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１．全国各地の取組事例



【取組の概要】
 エゾシカの生体捕獲、一時養鹿、食肉加工の一貫経営を行い、高性能の冷蔵庫や冷凍設備を導入し、エゾシカ肉の高付加価値化を図っている。
 各種イベントでの販売やふるさと納税の返礼品としての活用など地域振興に貢献。

＜団体の概要＞
平成19年２月、肉用牛生産農家を中心に、農林業や交通事故等の被害をもたらすエゾシカの肉を有効活用しようと、 「トムラウシエゾシカ研究会」を発足後、同

年11月に同社を設立し、エゾシカの生体捕獲、一時養鹿、食肉加工、販売の一貫経営を開始。

＜活動のきっかけ＞
町では、エゾシカの個体数の増加に伴い、希少植物や自然林等の生態系への影響が顕著になるとともに、農作物・牧草・樹木等の農林業被害が増加し、農

林業経営に深刻な課題を抱える状況であった。
平成19年２月、地域の肉用牛生産農家を中心に研究会を組織し、その課題・研究を重ねた結果、エゾシカを生体捕獲して有効活用することに着目し、生物

多様性の保全を図るとともに、新たな地域産業の創出の道を模索した。

【今後の展開方向】
 近年、エゾシカの捕獲数が減少していることから、他地域の業者とネットワークを造り、

捕獲したエゾシカを融通し合う等、連携して、安定的に供給していけるようなシステムを
構築する。

 これまで、低価格部位の肉を缶詰等に加工し、付加価値を付けて販売することに取り組ん
できており、今後も独自の加工品の開発に力を入れて、収益の増加を図る。

【活動の効果】
 同社の取組みは、消費者にエゾシカ肉の魅力を最大限に伝

えるとともに、各種イベントでの販売や新得町のふるさと
納税の返礼品としても活用されるなど地域振興に貢献して
いる。

【北海道】株式会社 ドリームヒル・トムラウシ

【取組の具体的活動】
 北海道が定めたエゾシカ衛生マニュアルに基づき適切な処理を行っていることで、北海道の「エゾシカ肉処理施設認証制度」において、同社の食肉加工処

理施設が平成28年12月に認証されている。
 囲いわなによるエゾシカの生体捕獲、一時養鹿（６～７か月程度）、食肉加工の一貫経営を行うとともに、食肉処理施設では、精肉後のブロック肉を最高

の状態で保存・解凍・静菌・熟成を可能とするハイチルドシステム（低温高電位保存）の冷蔵庫や、エゾシカ肉の細胞破裂を防ぎ、解凍時のドリップを抑
えられる冷凍設備（リキッド凍結機）を採用し、エゾシカ肉の高付加価値化を図っている。

 エゾシカの皮や角をティッシュカバーやオブジェ等のクラフト商品に加工するなど、エゾシカを可能な限り有効活用している。
 出荷先は主に東京のレストランで、各種イベントでの販売やふるさと納税の返礼品としても活用されている。

食肉処理施設内の様子 エゾシカ肉の加工商品 エゾシカのクラフト商品養鹿場の様子
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【取組の概要】
 囲いわなにより捕獲したエゾシカを放牧飼育し、精肉及び加工品を販売。
 HACCP、会社独自のエゾシカ肉の等級格付及びトレーサビリティの導入により、エゾシカ肉の高付加価値化に取り組む。

＜団体の概要＞
平成19年４月、建設会社を中心とする有志が、農林業や交通事故等の被害をもたらすエゾシカの肉を有効活用しようと同社を設立して食肉加工施設を稼働。

＜活動のきっかけ＞
平成17年８月に世界自然遺産の登録を受けた知床では、生態系を破壊する勢いで増加したエゾシカの問題に直面していたため、地元の建設会社を中心とする

有志が、害獣駆除とエゾシカの有効利用を目的として同社を設立し、食肉加工施設の稼働及び加工販売を始めた。

【今後の展開方向】
 近年、駆除が進んだことやエゾシカが囲いワナにかかりづらくなったことにより、捕獲頭

数が減少していることから、飼育しているエゾシカから優秀な雌雄を選抜し交配させ、体
格・肉質の良いエゾシカを計画的に飼育することにより、安定的に消費者へ提供する。

 将来的には、エゾシカの個体数を確保した上で、独自の加工品の開発や新たな販売ルート
の構築により収益の増加を図る。

【活動の効果】
 HACCP、肉の等級格付及びトレーサビリティの導入により、

消費者のエゾシカ肉へのイメージアップに貢献するととも
に衛生的な食肉を供給し、道内エゾシカ肉処理施設の見本
となっている。

【北海道】株式会社 知床エゾシカファーム

【取組の具体的活動】
 北海道が定めたエゾシカ衛生マニュアルに基づき適切な処理を行っていることで、北海道の「エゾシカ肉処理施設認証制度」において、同社の食肉加工処

理施設が平成28年10月に認証されている。
 捕獲したエゾシカを養鹿牧場で飼育し通年出荷を実施している。
 ハンターからエゾシカを買い取る際は、事前に血抜き技術の研修を受けたハンターから、狩猟後２時間以内に適切に血抜きされた個体のみを買取り、一般

食肉製品、ペットフードに加工している。
 ロース、ヒレ、モモ等の精肉やハム、サラミ、ジャーキー等の加工品を、大手スーパーを中心にレストラン、居酒屋等へ出荷するとともに、自社のネット

ショップにおいても販売。
 一部の骨や内臓はペットフードの製造業者等へ、皮や角は観光業者等へ出荷し、エゾシカを可能な限り有効活用している。
 HACCP、肉の等級格付及びトレーサビリティの導入により、エゾシカ肉の高付加価値化に取り組んでいる。

養鹿場の様子 HACCP対応の加工施設食肉加工カット
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【施設概要とジビエ利用のオペレーション】

 H21.4月開設。建設費3,800万円。町営で、専従４名､臨時１名の５名体制で運営。

 搬入頭数〔H29〕：那珂川町内１２３頭、町外（那須烏山市､茂木町､市貝町､益子町）１７２頭の計２９
５頭。わな捕獲現場からの連絡を受け､職員が保冷車で全頭回収。保冷車が現場到着後に止め
刺しを実施。体重３０㎏以上の個体のみ受入。買取価格５００円／㎏／枝肉。

※ 町外の場合､搬入個体は体重40㎏以上、買取価格は400円／㎏／枝肉

枝肉にして数日間保冷庫で一時養生。その後､トリミング､スライス､パック詰めして製品化。

 解体残さは廃棄物業者へ搬出。（費用：70円／㎏ 年間50～60万円）

 放射性物質検査：
① 県事務所でスクリーニング検査（令和元年7月からは町が自ら検査）
② 50Bq/㎏以下なら出荷､超過なら農業試験場で精密検査
③ １０0Bq/㎏以下ならヒレ肉部を除き出荷､超過なら全部廃棄。

※ 基準値超過の割合は漸減傾向（H29年度：2.7％）

 販売関係：
町内37店舗（道の駅･旅館･飲食店）のほか､町外の５３業者と取引。

H29年度の販売実績：１千万円超。

 ジビエ利用率〔H29〕：約１８％
（食肉利用頭数２８７頭／５市町のイノシシ有害捕獲頭数1,635頭）

【取組の概要】

 イノシシ肉出荷制限の中､全頭検査のスキームを構築し､｢八溝ししまる｣のブランドで地元旅館や道の駅､町外業者向けに
販売。近年､ジビエブームで売上堅調なことから､他の市町からも受入を行っており、八溝地域全体の活性化にも貢献。

【栃木県】那珂川町イノシシ肉加工施設（那珂川町）

商品ラインナップ

精肉､ソーセージ､メン
チカツ､コロッケ､串カ
ツ､ギョウザ 等

【今後の課題】

 那珂川町では､施設経営の安定化を図るため､年間１千５百万円の売上
額を目指しているが、町の保冷車が到着後に｢止め刺し｣､｢放血｣を行
う等の受入条件を満たすイノシシの搬入頭数確保が課題。 イノシシ捕獲頭数（H29年度､栃木県）
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＜道の駅で常設販売＞

【千葉県】都市農村交流施設（大多喜町）

【課題】
経営の黒字化に向けて、需要の確保を図りつつ、搬入要件をクリアした個体の搬入を安定させることが不可欠
継続的な事業運営のためにも周辺市町村とも連携し、平成29年度の町内捕獲頭数の減少要因（H28：1,431頭
⇒H29：656頭）を分析し、捕獲頭数向上に向けた改善が課題

【処理加工施設の概要】
 整備時期：平成18年度
 取扱獣種：イノシシのみ
 年間処理頭数：116頭（町内79頭、町外37頭（市原市24頭、茂原市8頭、御宿町２頭、一宮町３頭））(平成29年度)

県内５施設のうち最多処理。例年100頭前後を処理（H28：163頭、H27：121頭、H26：112頭）
 従事者数：専属解体従事者１名がメインで対応

道の駅職員２名、農家３名の計５名のうち対応可能な者が解体を補助
【特徴的な取組】
 施設の運営は、指定管理者制度を活用し、隣接する道の駅「たけゆらの里」の管理者に委託
 ジビエの品質確保のため、処理加工施設への搬入要件を設定し、クリアした個体のみ受入

① 止め刺し後30分以内に保冷車で処理加工施設に搬入することができるもの
（処理加工施設から半径10㎞圏内が目安）

② 体重が30～60㎏の規格内のイノシシであること
③ 捕獲した個体が生体であること

【販売先など】
 販売先：隣接する道の駅「たけゆらの里」、東京イタリアンレストラン他（11店舗）、町内旅館、町外居酒屋、町外直売所
 販売量：約1.5トン（平成28年度）
 販売額：約800万円（平成28年度）
 販売商材：部位別販売（ロース、ヒレ、肩ロース、バラ、モモ等）のほか、

背割り半頭、枝肉、イノシシ丼など
＜道の駅で提供（猪好御膳）＞

＜個体搬送は保冷車を活用＞

＜枝肉まで約１時間程度＞

【取組の概要】 指定管理者制度により、処理加工施設に隣接する道の駅に運営を委託し、安定的な販売先（道の駅）を確保
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【取組の概要】
 ジビエを特産品とするための加工品製造の取組が地域内の旅館での需要を掘り起こし、地域外からの集荷へと波及。

＜冷蔵庫室＞

【神奈川県】猪・鹿問屋「阿夫利山荘」（伊勢原市）

【課題】
処理頭数が最大の課題。27年６月～30年３月まででシカ37頭。29年１月～30年３月まででイノシシ10頭程度。
伊勢原市の捕獲頭数自体が200頭未満（27年度：シカ71頭、イノシシ19頭、28年度：シカ78頭、イノシシ99頭）であ
り、市内からの頭数増には限界があるため、平成30年４月より、周辺の山北町、清川村、静岡県内と、猟友会のネッ
トワークを通じて市外からの受け入れを開始。

市外は、罠猟のみに限って受け入れ、捕獲の連絡を受けた猟友会員が現地まで出向き、止め刺しを行っている。

＜ブロック肉処理室＞＜施設外観＞ ＜解体室①＞
内臓摘出まで

＜解体室②＞
はく皮・枝肉処理まで

＜ブロック肉処理室＞
金属探知機

【処理加工施設の概要】
 整備時期：平成26、27年度
 取扱獣種：シカ、イノシシ
 年間処理頭数：５０頭以下
 シカ肉を市の特産物とするため、市、猟友会伊勢原支部大山高部屋有害駆除班（以下、猟友会）及び（株）柏木牧

場が商品化を検討し、枝肉処理後、柏木牧場の加工場に出荷する体制を構築し、平成26年度に処理加工施設を整備。
 施設が稼働したことで、地元旅館等からブロック肉で仕入れたいという需要が生じ、27年度にブロック肉加工室を増築。
 解体処理は猟友会員が行っており、シカ骨はペットフード会社に販売、イノシシ骨はラーメン店に販売予定。
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【取組の概要】
 捕獲されたイノシシの食肉への利用頭数を増加させるため、捕獲、流通、消費に至る関係者の連携により、ジビエ料理教室など様々な活動を行い、一般家庭

になじみが薄く、普及が進んでいないイノシシ肉の消費拡大に取り組む。

＜団体の概要＞
いしかわジビエ利用促進研究会は、平成26年７月に設立。
構成団体：36団体（自治体、農業団体、森林組合、猟友会、獣医師会、商工会議所、調理師専門学校、処理加工施設、料理関係者等）

＜活動のきっかけ＞
野生獣類による農作物への被害が増加するにしたがって、野生獣類の駆除、捕獲頭数が年々増加している中、捕獲された野生獣類の食肉への利用・活用率

は平成24年度には２％程度しかなかった。そこで、イノシシ肉、シカ肉を石川県の魅力ある食材として提供・普及し、里山を代表するブランド「いしかわジ
ビエ」として育てるため、捕獲から流通、消費に至るまでの課題解決に向け、料理関係者、狩猟関係者、農業団体、行政等からなる研究会を設立した。。

【今後の展開方向】
 一般家庭への調理法の普及 ････････････････････ 一般家庭向け料理教室の開催
 ジビエの更なる販売促進とジビエ取扱店の拡大 ･･ ジビエ商談会の開催
 ジビエ料理人の育成 ･･････････････････････････ 料理人向け、調理師学校でのジ

ビエ調理技術研修会の開催
 各種イベントでのPR ･･････････････････････････ ジビエ料理フェアの開催や里山

里海展、農林漁業まつり等へ
の出展

【活動の効果】
 衛生的な解体技術の向上による利活用頭数の増加

（平成25年度：37頭、26年度： 132頭、27年度： 426頭、28年度： 781頭）
 食肉への利用・活用率は平成28年度には10.1％に増加
 料理レシピ35品、加工品９品を開発
 ジビエ料理コンテスト入賞作品をホームページで発信、一部入賞

作品を期間限定で協賛店で提供
 イノシシ肉販売店舗、ジビエ料理提供店舗の増加

【石川県】いしかわジビエ利用促進研究会

【取組の具体的活動】
 解体技術講習会の開催・・・・・・・・・「石川県獣肉利活用携帯マニュアルブック」の作成・配布
 いしかわジビエ料理のレシピ開発・・・・レシピ集の作成・配布
 消費者への情報発信・・・・・・・・・・ジビエ料理コンテストの開催、ジビエ料理フェアの開催、農林漁業まつり等の各種イベント等でのPR活動
 獣肉及び加工品の販路開拓・・・・・・・ジビエ商談会の開催
 ジビエ調理技術研修会の開催・・・・・・調理師学校でのジビエ調理技術研修会の開催、料理人向けジビエ調理技術研修会の開催

捕獲頭数、利活用率の推移
ジビエ商談会の開催料理人向けジビエ調理技術研修会の開催 ジビエ料理フェアの開催

(頭) (％)

(年度)
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【取組の概要】
平成27年に獣肉加工施設を整備し、捕獲したイノシシを地域資源として活用する「のとしし大作戦」を開始。
地域おこし協力隊１名が「合同会社のとしし団」の代表となり自立。解体・販売等のノウハウを習得し、ジビエの生
産を開始。
ふるさと納税の返礼品に登録し、返礼品ランキングの首位となるなど高評価を受ける。

【石川県】合同会社のとしし団

＜団体の概要＞
合同会社のとしし団は、平成29年12月に設立（羽咋市獣肉処理施設としては平成27年10月から稼働）。代表１名（狩

猟・解体・営業・ＰＲ活動・販売）、地域おこし協力隊２名（狩猟・解体・皮加工・ＰＲ活動・販売）、事務職員１名、
臨時職員１名にて構成。

＜活動のきっかけ＞
羽咋市では、田畑を守るために電気柵の設置や檻・わなを仕掛けてイノシシ被害を防いできたが、守るだけでは収入

につながらない作業が増えるばかり。また、捕獲したイノシシは廃棄するだけであった。そこで、捕獲したイノシシを
廃棄するのではなく、貴重な資源として活用することで、イノシシと共存できないかという思いから、羽咋市は獣肉処
理施設を整備し、「のとしし大作戦」として事業を開始。

【取組の具体的活動】
獣害対策で設置された檻等により捕獲されたイノシシが、羽咋市並びに近隣２市４町から搬入される体制を構築したことに
より、処理頭数は平成27年度107頭、平成28年度300頭、平成29年度336頭と順調に増加。羽咋市、志賀町、宝達志水町で捕獲
された場合は、羽咋市に連絡が入り、施設職員が現地で捕獲個体の健康状態を確認の上、止め刺し、血抜きを行うことによ
り鮮度を保ちつつ取引を行っている。
地域の新規事業の担い手として人材を募集し、ジビエ産業に取り組んで３年、先頭に立ち引っ張ってきた地域おこし協力隊
の１名が「合同会社のとしし団」の代表となり自立。解体・販売等のノウハウやスキルは白山市や岐阜県の先進地研修で習
得。金属検知器、急速冷凍庫（ブラストチラ－）などを整備し、安全・安心の供給体制を構築。平成30年度に採用された地
域おこし協力隊２名も運営に携わっており、産業廃棄物として大半が処理される皮も皮革製品に活用する取組を開始。
視察受入れや協賛品の提供などの情報発信、飲食店による勉強会、ジビエ料理メニューの開発、ＦＯＯＤＥＸいしかわ等イ
ベントへの参加で販路を拡大。平成28年10月に羽咋市ふるさと納税の返礼品に登録し、返礼品ランキングの首位になるなど

好調。平成28年度の販売金額1,200万円から平成29年度には1,600万円まで増加。
7
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【活動の効果】
ジビエを地元発の特産品として創出。地元直売所やパン屋によるイノシシ肉を素材としたコロッケやカレーパンが
商品化され好評を博しているほか、県調理師会羽咋支部などが「のとししそぼろ丼」を考案しレシピを提供するな
ど、のとししを扱う飲食店が県内20店舗に増加。地域おこし協力隊員によるスーパーへの営業等で、通年42か所の
売り先を確保。

【今後の展開方向】
天然のイノシシとして特産化していくため、「獣害～捕獲～処分」という流れを、「天然のイノシシ～捕獲～食
材」へと意識を転換していけるよう継続した情報の発信や、ノウハウの共有を図る。
この取組を拡げることが、ジビエとして野生鳥獣の市場を拡大し、より多くの方においしいお肉として楽しんでい
ただけると考えている。

道の駅「のと千里浜」での店頭販売ふるさと納税の返礼品：ぼたん鍋用の精肉

項 目 単位 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
H30年度
（見込み）

イノシシ処理頭数（3
市4町捕獲頭数）

頭 －（449） －（809） 107（2026） 300（3926） 336（4047） 350（4100）
解説：

精肉販売額
万円 － － 100 1,200 1,600 1,700

解説：
のとししが食べられる
店舗数

店 － － 7 31 35 40
解説：石川県内のほか、首都圏の飲食店にも販路を拡大している

農作物被害額
千円 1,860 3,635 163 284 1,733 －

解説：電気柵未設置の地域に被害が集中した。

【活動実績】

専用トレーに乗せ、獣肉処理施設への搬送 モモ肉、ロース肉などの各部位切り分け

8



【取組の概要】（「ディスカバー農村漁村の宝」 （第４回）優良事例として選定）
 シカ肉を中心とした信州ジビエの振興に取組み、信州ブランドとしての確立を目指す。

＜団体の概要＞
信州ジビエ研究会は、平成24年３月に設立。
狩猟関係者、獣肉処理業、流通業者、調理師、栄養士、観光業、商工業、消費者に加え、行政と大学・研究機関で構成。

＜活動のきっかけ＞
これまでは、長野県内にジビエに関して総合的に振興を図っていく組織がなく、販路の確保に苦労している施設、ジビエ料理を提供したいが入手先が分か

らない飲食店等、様々な課題があった。捕獲者、獣肉処理業者、需要者、行政、研究機関等、県内でジビエに関わる多方面の力を結集し、課題を解決しジビ
エ振興を行うため、当研究会を設立。

【今後の展開方向】
 将来的には、信州ジビエをトータルでコーディネートしていく組

織としていきたい。
 現在は、信州産シカ肉認証制度のブランド力強化と供給体制整備

と需要拡大を担う事業者の取組の促進に取組んでいる。

【活動の効果】
 各種イベントや広報媒体によるPRを実施した結果、県民のジビエの知名度が向上

（県民アンケート結果による）した。シカ肉の生産量が拡大傾向にある中、イベン
トやキッコーマン等大手企業との連携による新商品開発等によりシカ肉の需要拡大
が図れた。

【長野県】信州ジビエ研究会

【取組の具体的活動】
 平成25年度に、長野県と信州ジビエ研究会が協働して、適切な信州産シカ肉の処理・加工・販売を実施している施設の認証制度を創設。当該施設から出荷

される信州産認証シカ肉による需要拡大を図っている。販路として、大手スーパーマーケットの県内11店舗において認証製品の販売をスタートした。
 平成26年度に、ジビエの商談会の開催等により、需要の掘り起しを支援し流通を促進した。商談会は県外11回（需要側参加者129人）、県内13回（同108

人）の合計24回開催。
 平成27年度からJR東日本と連携して、「信州ジビエフェア」を開催することにより、情報を発信。平成29年７月から９月まで、JRと長野県連携による大型

観光企画「信州デスティネーションキャンペーン」のテーマにジビエが取り上げられ、企画に協力している。
 平成25年度から28年度まで、県が主催する信州ジビエマイスター講座に講師として活動。シカ肉に関する知識を有し、適切に調理した料理を提供でき、そ

の指導も行えるマイスター91名を養成。
 家庭料理向けのシカ肉料理教室を開催し、県内８か所で142名が参加。

大手スーパー「イオン」の
店頭に並ぶ認証製品

信州産シカ肉認証制度
解体手順の審査状況

家庭料理への普及啓発活動
「地域で食べようシカ肉料理」

JR 東日本と連携により
信州ジビエフェア開催
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【取組の概要】
 小諸市動物園では、市内で捕獲されたシカの有効活用やライオンの飼料代節減を目的に、シカ肉の給餌を開始。

過去に開催していた園内イベントの際には、環境教育の一環として、来園者に給餌の背景やメリット等を説明。

【長野県】小諸市動物園（小諸市）

【小諸市動物園の概要】

ジビエ受入状況：当初は捕獲されたシカを園内で解体・処理して給餌していたが、市内に「小諸市野生鳥獣商品化施設」が整備され、
稼働を開始した平成28年４月以降は当該施設から購入

給餌状況：ライオン（１頭）、小獣類（タヌキ１頭、キツネ１頭、ホンドテン２頭）、猛禽類（フクロウ２羽、チョウゲンボウ１羽）、川上犬（１
頭）に対してシカ肉（約100kg/月）を給餌。現在のライオンへの給餌量は、シカの肉、レバー、骨等を２～３kg/日

給餌経緯：小諸市では、シカの増加による農林業被害対策として捕獲を進めるなかで、焼却処理費用の増加等の課題があった。動物
園ではライオン２頭（当時）を飼育しており、飼料代として年間約100万円の負担となっていた。そこで、平成24年度から給餌を開始

給餌メリット：普段にない刺激で行動が活性化する（くわえたままウロウロする等）、時間をかけて食べる、嗜好性がある

来園者への周知、反応：現在は高齢による体調不良で休止中だが、過去に開催していた「もぐもぐタイム」や「おやつタイム」の際には、
鳥獣被害の現状やジビエ利用の重要性、給餌のメリット等を説明し、来園者からは取組に対して理解や賛同の声が聞かれていた

今後の方針：現在はライオンが１頭しかおらず、高齢のため活用の幅を広げるのは難しいが、ジビエ利用を継続していきたい

動物園（入口） あばら骨を食べる様子 イベント用の骨付きモモ肉 おやつタイム

≪令和元年６月の聞き取り調査に基づき作成≫
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【取組の概要】
 ジビエを含む地域資源に注目し、捕獲技術の普及、衛生的な処理加工技術の確保などを総合的に実施。

＜団体の概要＞

株式会社キサラアールエフカンパニーズは、平成22年６月に設立。構成員は30名。
＜活動のきっかけ＞
揖斐川町では獣害による農作物被害が増加し、地域において被害防止の要望が高まっていた。このため、(株)キサラエフアールカンパニーズでは地域住民が

行う侵入防止柵の設置作業を支援しつつ、社員や住民らがわな猟免許や銃猟免許の取得を進め、平成25年から鳥獣被害対策事業を本格化した。さらにぎふジビ
エガイドラインの施行（平成25年11月）に併せ、解体処理施設を設置、稼働し加工できるレストラン運営をしている。

【今後の展開方向】
 ジビエ認知度や消費拡大の更なる向上を目指すことで、捕獲従事者

や狩猟者による個体の捕獲を促進し、地域の獣害対策と地域農業・
農村の発展に向けた取り組みを継続していく。

 「獣害」から「獣益」をコンセプトに、県内外でジビエの流通販路
を拡大し、ジビエが地域の産業（ビジネス）として、新たな雇用に
つながるよう、人材の育成を始めとした地盤作りを進め、食と農と
の関連事業の展開も考えている。

【活動の効果】
 常時捕獲と解体処理ができる人員を配置したことにより新たな雇用を創出。分業

化と効率化により年間100頭から400頭以上の解体処理が可能となる体制が整った。
 地域ぐるみの捕獲体制作りを進め、侵入防止柵と捕獲体制の構築により、ニホン

ジカとイノシシによる被害が解消。
 周辺６地区で捕獲体制が整ったことにより、狩猟免許取得者だけでなく、捕獲補

助ができる農業者を計50名以上育成。

【岐阜県】株式会社 キサラエフアールカンパニーズ

【取組の具体的活動】
 岐阜大学と連携し、獣肉活用や捕獲方法の説明会を開催し、地域ぐるみでの

捕獲体制を構築。また、地元高校生が参画する解体実習やジビエ商品開発な
ど、若年層をターゲットに捕獲人材育成の取り組みを実施。

 岐阜大学講師を招いてぎふジビエガイドラインに基づく解体作業の確認研修
を実施しているほか、地域内外の解体処理業者への解体処理講習会を開催。

 「シャルキュトリーレストラン里山きさら」と、食肉製品加工所を平成28年
度に開業。ジビエメニュー開発やレシピの監修に取り組み、ジビエの新たな
コンセプトとイメージを作り上げ付加価値を創出。

 地域でジビエ料理を食しながらの獣害対策成果報告会を開催。また、町への
働きかけにより、給食材料としてシカ肉60kgを提供。幼稚園、小中学校の23
施設、3,000食分の鹿肉カレーを提供。学校給食でのジビエ利用は岐阜県内初
の試み。

 飲食店のオーナーやシェフに現地にて捕獲状況や方法、運搬、解体処理の仕
方を視察してもらい、現状を知ってもらう。食肉への安心と付加価値を感じ
てもらう。

 農産物の素材生産と地元養豚事業者と農商工連携の開始。

地元のジビエ・食材を使った食肉
加工メニュー開発

地域の食資源を発掘し、
レストランで提供

ぎふジビエ解体人材育成
プログラム実習の様子

地域の若い狩猟者へ捕獲
技術や場所を提供
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【取組の概要】
 手軽に味わえるシカ肉のジビエ料理を大学と飲食店が共同開発し、シカ肉を地域資源として活用するとともに、シカの食害の現状を多くの人々にアピール。

＜団体の概要＞
静岡県立大学食品栄養科学部フードマネジメント研究室：食事による機能性成分の摂取のあり方や，疾病予防に寄与しうる食品選択・組合せを用いた食事

メニューへの応用について，科学的根拠をもって提案するための研究活動を実施。
ごはん屋さくら：静岡ならではの新鮮な食材、由比ならではの海の恵みを提供する飲食店。揚げ物に定評がある。

＜活動のきっかけ＞
伊豆地域では適正生息数を大幅に上回るシカが生息しており、伊豆市では年間約800頭が精肉に加工されている。
2011年から静岡県農林技術研究所ニホンジカ低密度化プロジェクトの中の「シカ肉の有効利用に関するチーム」に加わり、シカ肉を食資源として利活用す

るための研究を始めた。

【今後の展開方向】
 シカの食害問題を広く知ってもらうことやシカ肉の魅力を伝えるために、イズ

シカめんちを全国規模のフェアや各地のイベントで販売していきたい。
 シカ肉の食肉特性や栄養成分を明らかにすることで、他の食肉との差別化を明

確にし、需要拡大につなげていきたい。

【活動の効果】
 「大学は美味しい!!フェア」では2,500食を完売し､お客様からも好評

だった。
 イベントを通じ、地元紙を中心に取材を受ける等により多くの反響が

あった。
 PR活動を通じて、首都圏のレストラン等からの注文も増加しており、

消費が拡大している。

【静岡県】静岡県立大学食品栄養科学部フードマネジメント研究室・ごはん屋さくら

【取組の具体的活動】
 捕獲したシカを廃棄せずに地域資源として活用することは捕獲活動を継続する上でも重要と考えており、より多くの人にシカによる食害の現状を知ってほ

しいとの思いから手軽に味わえるシカ肉（イズシカ肉100％）のメンチカツを考案した。
 メニュー開発には「ごはん屋さくら」の店主伊藤忠雅氏も協力。
 シカ肉は脂肪分が少ないことからたまねぎを混ぜ込むことで柔らかさを出すことに成功。
 シカの食害を受けている地域特産品のわさびや椎茸を使用し商品に強いメッセージ性を持たせた。
 平成29年２月から「ごはん屋さくら」で「イズシカめんち定食」として販売を開始。
 平成29年５月に新宿高島屋で開催された「大学は美味しい!!フェア」に参加。

「大学は美味しい!!フェア」に参加フードマネジメント研究室の

メンバー

イズシカめんち定食ごはん屋さくら
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【取組の概要】
 ジビエ活用施設として地元で捕獲されたイノシシ、シカを食品衛生法に準じた食肉処理を実施。
 平成28年度は、イノシシ100頭とシカ200頭を処理し、道の駅や料理店、宿泊施設などに供給。

＜団体の概要＞
奥三河高原ジビエの森は、平成27年４月、地域住民で構成する「奥三河つぐ高原グリーンツーリズム推進協議会」（以下「推進協議会」という。）が中心となり、地元産の

ジビエを活用し、地域に活気を取り戻すことを目的に整備・開設。した食肉の加工施設。

＜活動のきっかけ＞
平成27年３月、協議会が地域活性化の取組として、地元農産物とイノシシ肉及びシカ肉を使用した商品開発のため、地元の古い建物（木造平屋150ｍ2）を改

修して開設した。ジビエについては、地元猟友会が獣害対策で廃棄処分にしていた、近隣の市、町及び村で捕獲したイノシシ、シカを有効活用。開設のため
の事業費1,500万円は、農林水産省の交付金と町の補助金、会員の拠出金、住民の寄付金で賄う。

【今後の展開方向】
 ジビエの商品開発・ブランド化や販売施設の新

設により、地域の活性化と地域コミュニティの
再生をめざす。その一環として冷蔵庫等の施設
を増設し、販売量の拡大に取り組む。

【活動の効果】
 ジビエの森を整備する際の各種課題解決の過程で、推進協議会を含む地域関係者間の連帯感が強化された。
 ジビエ販売という新しい産業を興すことができ、活性化に向けて地域からの期待感が高まった。

 施設整備をきっかけに有害鳥獣の捕獲が進み、猟友会による本年前期の捕獲頭数はすでに200頭を超え、前
年同期を上回る結果となった。

【愛知県】奥三河高原 ジビエの森（設楽町）

【取組の具体的活動】
 商品として流通できるジビエ確保のため地元猟友会の捕獲計画に参画。
 市内に開設する道の駅内の飲食店（ラーメン店等）へのジビエ提供やジビエの森スタッフが野菜などを出荷しているレストランへの働きかけにより安定し

た販路を確保。
 直売所も併設し、販路の拡大に努めている。
 製品は個体識別番号で管理し、生鮮食品の表示義務事項である名称、原産地のみならず、加工施設、内容量、賞味期限、捕獲地、捕獲者、加工者の氏名等、

詳細な情報も記録し、トレサビリティー可能な体制を構築。

入り口に掲げられる「奥三河高原ジビエの森」の看板
枝肉庫で熟成されるイノシシ・シカ肉真空パックしたイノシシ・シカ肉販売まで保管する冷凍庫
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【取組の概要】
山村地域の社会基盤整備や経済対策のため中間支援機関を設立し、マッチング事業を柱とする持続可能な地域づくり
に取り組む。
企業と地域を連携させ、耕作放棄地の解消にも貢献。
企業、高校、猪肉を扱う会社の３者を連携させ、猪肉カレーを開発。

【愛知県】一般社団法人 おいでん・さんそん

＜団体の概要＞
平成25年８月に「おいでん・さんそんセンター」として設立、平成29年２月に一般社団法人化。理事11名、監事２名、

事務局７名、正会員24名、賛助会員10名、パートナー会員70名にて構成。

＜活動のきっかけ＞
豊田市は、平成17年に市域の３分の２に当たる６町村を合併し、都市と山村が共存する「日本の縮図」となった。市

は、山村地域の社会基盤整備や経済対策として平成25年に、都市山村双方の強みで互いの弱みを補い合う中間支援機関
「おいでん・さんそんセンター」（以下「センター。」）を設立。マッチング事業を柱とする持続可能な地域づくりの
取組を行っている。

【取組の具体的活動】
設立から５年間で、169件に及ぶ都市部企業と山村集落等をつなぐマッチングを行い、176世帯448人の山村部への移

住をサポートしている。
カレーハウスCoCo壱番屋15店舗をフランチャイズ展開する(株)ワイズは、社員教育を目的に、センターの仲介で、耕
作放棄地に悩む伊熊営農クラブと連携し、2,000㎡の「わいわいファーム」を開設。(株)ワイズは社員教育で大きな
成果を得、伊熊営農クラブは耕作放棄地の減少、集落の活性化に結びついた。（平成28年）
(株)ワイズの社業を通じた地域貢献の要望を踏まえ、定員割れに苦慮する県立足助高校と、夏場に捕獲した猪肉の販
路に苦慮する(株)山恵をセンターが仲介し、市、商工会、観光協会、青年会議所などの協力の下、CoCo壱番屋ブラン
ドとして「猪肉キーマカレー」（レトルト）を開発、16,700食を販売した。（平成29年）
足助高校生がデザインしたキャラクター「いのりん」が話題を呼ぶなど市場の高い評価を背景に、同枠組みで「猪肉
和風カレー」を開発、販売２か月足らずで2,300食を販売。（平成30年）
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【活動の効果】
都市と山村の企業、団体、地域が「つながる」ことで、新たな価値を創造し、地域課題を解決するモデルとなった。とりわけ、

開発した「猪肉カレー」は、ジビエ商品として市場の高い評価を得るなど、獣肉を獣害対策の副産物として有効活用するととも
に、山里の豊かな食文化「ジビエ」として地域に定着させる大きな原動力となっている。
(株)ワイズ：売上げ増はもとより、社業を通じた地域貢献による企業価値の向上、社員のマインド向上が図られた。
足助高校：過疎、少子化を背景とした定員割れに対処する「山村立地を生かした特色ある教育」として、平成31年度の「観光

ビジネス類型コース」を新設する原動力となったほか、高校魅力化の推進につながっている。
(株)山恵：獣害の減少を目的として平成28年１月に民間出資で開業。駆除期における猪肉の販路に苦慮していたが、猪肉カ
レーの開発により年間１ｔ以上の需要が視野に入った。精肉など他商品の売上げにも好影響。

【今後の展開方向】
センターが事務局を務める「猪肉カレー開発会議」では、市場での高い評価を背景に、平成31年度に第３弾商品として「和
風」に次ぐ「猪肉欧風カレー」の開発について協議を始めており、商品ラインナップの拡充による地域特産品としてジビエ振
興、地域経済の活性化に寄与していく計画である。センターは、「愛知ジビエ振興協議会」にも加盟し、猪肉カレーのブラン
ド化をはじめ、マッチングを通じた他の商品開発にも取り組んでいく考えである。

【活動実績】

項 目 単位 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
H30年度

（見込み）

猪肉カレー売上高
千円 － － － － 6,702 12,449

解説：「キーマ」@600円、「和風」@650円、百貨店、スーパー、観光施設、イベント、CoCo壱店舗等

販促等活動回数
県立足助高校

回 － － － － 5 7
解説：商品発表会、イベント出展、知事訪問など販促にかかる事業

カレー向け猪肉供給量
㈱山恵

kg － － － － 900 1,200
解説：キーマカレー2,200食(１ロット)あたり80kg、和風カレー2,200食あたり140kg供給

マッチング件数
おいでん・さんそん

件 32 29 31 46 31 40
解説：社員研修、企業CSR、商品開発、学生インターンなど都市と山村をつなぐマッチング件数

足助高校で第１弾「猪肉キーマカレー」商品発表会 パッケージデザインと商品キャラクター「いのりん」

高校生がデザイン。
獣害減少への祈りも込
められている。

里山の妖精「いのりん」

愛知県知事公邸で試食会イベント出展では足助高校生が販売促進に大活躍 15



【取組の概要】
 安心・安全に加え美味しいジビエを消費者に提供するため、捕獲から食肉加工まで徹底した品質・衛生管理を実施

＜イノシシのロース＞

【京都府】（株）ART CUBE

【課題】
止め刺しや放血の技術を身に付けるなどジビエに精通した人材の育成が急務であり、食肉処理技術の標準化も必要。
自社単独による捕獲供給体制から、広域による連携体制を強化した安定的な供給体制の構築が望まれる。

【食肉処理施設（京丹波自然工房：京丹波町）の概要】
 整備時期：平成25年
 取扱獣種：シカ及びイノシシ
 年間処理頭数：402頭を処理（県内 京丹波町：98頭、福知山市：283頭）

（県外 大阪府能勢町：21頭）（平成28年度）

 従事者数：７名（うち４名はジビエハンターとして、現場に赴き止め刺し・放血を行う。）
 主な販路：首都圏のレストラン・小売店や百貨店「高島屋」に精肉を供給。ペットフードのネットショップ展開。
【特徴的な取組】
 独自の衛生管理マニュアルに基づき、全ての工程の作業記録を作成、捕獲時の体温や内臓の状態等もチェック、個体

毎に識別番号を付与、工程ごとに処理する部屋を分けるなどして、品質・衛生管理を徹底。
 大手百貨店高島屋と連携し、処理加工施設の運営・管理状況の確認作業を繰り返し、約１年かけて衛生面や安全性の

確認を受け、高級ブランドとして高島屋洛西店で29年７月より常設販売、30年９月からは同京都店でも常設販売開始。

＜高島屋の常設販売コーナーで高級ジビエを販売＞＜中核処理施設「京丹波自然工房」＞ ＜徹底した衛生管理による処理＞

ART CUBE 垣内代表
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【処理施設の概要】
 整備時期：鳥獣被害防止総合対策交付金により既存の倉庫を改装し、平成２６年３月竣工

（ひょうごシカ肉活用ガイドライン適合施設）
 取扱獣種：シカ
 年間処理頭数：１,１４７頭（姫路市のほか、市川町、福崎町からも搬入）（平成２９年度）
 従事者数：常勤２名とボランティアで４～５名体制

【特徴的な取組】
 下処理、精肉のカットを役割分担することで、一頭あたり３０～４０分程度で精肉用のブロックまで

の処理が可能（１日最大で１０頭程度を処理）
 丸ごと一頭の活用を目指し、精肉の他、加工食品、ドックフードの原材料、革製品の原材料、筆の

原材料に活用している。加工食品では、スモーク機やミンチ機が整備された加工室も併設しており、
スモークハム、生ハム、ミートローフ等を生産・販売

【販売先など】
 販売先：神戸のレストラン、ドッグフード加工工場
 販売量：約１２トン（平成２７年度）
 販売商材：卸価格はロースやモモ等の精肉が2,500～4,000円/kg

ドッグフードは400円/kg

【取組の概要】
 作業役割分担による効率的な解体処理と丸ごと一頭利用の取組

＜スモーク用の加工機器＞

個体の状態にもよるが、歩留まりは２割前後で廃棄物の処理費が大きい。廃棄物は専用のゴミ袋に入れて回収され、廃棄費用はゴミ袋に包括されて
いる。ゴミ袋の単価は１枚１００円程度で、１日で１０～２０袋の廃棄物がでて

【兵庫県】夢咲鹿工房（姫路市）

【課題】
搬入時の個体の状態にもよるが、歩留まりは２割前後で廃棄物の処理費が大きい。廃棄物は専用のゴミ袋（１枚100円程度で

廃棄費用含む）に入れて回収され、１日１０～２０袋の廃棄物が出ており、丸ごと一頭利用を進め歩留まりを向上させたいが、
ドックフードの卸値が安く苦慮している。

＜加工による付加価値化＞

＜交付金を活用し施設を整備＞

＜効率的な枝肉からのカット作業＞
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【取組の概要】
 枝肉の状態で一定期間熟成させた高品質な肉にこだわり、神戸や大阪のレストランから高価格で取引

＜金属探知機による安全確認＞

【兵庫県】宝塚ジビエ工房（養父市）

【課題】
人手が足りない。養父市内のシカ全ては受け入れられないので、約10名の猟師とのみ連携して、受け入れ数を制限している。

他に従業員がいれば、既存の施設で２～３倍の個体を処理できることから、養父市の地域おこし協力隊を活用し人材の確保と
技術の習得が出来ないか検討している。

【処理加工施設の概要】
 整備時期：古民家を改装し、平成28年11月に運営開始

運営は宝塚出身で養父市で捕獲をしている猟師歴24年の猟師

 取扱獣種：シカ
 年間処理頭数：300頭（全て市内から搬入）（平成29年度）
 従事者数：工房の従業員は１名、運搬、解体処理、加工、商品の受注・発送まで全て行う

【特徴的な取組】
 高級レストランで提供する高品質な食材としてのジビエにこだわり品質管理を徹底

①箱わな及びくくりワナで前足に掛かったシカのみ使用（後ろ足に掛かった個体は肉質が低下）
②低温熟成室で約７日前後熟成させ、余分な水分を抜き、旨味を閉じ込める。
③熟成後シカ肉を部位に切り分け、真空パックし、ショックフリーザーにより-30℃で急速冷凍
（急速冷凍により解凍後のドリップが出にくい）

 トレーサビリティーへの取組として、商品バーコードから捕獲日時、場所、ワナの種類、体重、

雌雄などの情報がわかるシステムを開発

【販売先など】
 販売先：神戸や大阪のレストラン等
 販売量：約１８トン
 販売商材：部位別販売（背ロース、もも肉、すね・ふくらはぎ等）

たれ漬けシカ肉、レストラン用カット、ドックフード等
＜高級レストランの食材として提供＞

＜低温熟成室で約７日間前後熟成＞

＜ショックフリーザーで急速冷凍＞
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【取組の概要】
 農林業被害対策として捕獲した野生獣類をジビエとして活用しようと運営を開始し、質の高い精肉を行い、市内のレストラン、生協、道の駅で販売。

＜団体の概要＞
ジビエール五條は、平成27年10月に五條市が直営で管理・運営を行う食肉処理加工施設として運営を開始し、シカとイノシシの精肉加工を行っている。

＜活動のきっかけ＞
五條市は、イノシシやシカ等の獣類による農林業被害対策として進入防止柵の設置や捕獲檻の配置を進めており、これにより捕獲された獣類を焼却処分して

いたが、ジビエとして加工・販売することで、地域の新しい資源として活用するためジビエール五條の運営を開始した。

【今後の展開方向】
 今後は更なる「ジビエ肉」の普及を図るため、今まで以上の在庫を確保する冷凍スペース

を増設する。
 食肉処理する過程で発生する精肉以外の部分については、余すところなく利用するため

ペットフード店に提供することを計画している。

【活動の効果】
 精肉されたジビエは、市内のレストランのほか、生協や道

の駅で販売されており好評を得ている。
 学校給食にイノシシ肉がジビエとして提供され、ジビエの

普及を推進している。

【奈良県】ジビエール五條（五條市）

【取組の具体的活動】
 市が管理する捕獲檻で、捕獲してから１時間以内に処理できる個体のみをジ

ビエの対象とするなど、徹底した衛生管理のもとで質の高い精肉を行い、熟
成を行うことで肉のうまみを引き出す等適切な製品化を進めている。

市長許可による有害鳥獣捕獲檻販売商品（イノシシ肉） 一次処理室 熟成用冷蔵庫内部
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【取組の概要】
 獣害対策で捕獲したイノシシとシカのジビエの流通拡大を目指して、肉の安全性に対する利用者の信頼を確保し消費を促進。

＜団体の概要＞
和歌山鳥獣保護管理捕獲協会は、平成27年３月に獣害対策を主目的で設立された団体で食肉処理施設を有する。捕獲したイノシシとシカの解体処理を行い

系列店にジビエとして納品。平成29年９月現在、会員数は69名で狩猟者と農業者で構成。
＜活動のきっかけ＞
狩猟者の減少と野生鳥獣による農産物被害の拡大への対策として設立。現在は猟師の後継者育成や狩猟免許取得を支援するとともに捕獲した獣類の解体処

理を実施。その活動を通して、止め刺し、解体処理及び衛生管理の方法を周知することで、ジビエの質や安全性を高めて販売・流通面で活かしていきたいと
考えた。

【今後の展開方向】
 ジビエの流通規格を全国的な統一基準で作成することや、日本ジビエ振興協会が開催する

ジビエサミット等でイノシシ・シカの解体処理方法、衛生管理方法、ラベル表示の決まり
などについて周知・啓蒙するための研修会等に積極的に協力していくことで、ジビエに対
する利用者の信頼を確保し流通・販売面の拡大に努めていく予定である。

【活動の効果】
 ジビエの食肉として高い品質を確保しつつ、品質に見合っ

た等級と価格設定を行うことを示す「わかやまジビエ肉質
等級」のシールを表示する安心できる食肉処理施設として
流通・販売において関係者の信頼を得ている。

【和歌山県】一般社団法人 和歌山鳥獣保護管理捕獲協会

【取組の具体的活動】
 わかやまジビエ処理施設衛生管理認証制度（注１）の認証を受けることで、「わかやまジビエ肉質等級」（注２）を格付け表示できるようになり、ジビエ

の品質や安全性に対する利用者の安心と流通・販売面の透明性を確保することでジビエ普及を推進している。
注：１ 和歌山県が制定した制度で、わかやまジビエ衛生管理ガイドラインの遵守や履歴管理システムの導入と年１回の定期検査がある等の認定基準がある

２ 和歌山県が認定したわかやまジビエ格付員が格付する等級

食肉処理施設 殺菌室内部 肉質等級証肉質等級証付商品
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【取組の概要】（ 「ディスカバー農村漁村の宝」 （第４回）優良事例として選定（ジビエグルメ賞受賞））

 有害鳥獣駆除で捕獲されたシカやイノシシを「地域の宝」と位置付け、食文化の創出や観光・産業振興に取り組む。

＜団体の概要＞

古座川ジビエ協議会は、平成26年12月に設立。構成員は個人会員50名と団体会員（団体会員：古座川町、猟友会東牟婁支部古座川分会、古座川町教育委員
会、みくまの農業協同組合、古座川町商工会、古座川ゆず平井の里、一般財団法人古座川ふるさと振興公社、道の駅「一枚岩」（鹿鳴館））にて構成。
＜活動のきっかけ＞
古座川町では野生動物による農作物被害等が年々増加している為、年間シカ約1,100頭、イノシシ約300頭近く捕獲・駆除していたが、そのほとんどが利活

用されることがなく廃棄処分されている状況が続いていた。「厄介もの」から「地域の宝（資源）」にと発想の転換を行い、ジビエを地域振興の起爆剤にす
るために設立。

【今後の展開方向】
 農作物被害対策に取り組んでいくとともに、シカ・イノシ

シを「害獣」としてではなく「地域資源」、「観光資源」
と位置付け、ジビエの普及・消費拡大を図り、「古座川ジ
ビエ」ブランドを確立し、既存特産品（柚子、ニンニク
等）を始めとした農業振興や新たな産業の創出による地域
活性化・産業振興の促進を図っていきたい。

【活動の効果】
 有害鳥獣駆除の捕獲個体買い取りをジビエとして利活用することにより、捕獲従事者の費

用負担軽減や捕獲意欲の向上が図られ、農作物被害の軽減効果があった。
 ジビエを核とすることで、新たな食文化の創出や、観光客の誘客を始めとする産業振興・

観光振興にも繋がった。ジビエ給食導入に当たり、身近な食材としてジビエを食べること
により命の大切さやジビエを食すということは、鳥獣被害対策の一助となっている背景に
ついて、食育を通じて伝えることができた。

【和歌山県】古座川ジビエ振興協議会

【取組の具体的活動】
 良質な肉質を確保する為に、狩猟者を対象に「捕獲個体受入講習会」を開催して食肉とし

て流通させるための捕獲・処理方法などの講習会を開催しジビエハンターを育成。近隣市
町村からの受入も行い広域的な取り組みを実施。

 全国のジビエ施設で共通課題となっているミンチ肉を活用。課題解決に向けて、パティに
鹿肉ミンチ72％を使用した「里山のジビエバーガー」を地元企業（パン工房カワ）と共同
開発。全国で大きな問題となっている鳥獣害被害を取り上げ、ジビエというデリケートな
食材をジビエ施設での処理工程を始め、おいしく完成度の高いハンバーガーに仕上げたこ
とが高く評価され、ご当地バーガーグランプリで優勝。

 パン工房カワ（和歌山・大阪の18店舗）と連携し、食を通じて地域を知って頂くために、
「里山のジビエバーガーキャンペーン」を開催し、バーガー購入者に抽選で古座川町へ招
待。狩猟体験（ちびっこハンターになろう！）やジビエバーバーベキュー、ナイトサファ
リツアー等を実施。

 学校給食で身近な食材として鹿肉を普及させ、食を通じて「いただきます！」に込められ
た命の大切さや、地元産業を知って頂き、豊かな自然と命の尊さを次の世代に繋げていく。
給食導入に当たって、ジビエ給食導入前の調理講習会等を開催。

「里山のジビエバーガー」

グランプリ獲得
体験ツアー

「ちびっこハンターになろう」

ジビエハンター育成

「捕獲個体受入講習会」 給食導入前の調理講習会
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【取組の概要】（「ディスカバー農村漁村の宝」 （第４回）優良事例として選定）
 ジビエ利活用の先進モデルとして、川上から川下が連携し高品質のジビエを全国に提供。

＜団体の概要＞
わかさ29工房は、平成25年７月に設立。代表１名、食品衛生責任者１名、従業員１名、地域おこし協力隊１名、研修生（他町解体処理施設運営予定者）１

名。土地・建物は若桜町の所有。猪鹿庵（ジビエアン）が指定管理者として運営。
＜活動のきっかけ＞
近年シカ等による農林業被害が目立つようになり平成22年度、23年度には年間約1,000頭（若桜町・八頭町計）であった捕獲数が年々増加し被害は深刻なも

のとなっている。捕獲後シカ等の多くは埋設などして処理していたが、廃棄されるシカ等を有効活用するため、平成24年度にジビエ解体処理施設（以下「処
理施設」という。）を建設し平成25年度から稼働。若桜町と隣接する八頭町で捕獲された鳥獣を含め里山の恵みとして特産化を推進。

【今後の展開方向】
 ジビエ拠点施設として高度な処理技術の他施設（地域）へ普

及。
 隣接する智頭町で開設予定の処理施設従業員の研修を受け入

れ、安全安心な処理技術の普及とともに、後継者を育成。
 国のジビエ認証制度モデル地区として認定予定。全国的な先

進モデルとして、県内外のジビエ処理施設を牽引。
 智頭町等と広域連携し、更なる捕獲・処理頭数の増加。
 更なる販路拡大（県版HACCP認証取得を契機に、安全安心を

PR）。

【活動の効果】
 処理頭数、解体処理率が大幅な増加（約７倍）。

処理頭数：263頭（平成26年）→1,857頭（28年）、処理率（若桜町）：5.6％（26年）→34.8％（28年）
 首都圏や県内など、全国へのジビエ普及首都圏関西圏レストラン約100店舗⇒首都圏での

ブランド力向上、市場拡大に貢献。
 全国のシェフの視察受け入れを通して安全安心なジビエのPR、ジビエの利用拡大に寄与。

鳥取県内スーパーでは鹿肉の通年販売が始まり一般家庭へも普及。近隣の道の駅（鹿加
工品の販売）、鹿革製品等の販売店、レストラン（ジビエ料理の提供）などと連携して
ジビエ関連産業を創出。地域経済へ大きな波及効果。

【鳥取県】わかさ29工房（若桜町）

【取組の具体的活動】
 全国のシェフの施設見学を積極的に受け入れ安全安心なジビエをPR。消費者目線のジビエ

を追求するとともに、ジビエが生産される豊かな自然や食材の豊富さをPR。
 首都圏関西圏レストラン約100店舗、県東部約20店舗等、県内外高級レストラン等へ提供。
 （一社）日本ジビエ振興協会と連携等、全国的なジビエ消費拡大への協力。
 地元スーパー、道の駅で鹿肉や加工品の通年販売、県庁食堂でのジビエカレーや八頭郡内

の小中学校給食活用など県民に向けたジビエ文化の拡大。
 安全安心な「とっとりジビエ」への理解の深化、県内処理施設の更なる衛生管理の向上を

図るため、シェフや他処理施設管理者に対する解体処理研修等の実施。
 他町処理施設運営予定者を研修生として受け入れなどの後継者育成にも協力。
 猟師が捕獲し、持ち込まれたシカ等は、原則全頭受け入れ。
 自社で保冷車を整備し、品質低下しやすい夏場や遠隔地で捕獲されたシカ等を処理施設従

業員が自ら集荷。
 ジビエとして提供できるものを厳選し、それ以外はペットフード原料として販売、また、

廃棄していた骨や皮などの残渣についても販路を確保し、捕獲鳥獣の有効活用を図る。

首都圏や県内など、全国へ
のジビエ普及

ジビエ処理技術、衛生管理
の後継者育成

シカ肉モモを活用した鹿寿司

首都圏シェフとの交流を通じ、

安心安全なジビエをPR
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【取組の概要】
 冬場に比べ、需要の低かった夏場のジビエ肉の有効活用のために、全国に先駆けて、日本初となる夏イノシシ缶詰の商品化に成功。
 廃棄していた骨や内臓を飼料等に活用し、廃棄コストゼロに取り組む。

＜団体の概要＞
美郷町・（株）おおち山くじらは、町と地域住民、地元農業者等が一体となって被害対策で捕獲された主に夏イノシシ等の資源化・有効利用を目的に平成16年６

月に組合として設立。農業者等で構成された駆除班員約百数十名の捕獲後の資源化を担う組織として平成29年10月まで地域で活躍し、組織の高齢化や更なる
産業振興、定住等のために同年11月に法人化し、新体制でスタート。
＜活動のきっかけ＞
農作物等に被害を及ぼす野生鳥獣を捕獲・駆除する目的で組合が設立されたが、年間に約400～500頭のイノシシを捕獲しているものの、そのうち夏季に捕

獲するのは300～400頭と割合は多くなっている。
脂の乗った冬場の肉を求める需要は多いが、夏場は脂肪がなく、傷みやすいため消費ニーズがないことが課題であった。しかし、農作物被害が多発し、年

間で捕獲頭数の割合も多い夏場の捕獲後の処理を資源として有効利用し、処理軽減に繋げていくことが夏場の食肉等の有効活用の目的であった。

【今後の展開方向】
 平成29年11月、既存の組合から、被害対策の持つ公益性や公共性の活動も含めた事業を継

承した法人を新たに立ち上げた。この法人が、夏場の肉を持続可能な資源として積極的に
普及・活用することで産地化を図り、周辺自治体を巻き込んだ事業展開を進めていくこと
で、町の定住や雇用を含む地域活性化・産業振興にも寄与していくことを望んでいる。

【活動の効果】
 ジビエ肉の有効利用を図ることで、農家等の捕獲従事者の

捕獲処理の負担を軽減し、狩猟免許の積極的な取得など自
衛意識を向上させ、被害軽減に繋がっている。

 利用が難しかった夏のジビエ肉の有効活用を始めたことや
廃棄していた骨や内臓の有効活用を図ることで、従来発生
していた廃棄コストをゼロにするサイクルが確立した。

【島根県】美郷町・（株）おおち山くじら

【取組の具体的活動】
 夏場は捕獲檻から捕獲個体を生きたまま食肉施設に運搬する生体搬送を組合設立時から今日まで継続し肉の鮮度や衛生面を保ってきた。
 平成26年からは、県内のカレー専門店にて夏肉の提供が始まり、28年にはイノシシの夏肉を利用した缶詰を全国で初めて開発した。
 食肉処理したイノシシの生皮をタンナー（皮なめし業者）のもとで加工し、出来上がった皮を財布やペンケースなどの皮革製品として地域資源化している。
 29年の７月からは、子イノシシを薫製にする事業にも取り組んでいる。
 本来廃棄していた骨や内臓をペットフードやセメントの材料に活用する事業にも取り組み、廃棄処理コストの削減にも繋げている。

夏イノシシの生体搬送地元女性によるイノシシ

皮革製品活動の様子

閉鎖した旧保育所を活用した工場にて

製造した日本初の夏イノシシ缶詰
廃棄物のイノシシ残渣を

飼料原料に有効活用
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【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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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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に
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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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その他販売促進の工夫

• ジビエ肉の成分特徴
（高タンパク、低カロ
リー、鉄分豊富等）を
活かしたアスリート向
け販売促進

• さらにジビエ利用の歩
留まり向上のためペッ
トフードにも加工

調理が簡単、美味しく、
お手頃価格のジビエ商
品を開発

・「こころうたれるシ
リーズ」としてス
テーキ、ハンバーグ、
ソーセージ等を開発。

・施設のHPでネット販
売開始。

〈取組の背景〉
• これまで年間約500頭を処理し、東京・大阪を中心とする飲
食店に主に販売。

• しかし、収益性の向上を図るためには飲食店のみならず、調
理経験のない人や家庭でも簡単に美味しく食べられる商品開
発により需要を拡大することが課題！！

ジビエモデル地区の注目の取組【需要開拓】 ー和歌山県古座川町ー

〈モデル地区の概要〉

• 年間処理頭数
（現状：H28年度）518頭 ⇒（計画：R元年度）1,024頭

• 施設（既存施設）
処理加工施設 １カ所（公設民営）

• 処理頭数の増加、販路拡大に向けた主な取組
ジビエ商品の開発
商談会等への参加
広報活動（販促ツール作成、WEBサイト構築）

• 県の「わかやまジビエ処理施設
衛生管理認証」取得

• 販路
市内のレストラン、宿泊施設、
観光施設 等
ペットフードや皮の活用も実施

ロース・モモ以外の部位を美味しく加工し販路を開拓！
施設の収益性も向上！

様々な部位を有効
活用した
商品開発

処理施設「山の光工房」

WEBによる販売

ステーキ（バジル味）
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・有害駆除等で捕獲した1,000頭
を超えるシカやイノシシの有効利
用を図るため、古座川町が平成27
年3月に食肉処理施設を整備。運
営を「南紀月の瀬温泉ぼたん荘」
に委託。

・平成28年4月に「わかやまジビ
エ処理施設衛生管理認証」を取得
し、「古座川清流鹿金もみじ」と
銘打ち、良質な食肉としてブラン
ド化に取り組む（平成28年度処理
頭数：518頭）

・しかしながら、収益性の向上を
図るためには飲食店のみならず、
家庭でも簡単に美味しく食べられ
る商品開発により需要を拡大する
ことが課題となっていた。

ロース・モモ以外の部位を美味しく活用する商品開発への道のり！

Step1

・平成29年に簡単におししく食
べられる商品開発を行うための
検討を開始。

・平成30年度に検討を具体化す
るべくジビエ利用モデル地区に
申請し、選定される。

・平成30年５月からジビエ商品
の開発に着手し、焼き肉のたれ
を製造している食品メーカと商
品開発コンセプト（調理が簡単、
冷めても美味しい、お手頃価格
等）を協議しながら、何度とな
く試食を重ねるとともに、商品
のキャッチコピーやパッケージ
デザインについてもこだわりを
持って開発に取り組んだ。

・平成30年12月、ステーキ、
ハンバーグ、ソーセージ等の商
品開発に成功、２月より「ここ
ろうたれるシリーズ」と銘打ち
施設のWEBで販売開始。

・販売以降、好評を博しており、
売り切れで在庫が無い状況も生
じている。
加工し販売することで需要の低
い部位の価格が大幅にアップ。
（平成29年度：端材部位（原
料販売）1,300円／kg→端材部
位（加工販売）2,500円／kg）

Step3Step2

〈今後の展開〉
• 現在、ジビエ肉の成分特徴
（高タンパク、低カロリー、鉄分豊富
等）を活かしたアスリート向け販売促進
も取り組んでおり、アスリートへの食肉
提供、体育大学とのコラボも検討中。

• さらにジビエ利用の歩留まり
向上のため新たなペットフード商品の開
発も検討中。
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〈取組の背景〉
• 大分県のイノシシ・シカの捕獲実績は約7万頭で全国2位

• 一方、小規模処理加工施設が多く、独自に販促等を行い、大手需
要に対応できない

• ジビエ利活用推進のため、安定供給体制の確立とともに、幅広い
需要開拓のための取組が必要

ジビエモデル地区の注目の取組【需要開拓】 ー大分県県内全域ー

〈モデル地区の概要〉

・コンソーシアム
大分県、15市町、大分県猟友会、20処理加工施設、外

・処理加工施設数
20処理加工施設

・年間処理頭数
（現状：H28年度）1,499頭

⇒（計画：R元年度）4,600頭

・施設整備
冷凍車 2台 プレハブ冷凍庫 2基 高温高圧調理器一式

・国産ジビエ認証施設として2施設が認証(令和元年8月現在)

学校給食やペットフードへの利用など幅広い需要の開拓を推進

学校給食でジビエ料理を提供
・8市135校でジビエ料理を提供

シカ肉を用いたペットフードを販売
・インターネット販売やふるさと納税の返礼品に対応

県内ジビエ取扱い飲食店においてスタンプラリー
・「大分ジビエマップ」を作成し、掲載飲食店においてス
タンプラリーを実施

県内各種イベントでのPR
・「ジビエPRday」をはじめ各種イベントにおいてPR

幅広く需要を開拓！

認証処理加工施設
「宇佐ジビエファクトリー」

認証処理加工施設
「TAG-NIGHT (タグナイト)」
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・県では、H23年度に「大分県鳥獣被害対策本部」を
設置し、部局横断的に鳥獣被害対策を推進。

・イノシシ・シカの捕獲頭数は全国２位。
(H28年度実績 イノシシ31,309頭 シカ34,302頭
合計70,611頭)

・ジビエ利用については、県内の処理加工施設の多くが
小規模で、販路開拓についても各施設独自に実施して
いたことから、流通量が少ない（利用割合は約３%）。

・そこで、行政や関係者が連携し、H29年度に県主導で
「大分ジビエ振興協議会」を設置、ジビエ倍増モデル整
備事業(農水省)を活用して、県内全域で学校給食や衛生管
理の研修会の開催、県一丸となったPR活動等に取組むこ
ととなった。

幅広い需要の開拓を推進

Step1

学校給食でジビエ料理を提供
・学校給食でジビエ料理を提供するにあたり、学校給食衛
生管理研修会で栄養士等への説明会、市町村及び学校へ
の意向調査の実施。

・既実施の4市のほか、新たに6市が取組開始(当協議会の
支援は8市)。

・新規提供地域への支援(肉代補助)。

・既存提供地域の新規メニュー開発･実施回数増加に対す
る支援(肉代補助)。
※概要
実施市町村：H29年度４市

→平成30年度10市
(うち補助対象は新規6市、継続2市)

補助対象：ジビエ(肉)代金
上限単価：スライス3,000円/kg ミンチ2,000円/kg

※獣種･部位不問、上限単価超過分は
実施市町村･調理場等の負担

Step2

学校給食の取組
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幅広い需要の開拓を推進

学校給食でジビエ料理を提供
・H30年度に給食でジビエを提供する学校が8市135校に
増加(H30新規6市80校)。

H22年度より継続
H23年度より継続
H30年度より新規

シカ肉を用いたペットフードを販売
・ペットフードの販売量が増加。

H29 129kg/月
→ H30 189kg/月

県内ジビエ取扱い飲食店において
スタンプラリー

・スタンプラリーを通じてジビエを取り扱う県内
各料理店の普及が図られた。

県内各種イベントでのPR
・H30年度に7つのイベントに出展、今年度もラグビーワー
ルドカップを含む３つのイベントに出展を予定。

鹿ジャーキー

シカ肉を用いたペットフードを販売
・ジビエのペットフード利用の需要が高まっていることを
受け、ペットフード専門の処理加工施設である
TAG-KNIGHT(タグナイト)の生産体制を強化するため、
モデル事業を活用して設備追加を補助。

・衛生面を向上させブランド力を高めるため、国産ジビエ
認証機関である、日本ジビエ振興協会を講師に招き、制
度研修を開催。

県内ジビエ取扱い飲食店においてスタンプラリー
・ジビエを取り扱っている県内の料理店や販売店の情報を
収集し、「大分ジビエグルメマップ」を作成。
(料理店22店舗、販売店24店舗、通販４店舗)

・「大分ジビエグルメマップ」に記載の料理店を回るスタ
ンプラリーを開催。

県内各種イベントでのPR
・ジビエPRdayをはじめ、県農林水産祭や国民文化祭に出
店する処理加工施設等に対し、経費を補助。

・ラグビーワールドカップの開催地に大分が選ばれたこと
を受け、関連イベントにジビエの出展予定。

Step3Step2

大分ジビエグルメマップ
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３．ペットフード利用
における取組事例
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