【長野県】信州ジビエ研究会

シカ

関係者
連携

【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。
【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。

JR 東日本と連携により
信州ジビエフェア開催

信州産シカ肉認証制度
解体手順の審査状況

【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。

大手スーパー「イオン」の
店頭に並ぶ認証製品

家庭料理への普及啓発活動
「地域で食べようシカ肉料理」

【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。
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【長野県】小諸市動物園（小諸市）

シカ

動物
園

【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。
【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
≪令和元年６月の聞き取り調査に基づき作成≫

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
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【岐阜県】株式会社

キサラエフアールカンパニーズ

シカ

学校
給食

レスト
ラン

≪平成30年度の聞き取り調査に基づき作成≫

【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。
【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。

地域の若い狩猟者へ捕獲
技術や場所を提供

地元のジビエ・食材を使った食肉
加工メニュー開発

ぎふジビエ解体人材育成
プログラム実習の様子

地域の食資源を発掘し、
レストランで提供

【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。

【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。
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【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

シカ

大学

【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。
【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。

フードマネジメント研究室の
メンバー

ごはん屋さくら

【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。

「大学は美味しい!!フェア」に参加

イズシカめんち定食

【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。
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【愛知県】奥三河高原

ジビエの森（設楽町）

シカ

直売
所

ｲﾉｼｼ

ﾄﾚｻ

【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。
【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

販売まで保管する冷凍庫

真空パックしたイノシシ・シカ肉

枝肉庫で熟成されるイノシシ・シカ肉

【活動の効果】
【今後の展開方向】
 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。  ジビエの商品開発・ブランド化や販売施設の新
 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。
設により、地域の活性化と地域コミュニティの
 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
再生をめざす。その一環として冷蔵庫等の施設
年同期を上回る結果となった。
を増設し、販売量の拡大に取り組む。
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【愛知県】一般社団法人 おいでん・さんそん

ｲﾉｼｼ

ﾏｯﾁ
ﾝｸﾞ

大手
外食

【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。

＜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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【活動実績】
項

目

猪肉カレー売上高
販促等活動回数
県立足助高校
カレー向け猪肉供給量
㈱山恵
マッチング件数
おいでん・さんそん

単位

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

6,702
千円
－
－
－
－
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
5
回
－
－
－
－
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
kg
900
－
－
－
－
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
32
29
31
46
31
件
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

H30年度
（見込み）
12,449
7
1,200
40

【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。
里山の妖精「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。
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」

イベント出展では足助高校生が販売促進に大活躍

愛知県知事公邸で試食会
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