 期：平成 24 年～） 

 平成 24 年、目標の栽培面積がほぼ達成されようとする時に、普及センターが

先導して地域活性化の成功事例を作り上げる方針がなされた。新しく創設され

た県単独事業「ひょうご元気な『農』創造事業」は、単なる生産拡大だけでな

く、販売・流通・加工面にも踏み込み、特色のある新たな仕組みを創造する事

業である。 

 北淡路農業改良普及センター管内では、第 1 期の取組が軌道に乗り、販売額

も順調に伸びていたが、生産拡大に合わせて、総合的な販売対策等が必要な時

期でもあった。そこで目標を『栽培面積 25ha、販売額 3.8 億円、島内企業間連

携による加工品等経済効果 2.2 億円』に再設定した。 
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 同事業に取り組むにあたり、活動体制を一

新し、南淡路農業改良普及センターや商工

会、観光協会等も加えてオール淡路島体制の

「淡路島いちじくブランド化推進会議」を立

ち上げた。同推進会議では、①生産拡大、②

販路拡大、③新需要創造をテーマとした３つ

のプロジェクトチームを設置し、各構成員の

強みを活かした活動を展開した。 

３．具体的な成果 

 (1) 技術習得支援による生産拡大 

 新規栽培者の栽培技術習得を効率的に進

め、取組の裾野を拡大するため、平成 24 年か

ら「いちじく学校」を年 5 回開催した。また、

平成 25 年からはベテラン農家を対象に技術

を再確認するための「いちじく大学」を定期

的に開催。さらに、地域での新技術をいち早

く普及させるため、平成 26 年から新技術研修

会も始めている。 

 これらの技術習得支援を図ることで、栽培

面積は右表のとおり、毎年 1.5ha 程度増加し

ている。 

 また、販売額は、平成

19 年の 4,900 万円から

平成 26 年には 8,400 万

円と 1.7 倍となってい

る。 

 通常、イチジクの新規

栽培では、１年間苗木を

養成したものを利用す

るのが一般的な手法だ

が、温暖な淡路地域では

直接ほ場に挿し木をし

ても枝伸びが良い。そこ

で、直接ほ場に 3m 間隔

（成園の 2 倍の密度）で

挿し木を行い、2 年目に

収量を成園の 60%程度

確保する技術を普及させている。平成 24 年からは、

更に倍の４倍に密植し無摘芯で主枝 1 本を伸ばし、

翌年春に主枝を倒し、２年目で成園の 80%の収量を

確保出来る技術に改善した。この４倍密植栽培は、

平成 26 年新植園から標準的に取り組まれ、５戸 79a

で導入されている。先行実施した園では、２年目に

慣行の 80%にあたる 1,000 ケースを出荷した。 

 (2) 量販店への契約拡大と輸出（香港）等による販路拡大 
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 新たに大手量販店(株)ライフコーポレーション

との契約出荷がまとまり、平均単価よりも高値で安

定した販売が始まった。当初は全店舗 135 のうち 25

店舗で販売されていたが、現在では 50 店舗に増加

した。今後、取扱量のさらなる拡大を見込んでいる。

さらに、コンビニエンスストアとの連携で新たな流

通形態である少量パック（１個販売）の販売試験も

進めている。 

 また、平成 25 年からは香港への輸出にも試験的

に取り組み、評価が高かったこともあり、平成 27

年以降も継続して実施する。 

 ほかにも、神戸市内の女子大と連携してイチジク

の試食、アンケートの実施や産地見学会、商品開発

や販売方法を提案してもらうグループ討議なども開催したり、大阪府内の大学

生との交流でイチジクを使った料理コンテストを行い、優秀作品をホームペー

ジに公開するなど、若い女性をターゲットにした消費拡大に取り組んだ。 

 これらの取組の結果、平成 25 年は新聞記事に 26 回掲載されるなど、淡路島

いちじくの知名度は着実に上がっている。 

 (3) 島内の加工業者を巻き込んだ新需要の創造 

 島内の主たる加工業者を掘り起こし、「い

ちじく加工セミナー」を開催したところ、12

団体の参加があり、高い技術を持つ加工技術

者とコーディネートすることでセミドライ、

シロップ、ドレッシング、寿司など新たな加

工品が提案され、個別に商品化された。 

 また、「スイーツセレクション」を開催し

たところ、参加業者 11 社が 23 品を開発し、

店頭で販売されるようになった。 

 さらに、いちじくを取り扱う加工業者が２社から６社に拡大し、淡路島いち

じくを利用したヤマザキランチパックやローソンスイーツのレアチーズケーキ

の販売も話題となった。このように、地域連携や農商工連携による６次産業化

への取り組みが始まっている。 

 (4) 何でも話題にすると思わぬ成果が･･･ 

 北淡路農業改良普及センターでは、職員全員が何らかの役割を持ち、いちじ

くの課題解決に取り組んでいる。日常の会話や普及活動中に、いちじくの話題

を取り上げることが多い。この過程で、新たな販路開拓やドライいちじくの商

品化がされたことがある。 

 一例を挙げると、農業参入した運輸企業にたまねぎ指導をした際の雑談で、

いちじくを話題に取り上げた時、「取引する水産業者が夏場の乾燥施設の有効

活用にいちじくのドライを考えている。手に入れる方法はないのか」と相談が

あり、早速ＪＡとの商談が成立し、試験的に日量 100kg を加工する話がまとま

るなど、思わぬ成果につながった。 

 このような大小の事例が５件あり、契約数量は、当初の２社６tから６社 12t

に増加した。 

スイーツセレクションお披露目会で一堂に紹介 
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４．農家等からの評価・コメント 

 (1) Ａ氏（淡路市 ＪＡいちじく部会） 

「いちじくについて関係機関からの強力な支援があり、産地が大変活性化して

いる。事業も際限なく続くものではないのは知っているが、突然止めることな

く、目標達成までの支援継続をお願いしたい。」 

 (2) Ｂ氏（ＪＡ淡路日の出 幹部） 

（取組初期）「イチジクは足も速く、生産面積を増やすにも限度がある。県が

進めるなら協力はするが…」 

（１ 年 後）「当ＪＡで生産面積や販売実績が上がっているのは３つ。そのう

ちの１つがいちじくである。関係機関と一体となって取り組んで

いるので目標の 25ha に向けて頑張ろう。」 

５．普及指導員のコメント 

 この取組がうまく進んだ背景には、①普及指導員が産地のあるべき姿の夢を持

ち、目標の設定とその実現のためのステップアップの道筋を示したこと、②個人

の知恵や活動に限界があるが、普及センターが組織をあげて取り組み、役割分担

を明確にし、関係機関を巻き込んだ推進体制を構築したこと、③人事異動等によ

り担当者が変わっても方針がぶれず関わる普及指導員の知識・人材のコーディネ

ート力が存分に活かされてきたこと、④目標が職員全員（関係機関を含む）に共

通認識され、活動の結果、目標達成が目に見えて確認できたこと、さらに達成感

や成功事例が自信を呼び、次年度への積極的な関わりにつながったこと、等があ

る。 

 一人の普及指導員だけでなく、多くの関係者と一体となって取り組んだ成果で

ある。（北淡路農業改良普及センター 担当課長補佐 中谷隆文） 

６．現状・今後の展開等 

 (1) 生産・販売・加工体制の強化 

  ア 生産拡大に向けた水源の確保 

 水の少ない淡路島には、いちじく栽培ができるほ場はあるが、水の確保が

難しく、容易に面積拡大ができない。栽培候補農地の洗い出しや水源確保の

対策が欠かせない。 

  イ 実需者の要望に応える産地化 

 契約栽培では安定した供給を望まれる。これまでのように露地栽培が中心

のままでは出荷量は天候に左右されやすい。雨よけ施設・資材の導入や冷蔵

庫の整備、コールドチェーンの確立等が必要である。 

  ウ 島内連携強化とまるごと淡路島（取り組み方、特産品の販売体制） 

 島内業者間の連携が徐々になされている。今後、淡路島ブランドを活かし

た加工品や農産物とのセット販売など商品アイテムを増やしていく。 

 (2) 一丸となった所内の活動体制で成功体験を多く演出 

 普及指導員個人の活動では、幅広い対応が困難であるが、所内が一丸となっ

た雰囲気が新たなアイディアを生み、専門別の活動だけでは気づかなかった横

の連携が新たな取り組みを生み出すなど、幅広い活動へ発展している。 

 チーム一丸で取り組むからこそ高い目標設定もイメージが固まり、具現化で

き、目標達成の目処がつく。過去のような大きな産地育成が難しくなった今、

現状維持が精一杯の農業から攻めの農業へと脱却し、成功体験を若い普及指導

員と共有することがこれからの普及活動に必要で大切な要素である。 
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