
【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 

作成日：令和 3 年 2 月 24 日 

作成者：㈱エーエスピー 林 直樹 

■属性  

受入希望自治体 ：岡山県倉敷市 

地域課題テーマ ：駆除したジャンボタニシの活用 

マッチング起業者：㈱エーエスピー 林 直樹 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

＜テーマ＞ 

ジャンボタニシの飼料化及びバリューチェーンの構築 

 

＜提案内容＞ 

弊社は、規格外品、食品加工残渣、非可食部などをペースト、粉末、抽出などの加工

により食品メーカー、化粧品メーカー向け原料開発以外に飼料開発にも取り組んでい

る。飼料に関しては、コロナの影響もあり、国産飼料化の活用ニーズも高まっている。

特に養殖においては、水産事業者の収益安定化ということもあり、養殖事業への参入も

増えているものの、製品原価における飼料コストの割合が高いことから収益性を圧迫

している。 

味の面で食用にしにくいとの事前説明を踏まえ、ジャンボタニシの飼料化の検討に

ついて提案した。養殖用飼料の場合、乾燥させずにモイスチャーペレットの状態で利用

できることから加工コストを抑えながらできる可能性があると考えている。 

現在飼料開発で提携している養殖事業者、畜産農家、装置メーカーと飼料開発を行う。

飼料化にあたってジャンボタニシの集荷方法ならびにユーザーまでの配送方法につい

ても検討する。 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2 月 15 日 現地調査の事前準備として岡山県倉敷市農林水産部耕地水路課とオンライ  

ン打合せ 

2 月 22 日  岡山県倉敷市にて現地調査を実施 

① 庄地区の庄支所にて打ち合わせ 



参加者：倉敷市農林水産部 坂田部長、林管理係長、槌谷主事 

    倉敷市庄支所 柳井所長、川口氏 

    土木担当 塩田氏ら 3 名 

    JA 晴れの国岡山くらしき東アグリセンター若林センター長代理、 

庄支店寺坂支店長代理 

内 容：地区の概要及びジャンボタニシの被害状況等について意見交換 

② 岡山県倉敷市のご担当とともに現地の田んぼを調査 

内 容：現場の状況把握と今後のスケジュールの確認 

③ 畜産農家との飼料化に関する打ち合わせ 

内 容：飼料利用の可能性について確認 

 

＜調査結果の詳細＞ 

2 月 15 日 実施計画検討のため、倉敷市農林水産部耕地水路課とオンライン打合せ 

調査項目のすり合わせを行い、現地でヒアリングできるメンバーの人選

と被害状況の大きい田の視察先の選定を依頼した。元々の課題である水田

における被害であることから発生初期ならびに有毒な卵の駆除など優先

順位の確認などを行った。水だけで殺菌と除草できる装置の提案もしたが、

商品化して収益化することを優先することにした。 

2 月 22 日  岡山県倉敷市にて現地調査を実施 

実際の被害状況を写真など交えてご説明いただきながら、駆除の可能性、  

参加者意識を高めるための仕掛けなどについて議論した。 

       ＜被害状況と発生数量＞ 

田植えの時期の田植え直後で、特に水深の深めのところに集中して発生

し、根以外はほとんど食べてしまう。あまり駆除せずに放置していると収量

は半分にもなる。（写真１）分けつして株が大きくなるころには食べなくな

り、雑草駆除にはなっている。 

そのため 6 月中旬から 7 月中旬までの間に駆除することが必要であるこ

とが分かった。また初期段階ではかなり小さいので、駆除しにくいようであ

る。水が入ると浮かびながら移動するとのことで網など捕まえると 100ｍの

あぜ道を往復するだけで 10L バケツに 3 杯分は獲れるとのこと。 

       ＜駆除方法に関する課題＞ 

駆除用の製剤も数種出ているが、回数が限られていることや駆除しても

新たに侵入して発生することから難しい。発生拡大の要因として共有して

いる苗箱や農業機械の使用することで卵が付着して広がってしまう。また

まめに駆除しても駆除しない人もいるため、水入れで混ざる要因となって

いる。 



寒さに弱いため、耕運機で耕すことで冷気に触れさせて、越冬できないよ

うにすることもあるが、土の中にもぐったり、耕運機の刃の隙間や機械で作

業できない壁面の畔などに潜っており、残ってしまっている。 

実際に現地で掘り起こしたところ潮干狩りのように殻がたくさん出てき

た。すべて生きているわけではないが、20 ㎝×20 ㎝の土の中から大小 10

個以上あった。（写真２） 

       ＜駆除後の処理の問題＞ 

駆除後の悪臭がひどいことから近所でクレームになることやジャンボタ

ニシから出る粘液がゴミ袋などを溶かしてしまうなど処理が難しい。 

       ＜製品化に関する検討＞ 

ペットボトルや端に残飯などを置いておくことでたくさん集まってくる

ようだが、効率よく集める方法については、現場で検討してもらう。すりつ

ぶしたものは釣りのえさにすると食いつきがよくなるとの話もあり、養殖

のえさとして食いつきがよくなる可能性があり、今年 6 月中旬以降に駆除

したものを使って食いつきがよいか検証する。魚種によっても違いがない

かも検証する。殻に関しては通常の貝類にくらべ、かなり薄く踏みつけるレ

ベルの力で割れることから殻ごと粉砕するような方法を検討する。（写真３） 

事前に調査した段階では、タンパク質量など成分データは見つからなか

ったため、6 月までに文献などの調査を進める。 

ジャンボタニシの生殖メカニズムは分からないものの、ある程度の大き

さの個体の場合、中に卵を持っている可能性があるため、飼料化する場合、

毒性のある卵の保有有無を見分ける方法も考慮する必要がある。 

駆除する人とそうでない人を無くすために飼料化だけでなく、微生物分

解による肥料化して供給するなど動機付けとなる仕掛けも並行して検討し

ていく。また駆除費用は、予算が出るようなので、製品化する部分と組み合

わせてマネタイズの方法を進める。 

       ＜畜産農家との飼料化の検討＞ 

飼料としてカルシウムを別途購入しているとのことから、乾燥させて畜

産用のカルシウム剤としての可能性についても検討する。 

 

写真１ ジャンボタニシによる被害状況 

 

 

 

 

 



写真 2 

 

 

 

 

 

 

写真３ 

 

 

 

 

 

 

＜考察＞ 

調査の結果、ジャンボタニシを駆除することは、かなり難しいことが分かった。すで

に広範囲に広がってしまっていることや現状対策としている冬期の耕うんでは対応で

きない農地の箇所があること、網の設置も田植え時には小さいものが入ってくること、

薬剤散布も回数が限定されており、あとから入ってくることが分かったため、有毒な卵

の段階における熱水殺菌については、その後駆除効果よりも田植え時期の安全性や美

観維持の面で実施するメリットがあるのかどうか検討する必要がある。 

飼料としての可能性はあるが、この時期は土の中にいるものの、耕運機の刃から逃れ

た小さいものが多く、土もついているので、サンプルとして集めるには労力がかかるた

め、6 月以降のサンプルで臭いの面で食いつきがよくなるかどうか魚種別で検証する必

要がある。また駆除したあとの卵を保有しているかどうかの選別方法、保管場所の選定、

保管方法、配送方法など、殻が比較的柔らかいため、殻ごと粉砕することでカルシウム

飼料として畜産用としても可能性があるため、乾燥方法なども検討する必要がある。バ

リューチェーン構築までに検討すべき課題は明確になった。 

地域で駆除しようという動機付けとして駆除したジャンボタニシを肥料化して配布

するなどのメリットについても考える必要がある。 

 

３．対象地域における今後の事業展開 

 

今後の展開として、養殖、畜産それぞれの飼料開発の可能性を検証するため、田植え

時期の 6 月中旬以降にジャンボタニシを駆除したもので飼料として用いて、有効かど

うかを確認する。それまでに保管や配送方法、飼料以外の肥料として活用したい生産者



のヒアリングなども行いながら、文献調査などを行っていく。保管・加工方法・配送方

法の検証しながら、収益のシミュレーションを行う。以下のスケジュールで引き続き事

業展開に向けて検討を続けていく。 

 

３月：文献調査、現地畜産農家へ飼料活用、農家の肥料活用に希望のヒアリング 

４月：保管・加工設備の選定 

５月：保管場所の選定、集荷方法の確認 

６月：サンプル評価、保管テスト 

７月：追加収集、加工処理 

８月：評価・振り返り、次年度に向けた事業化検討など 

以上 



【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 

作成日：令和 3 年 2 月 21 日 

作成者：いなか伝承社 田中寛人 

■属性 

受入希望自治体 ：高知県北川村 

地域課題テーマ ：地域資源を活かした新たな事業の創出 

マッチング起業者：いなか伝承社 田中寛人 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

 

＜テーマ＞ 

未利用資源の掘り起こしから始める地域資源活用、また、既存地域資源の新たな切り口

を探す地域資源活用の仕掛けづくり 

 

＜提案内容＞ 

① 文献調査及び現地調査にて未利用・低利用地域資源を多数掘り起こす。 

② 既存の地域資源の新規利活用方法の調査（違った方向から視る） 

③ 掘り起こした①と②の地域資源の詳細調査、及び実現可能性調査、優先順位付

け 

④ 掘り起こした地域資源の可視化に向けたモニターテスト又は小さな実践 

⑤ 掘り起こした地域資源で仕掛ける。 

   パターン A：私田中が実施する 

   パターン B：地域内の関心のある人材と実施する 

   パターン C：県内外の移住者/移住希望者と実施する 

   パターン D：移住希望者ではないヨソモノも巻き込んでみんなでやる 

（ファンを作るところから交流の意味も込めて実施） 

 仕掛け方は、地域おこし協力隊の活動テーマや地域プロモーション動画、SNS 発

信、ご当地商品開発、ここにしか無い観光用体験コンテンツ化、移住促進用体験コ

ンテンツ化、起業や地域の方の第二創業等。北川村のファンを増やすという意味で

も、中⾧期的視点で実施。 

 

※最初に時間をかけて一気に多数の地域資源を調べることで、地域側の住民が興

味を持つテーマが現れる可能性が高まり、地域側も関わりやすくなる。 



※多数の地域資源を掲げることで、なるべくお金をかけずに実施できる企画（自然

系や文化系、食系など）も現れやすくなり、地域側が関わりづらい「大きなコト」

ではなく、「小さなコト」「身近なコト」から関わることができ、苦労＋成功体験を

積み、地域側人材の育成にもつながります。 

※ここでいう「地域資源」とは、 

建物、景観、自然、伝統産業、農林産物、植物、動物、昆虫、かつての暮らしそのもの、

民具、郷土料理、地域の人が持つスキルや技術など幅広いジャンルを含む。 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2/3 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村⾧）の野見山様にメ 

ール及び電話にてスケジュールの調整を頂きました。 

2/4 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村⾧）の野見山様にメ 

ール及び電話にてスケジュールの調整を頂きました。 

    北川村に関する紹介パンフレット及び村の広報の事前送付のお願いを致しました 

2/6 一般社団法人日本の農村を元気にする会代表理事（北川村副村⾧）にメール及び電 

話にてスケジュールの調整を頂きました。 

  速達にて事前送付の資料受け取り。 

 

＜調査結果の詳細＞ 

全て自家用車(とフェリー)で移動。 

2/6  自宅(和歌山県)出発 

2/7  和歌山港 0：30 発の南海フェリーにて徳島港着 

   フェリー内で事前送付頂いた資料を確認し、基本的な地域資源の把握。 

車で高知に移動しながら、徳島県阿南市「道の駅「 公方の郷なかがわ」」、徳島県

美波町「道の駅「日和佐」」、徳島県海陽町「道の駅「宍喰温泉」」、高知県東洋町

「海の駅 東洋町」、高知県室戸市「「室戸世界ジオパークセンター」「道の駅「キ

ラメッセ室戸」」、高知県奈半利町「「奈半利町物産館 無花果」「マルナカ奈半利

店」」、高知県田野町「「道の駅「 田野駅屋」「サンシャイン ゆい店」」、高知県安

田町「輝るぽーと安田」、高知県安芸市「安芸駅ぢばさん市場、安芸観光情報セン

ター」訪問。調査地域の北川村でそこにしか無い地域資源を掘り起こすため、周

辺エリアの各施設の産品(生鮮品、加工品、民芸品)を調査、また施設に設置され

ている観光情 報誌や観光パンフレット、移住関連パンフレット等を収集し、現在

の季節には見られ無い産品の情報も調査。 

19：30 北川村入り。北川村民会館にて図書室の文献による地域資源調査 



21：00 野見山様及び北川村地域活性化協議会メンバーの皆さまと顔合わせ 

2/8  文献による地域資源調査 

北川村木積地区住民の新田様から地域資源の聞き取り調査及び森林鉄道跡の現

地調査 

地元の田中勘助商店にて地域産品の調査  

   北川村久江ノ上地区住民の松崎様と交流、地域資源の聞き取り 

2/9  前日から続けて松崎様より地域資源の聞き取り 

久江ノ上地区の森林鉄道およびゆず畑のフィールド調査  

   北川村島地区住民上村様より地域資源の聞き取り 

   北川村役場移住相談員の中村様より地域資源の聞き取り調査 

   北川村観光協会橋本様より地域資源の聞き取り調査 

   中岡慎太郎館の学芸員豊田様より地域資源の聞き取り調査 

   地元の田中勘助商店にて地域産品の調査 

2/10 前日から続けて松崎様より地域資源の聞き取り 

   地元の田中勘助商店にて地域産品の調査 

   北川村温泉 ゆずの宿にて地域産品の調査 

 

＜考察＞ 

調査の結果、北川村の活用できそうな地域資源として、 

・観光施設「モネの庭」マルモッタン 

・地元の年配の住民の皆さまのスキル及び知恵 

・柚子 

・柚子以外の郷土料理（山菜、川魚、保存食など） 

・森林鉄道跡 があり、 

それらを活用した北川村にしか無い魅力的でユニークな体験プログラム事業及び、体

験プログラムを通じた交流人口の創出・移住促進プログラムや学びを通じた人材育成

プログラムが造成可能であると考えられた。 

一方、事業展開に当たっての課題として、毎回出張するわけにはいかないので、地域

側の地域おこしに関わり連携できる実践可能なプレイヤーが必要であるが、今のとこ

ろはその数が限られており、プレイヤーの探索又は人材育成も同時に進める必要があ

ると感じられた。 

 

3. 対象地域における今後の事業展開 

 

今回の調査は非常に限られた時間と限られた場所内だったため不十分感は否めない

が、北川村にて若者がチャレンジできる場を作るためには、資金面や住宅面は置いてお



いておくとして、活用できる有効な地域資源はあると思われた。 

まずは若者がチャレンジできる場であることを日本中に発信するためにも、他の農

山漁村で既に行われているような事業を展開するのではなく、規模が小さくとも他の

地域には無いユニークなことを北川村で行い、それに関心を持つ人口をどんどん増や

して移住や起業に結び付ける方が実を結びやすいと考えます。 

   そのためには当社が提案するプランにて、考察に記載した地域資源を活用して課題

解決に結び付けることが可能です。 

今後の展開として、あくまで地域課題の解決を主題としているため、提案した企画を

地域の皆様で一度検討して頂き、関心を持って頂いた内容について、地域の皆さまも一

緒に、そして私以外の外部プレイヤーも巻き込みながら実践に向けて動いていければ

と考えております。 

 

2021 年春まで：地域側の感想把握 

行政・観光協会・北川村地域活性化協議会等の皆さまと打合せ 

2021 年夏：モニター事業実施に向けて活動 

2021 年秋～2022 年春まで：モニター事業実施 

 

以上 




