
２．ジビエ利用モデル地区
における優良事例



役割は・・・

• ジビエに適した止め刺
しをします。

• ジビエに利用可能な個
体かどうか判断します。

• 処理加工施設まで保冷
車で運びます。

• 遠方から搬入する場合
は、ジビエカーで一次
処理します。

ジビエ協力隊とは・・・・
捕獲した獲物を、ジビエ
に仕立てるプロ集団。

（令和元年7月時点：146人）

・県下で初めての試み。
・ジビエに適した捕獲等
に関する講習を受講。

〈取組の背景〉
• 市の75％が中山間地域で、イノシシ、シカによる被害が深刻。
• 捕獲数の急増による埋設負担の増加で、高齢化が進んだ狩猟
者の捕獲意欲の減退が懸念。

• 埋設せず、市全域をカバーするジビエ利活用の拡大を構想。
• しかし、捕獲後にどのように施設に持ち込むのか、その仕組
みづくりが課題！！

ジビエモデル地区の注目の取組【捕獲･搬送･集荷】 ー長野県長野市ー

〈モデル地区の概要〉

• 年間処理頭数
（現状）ジビエ利用無し ⇒ （計画）1,000頭

• 施設整備
処理加工施設 1カ所（公設公営）
移動式解体処理車（ジビエカー） １台
小型軽保冷車 ７台
ICTを活用した商品情報閲覧・トレーサビリティシステム
を導入

• 県の「信州産シカ肉認証」、
国産ジビエ認証の取得を予定。

• 販路
市内のレストラン、宿泊施設、
観光施設 等
ペットフードや大手事業者も
開拓

被害の拡大を契機に食用を前提とした捕獲のプロ集団「ジビエ協力隊」を創設

ジビエ協力隊
の立ち上げ！
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・平成28年８月、市の重要施策を
検討する｢政策会議｣においてジビ
エ処理加工施設の設置を提案

・平成28年11月、ジビエ振興計
画を策定

・平成28年秋～平成29年秋、処
理加工施設の運営展開について、
市内部の説明や会議をくり返し行
うとともに建設予定地を選定。

・平成29年9月～12月、市猟友会
（13支部）を対象にジビエの収集
システム構築に向けた説明会を行
い、意見を集約。（計18回）

食用を前提とした捕獲のプロ集団はこうやって作った！

Step1

・平成30年６月、市長から市猟
友会支部長あての文書により、
ジビエ協力隊員の推薦を依頼。

・平30年８月、ジビエ協力隊員
を対象に、ジビエ協力隊の役割
等について周知する第１回会議
を実施。（地区毎に計５回）

・平成30年12月～翌３月、ジ
ビエ協力隊を対象に研修会を実
施。

・ジビエ協力隊の詳細な作業手
順を作成（13手順）

・個体受入記録表（チェックリ
スト）を作成。参考写真を添付。

・平成31年２月～３月、猟友
会全会員を対象に、鳥獣被害対
策実施隊の新設、ジビエ協力隊
の登録、作業手順等について最
終的な説明。（13支部毎）

・平成31年３月、市長からジ
ビエ協力隊員あての文書により、
協力隊への最終登録を依頼。止
め刺しや一次処理がいつ可能か
などを明示した承諾書を取得。

・平成31年４月、稼働開始。
６月までを「試行期間」に設定。
この間に現場で生じた
・ジビエに利用できない個体
の搬入

・搬入頭数のばらつき
などの課題はこの間に解決。

・令和元年８月、本格稼働開始。
２年間の稼働後、問題点を洗い
出し、収集システムを見直し。

Step3Step2

①年間捕獲目標を1,300頭とし、農業被
害額を半減

②捕獲獣の有効利用を図り、新たな狩猟
者の参入を促進

③処理加工施設を整備し、H31年に稼働
④ジビエを新たな地域資源として戦略的
に活用

第1回：食品衛生について
第2回：ジビエ向け捕獲方法について
第3回：ジビエカーでの実技

・捕獲情報 ８項目
・外見異常確認 12項目
・施設への運搬方法
・総合判断 可・否
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〈取組の背景〉
・淡路地区では、年間約１万頭も捕獲されていなが
ら、これまでにジビエ利用がほとんどなかったため、
新たな処理施設の整備を構想。
・一番の課題は、これまでにジビエ利用を行ったこ
とのない捕獲者と処理施設が連携し、いかに良質な
個体を処理施設に沢山搬入できるか。

ジビエモデル地区の注目の取組【捕獲・搬送・集荷】 ー兵庫県 県内広域ー

〈モデル地区の概要〉

• 対象エリア
播磨地区（５市６町、４処理施設（宍粟市、姫路市））
但馬地区（５市３町、７処理施設（多可町、朝来市、新温泉

町、丹波篠山市、丹波市））
淡路地区（３市、１処理施設（南あわじ市））

• 年間処理頭数
（現状：H28年度）シカ：2,836頭、イノシシ：111頭
（計画：R元年度） シカ：5,810頭、イノシシ：331頭

• 施設整備等の取組
処理施設（２次処理含む） ９カ所（新設、規模拡大）
減容化施設 ３カ所 等
ICTによる捕獲情報一元管理システムの構築

• 販路拡大に向けた取組
民間事業者が冷凍車等でコンソーシアム内の処理加工施設

のシカ肉等を回収、保管し、在庫管理を一括して行い、大口
の販売先ニーズ等に対応する広域的な流通体制を構築

ICTを活用した捕獲体制を構築することで良質なジビエを確保！

淡路地区
播磨地区

但馬地区

ICTの活用により捕獲者と処理施設
が連携し、良質な個体を処理施設に
搬入する仕組みを構築

捕獲
×

捕獲者
①罠の設置
②餌付け

・埋却等の処理作業
から解放
・捕獲に専念できる

処理施設
①システム監視
②出動→止め刺し
→直ちに搬入

・良質な個体を確保

・回収作業の段取りが
容易
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・淡路地区では、年間約１万頭
のシカ・イノシシが捕獲されて
いるが、そのほとんどが埋設又
は焼却により処理されていた。

・ジビエ利用に関心を持ってい
た島外の民間会社が事業者とし
て処理施設の整備を計画し、コ
ンソーシアムに参加。

・コンソーシアムでジビエ利用
に向けて検討することになった
が、
①処理施設が捕獲情報を迅速に
入手する必要がある。
②止め刺し・放血作業を正確に
行う必要がある。
③捕獲者の負担を増やさないよ
うにする必要がある。
など、課題が出された。

淡路地区に施設を整備し、ICTを活用した捕獲、搬入体制を構築

Step1

・事業者は、ICTの活用による
課題の解決を検討。
具体的には、

・既存の罠に捕獲センサー(※)
を設置し、見回り効率をあげる
など、効率的な捕獲を推進。
・捕獲情報を受信後に捕獲個体
を速やかに処理施設に搬入でき
るよう、処理施設が回収可能な
体制を構築。

・ICTの導入に向けて、説明会
を実施したところ、
捕獲者からは、

・負担が減るのであればありが
たい、との声が聞かれた。

・平成30年度末に南あわじ市に
新たな処理施設（※）が完成。

・4月以降、処理施設の試験運
用に取り組んでおり、調整が完
了した地域の捕獲者から順次、
捕獲センサーの設置を進める。

・今後、ICTを活用した捕獲→
回収→処理の管理システムにつ
いて、他地域のモデルとなるよ
うノウハウを蓄積していく。

Step3Step2

【捕獲状況（H28）】
洲本市、南あわじ市、淡路市の合計
シカ 3,197頭
イノシシ 6,118頭

（※）スマートトラップ
既存の罠に製品（IOTセンサー）

を取り付け、捕獲情報を捕獲者に
通知し、管理するシステム

（※）処理施設の概要
ジビエの美味しさの研究等に取り

組んでいた島内の大学から、敷地内
の校舎を処理施設に改修する同意が
得られたことから、事業者が処理施
設を整備し、大学と連携して運営
処理頭数（計画）：300頭/年
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＜安定供給の仕組み（概略図）＞

〈取組の背景〉
・岐阜県では、野生鳥獣肉を「森のごちそう」としてブランド
化を進める中で、県内ジビエ中心地である「揖斐川町」を中心
とした「西濃ブランチ」地区の取組を構想
・各事業者は「ぎふジビエ衛生ガイドライン」により衛生管理
を行ってきた一方、より多くの市場のニーズに応えて行くため
には、事業者間の処理技術や部位別規格のバラツキの解消や、
事業者間でロットを集約させることが課題

ジビエ利用モデル地区の注目の取組【処理加工】ー岐阜県西濃ブランチー

〈モデル地区の概要〉

• コンソーシアム
所産業(株)〔代表〕、揖斐川町〔事務局〕、岐阜県、本巣市、
郡上市、明宝ジビエ研究会、（一社）里山ジビエ会、
(株)キサラエフアールカンパニーズ 等

• 年間処理頭数
（現状：H28年度）シカ： 746頭、イノシシ： 54頭
（計画：R元年度） シカ：2,800頭、イノシシ：250頭

• 施設整備等の取組
食肉加工施設の改修
保冷車導入：１台
冷凍庫導入：６台
金属探知機導入：２基

• 販路
（精肉）首都圏レストラン

精肉小売店
（加工品）百貨店、県内飲食店、

道の駅 等

安全で美味しいジビエの安定的な供給
～統一規格による外食事業者が求めるロットの確保～

郡上市
本巣市

揖斐川町

改修した食肉加工施設

施設間で在庫調整するため、各施設の「カットルール」「衛生管理基準」
の共通化により、商品を統一規格化

• 販路開拓等の取組
販路開拓のため商談会に出店
学校給食へのジビエ料理提供

Point

Ａ施設

サ
イ
ズ

県
内
外
飲
食
店
等

注
文

Ｂ施設

Ｃ施設

不
足
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連
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施
設

に
連
絡
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等

食肉加工施設
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・ジビエに対する需要が高まる中
で、首都圏レストランや小売業者
等からジビエ商品の引き合いはあ
るものの、各処理加工施設単独で
は、求められるロットを確保でき
ないケースが存在。

・まずは狩猟者のみに依存しない
仕組みとして、「集落ぐるみの捕
獲体制」を構築、捕獲個体を確保。

・さらに、処理施設間における在
庫調整を進めるための連携体制を
構築（平成30年６月、４施設との
連携について合意）

統一規格による外食事業者が求めるロットの確保！

Step1

・レストランとの取引や、商談
会への参加を通じて、消費者
ニーズを聞き取り調査。

・個別取引では、飲食店のメ
ニューに沿った部位肉の安定的
な供給、量販店ではサイズや衛
生管理の規格を統一した商品の
ロットを確保する必要性を確認。

・各施設では、県ガイドライン
の遵守により衛生管理の統一化
は図られていたものの、共通の
カットルールがなく、販売形態
も多様であることが判明。

・このため、「共通カットルー
ル」検討を重ねていたところ、
農水省が「国産ジビエ認証制
度」のカットルールを提示。

・「西濃ブランチ」においても、
国産ジビエ認証制度に準じた共
通ルールを踏襲することとした。
この「共通カットルール」を習
得させるため、平成30年７月
24日、講習会を実施。

・各施設間で商品を融通するた
め、保冷車を30年12月に導入。

・各施設間の連携により、ロッ
トの確保が可能となったほか、
食肉加工施設の整備により、規
格外製肉を使用した加工製品の
量産体制も整った。これにより、
精肉だけでなく様々な商品の開
発・販売が可能となり、販路拡
大・所得向上に貢献している。

Step3Step2
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〈取組の背景〉
• 地区内では、全国有数の品質、処理頭数を誇る「わかさ

29工房」が操業。
• 「ちづDeer‘s」のH30年４月の開業に向けて、従業員の解
体処理技術及び衛生管理技術の習得が課題。

ジビエ利用モデル地区の注目の取組【処理加工】ー鳥取県東部地区ー

〈モデル地区の概要〉

• コンソーシアム
いなばのジビエ推進協議会〔代表、事務局〕、鳥取県、岩美
町、若桜町、智頭町、八頭町、智頭町百人委員会獣害対策部
会、（株）鳥取銀行、道の駅若桜桜ん坊、（株）サンマート
等

• 年間処理頭数
（現状：H28年度）シカ：1,748頭、イノシシ：109頭
（計画：R元年度） シカ：2,500頭、イノシシ：110頭

• 処理加工施設
わかさ29工房（既存）
※鳥取県HACCP適合施設認定、国産ジビエ認証取得済。
ちづDeer‘s（H30.4開業）

• 販路開拓等の取組
販路開拓のため商談会に出展、調理講習会の開催 等

• 販路
（精肉）首都圏レストラン、スーパー、学校給食 等
（加工品）県内飲食店、道の駅 等

全国有数の品質、処理頭数を誇る「わかさ29工房」の
解体処理技術等を新規施設「ちづDeer‘s」に移転！

岩美町

智頭町

八頭町

若桜町

〈技術移転に向けた体制〉

技術移転に当たっては、コンソーシアム（事務局：いな
ばのジビエ推進協議会）の取組として、関係機関が連携
して支援を実施。

い
な
ば
の
ジ
ビ
エ
推
進
協
議
会

智頭町

ちづDeer‘s

わかさ29工房 若桜町

鳥
取
県

Point

研修を依頼

支援
（施設整備、研修、販路開拓、鳥取県
HACCP適合施設認定取得等）

研修による技術移転

研修を依頼

支援
（鳥取県HACCP適合施設認定取得等）
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・智頭町では、町民で構成される「百人委員会」で「捕獲鳥獣をそのまま捨てるのは
命に対して申し訳ない」「鹿肉は食べてみるととても美味しい」などの意見があり、
新たな処理加工施設を整備することとなった。

・これを受けて智頭町では施設代表を募集し、猟師をしていた赤堀氏が立候補したが、
解体経験が少ないことから、技能習得への支援を要望。智頭町は、わかさ29工房が
所在する若桜町を通じて研修を依頼。
・赤堀氏が猟師として個体搬入を行っており、顔見知りであったこともあり、わかさ
29工房は研修を了承。智頭町は、県単事業を活用し研修費用を支援。
＜研修内容＞
〇 研修期間はH29年７月～12月の６ヶ月間で、１日の研修時間は７時間程度。
〇 と体の受入から一般消費者向け商品加工まで順に研修を実施。
〇 従業員の作業補助から徐々に作業全体に移行し、赤堀氏の技術習得状況を見て順
次追加（このことにより、研修で使用した個体も破棄せずに出荷でき、わかさ29
工房にも損失が生じない。）。

7月より研修開始
と体の受入、毛焼き・洗浄、内臓摘出・剥皮
枝肉処理

9月より研修開始
脱骨・トリミング、ミンチ加工、真空包装

12月より研修開始
一般消費者向け商品加工
（ブロック肉・スライス肉）
金属探知機による検査、HACCP研修会への参加

全国有数の品質、処理頭数を誇る「わかさ29工房」の
解体処理技術等を新規施設「ちづDeer‘s」に移転！

Step1

・研修修了後、赤堀氏は智頭町や鳥
取県の補助金を活用し、ちづDeer’s
を建設。(H30.4開業)
・智頭町では地域おこし協力隊員を
受け入れ、ちづDeer’sの販路開拓を
担当してもらうことで、ちづDeer’s
の経営安定を支援。
・ちづDeer’sでは、R元年度内の鳥
取県HACCP適合施設認定の取得に向
け、いなばのジビエ推進協議会、鳥
取県、智頭町及びHACCP専門員によ
る指導の下、申請書類等を準備中。
※ HACCP専門員は、智頭町が農林
水産省事業を活用して派遣。

Step2

ちづDeer‘sのジビエを使用している
レストランの様子（智頭町内）解体処理技術及び

衛生管理技術の研修

＜百人委員会とは＞
✔ 町民が委員となり、身近で関心の高い課題を話し合い、これを解決するための政策を検討。
✔ 検討された内容は、町民が予算案も含めて町長にプレゼンテーションを実施し、町長は優れた企画を採択し予算化。
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