
（４）文化、価値観及び社会組織 

「みかんといえば有田、有田といえばみかん」の言葉が示すとおり、有田地域は

みかん栽培によって生活・文化を発展させており、みかんにまつわる文化が数多く

生まれている。 
 

みかんは日本の文化に最も定着した果物の一つであるが、そのはじまりは江戸時

代の紀州みかんの大規模出荷であり、その歴史は「紀伊国屋文左衛門」伝説等で彩

られている。 
 

また、日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」は、現在の多様な出荷組織に発展

しており、集落単位における情報交換・相互研鑽の場としての役割も果たしている。 
 

みかん栽培に挑み、地域を発展させ続けてきたことは人々の誇りであり、本シス

テムを支える精神的な基盤となっている。 

 

ア みかんにまつわる多彩な文化 

（ア）みかんにまつわる当地独自の農耕祭事 

日本の農耕祭事は、稲作を中心としたものがほとんどであるが、有田地

域では、みかんにまつわる独自の農耕行事が数多く生まれている。 
 

1 月 15 日（旧暦）の中正月には、みかんの豊作を祈願し、みかん園に小

豆粥が供えられるが、「なれなれみかんの木 

ならにゃぶっち切るぞ」と高らかに唱えられ

る様子は正月の風物詩となってきた。 
 

なお、新暦の正月付近はみかんの出荷最盛

期であるため、有田地域では旧暦によって一

部の正月行事を行っており、みかんを中心と

した年の瀬の風景がみられる。 
 

また、須佐神社（すさじんじゃ・有田市）で

は、竹筒に小豆粥を入れて炊き、その中に入

った米・小豆の量により、早生・中生・晩生

ごとのみかんの豊凶が占われている。 

 

（イ）みかん摘み唄（有田の江島節） 

有田地域では、江戸時代よりみかんの収穫時の作業歌である「みかん摘

み唄」を歌い継いできた。 

ゆったりとしたのどかな歌は、大正 12 年（1923 年）に、国定教科書小学

校読本に採用されるなど、日本全国で広く親しまれてきた。 

写真 5-1 粥占い 
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（ウ）「紀伊國屋文右衛門」伝説 

紀州みかんにまつわる偉人として全国に知られているのが、紀伊国屋文

左衛門である。 

嵐をついて江戸に紀州みかんを運び、巨万の富を築いた文左衛門の勇姿

は広く知れ渡り、その様子は「沖の暗いのに白帆が見える、あれは紀ノ国み

かん船」と歌い継がれている。 

紀伊國屋文左衛門は、有田地域（湯浅町）の生まれとされており、命日（4/24）

には、勝楽寺（湯浅町）にて法要が営まれている。 

また、有田市では、紀伊國屋文左衛門を偲ぶ「紀文まつり」が毎年夏に

開催されており、若い世代にも文左衛門の業績が伝承されている。 

 

 

 

イ 日本の食生活へのみかんの定着に対する貢献 

みかんは、冬の風物詩として日本人の食文化に定着しているが、この定着に

果たした有田地域の役割は非常に大きい。 
 

みかんの大量流通は、江戸時代の有田地域から始まっており、江戸末期にお

ける江戸への「紀州みかん」の出荷量は、江戸の全住民がみかんの季節に毎日

１個以上食べた量に相当する（約 15,000t）。 

また、近年では「有田むき」に着目した活動が活性化している。 
  

みかん摘み唄 
～沖の暗いのに白帆が見える あれは紀の国みかん船～ 
～お茶は駿河の上茶でござる みかんは紀州の有田のもの～ 
～今度いんだら持て来ておくれ 有田みかんの枝折りを～ 
～江島新乃丞は六合（禄俸）に離れ 池の小鮒の水ばなれ～ 

写真 5-2 勝楽寺の紀伊国屋文左衛門の碑（右）と紀文まつり（右） 
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有田むきとは、有田特有のみかんのむき方であり、農作業中に手を汚すこと

なくみかんを味見するために生み出されたものといわれている。 

SNS による情報発信を契機に有田むきは大きな注目を集めており、地域では

「有田むき選手権」（JA ありだ共選協議会）などの新たな販売促進活動を展開し

ている。 
 

このように有田地域は、江戸時代から現在に至るまで、日本の食文化にみか

んを定着させ続けている。 

 

ウ 紀州みかん発祥の地としての誇り 

有田地域の人々にとって、日本で初めて、みかん栽培を生計の手段にまで発

展させ、地域の生活・文化を豊かにしてきたことは、大きな誇りとなっている。 

江戸時代、肥後八代より小みかんを持ち帰った伊藤孫右衛門は「みかんの始

祖」として今なお崇められている。 

また、有田地域には、自らが確立した栽培技術を隠すことなく広く普及させ

る気風があり、「みかんを知るには、紀州を訪うにしかず」との言葉は、みか

ん産業を牽引してきた有田地域に対する最大の賛辞であり、地域の誇りである。 
 

 

図 5-1 有田むき 

写真 5-3 伊藤孫右衛門の顕彰碑（左）と紀州蜜柑発祥の地の碑（右） 

左：大正 4 年(1915 年) 設立。 
15 代紀州藩主徳川頼倫の筆により「紀州柑橘剏稟（紀州柑橘を始めて授かる）之碑」と記される。
 

右：伊藤家 21 代伊藤一美氏、22 代伊藤美千代氏の農園に建立。（伊藤孫右衛門は 6 代目当主）
碑文には「この山田の地に初めて植えたのが始まりで、以来原木より受け継がれた小木を、古株
跡に代々植え継いでいる。此事子々永く不可忘なりと申し伝わっている」と記される。 

出典：紀伊國屋文左衛門を偲ぶ会「有田みかんの歴史を探る」 
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エ 多様な出荷組織の共存による「有田みかん」ブランドの形成 

全国におけるみかんの出荷形態の主流は「農協出荷」であるが、江戸時代よ

り生産者・集落主体で出荷を行ってきた有田地域では、現在も多様な出荷組織

が共存している。 
 

 
 

有田地域は京阪神に近く、小中規模の出荷組織による機動性を活かした市場

出荷が可能になることに加え、こだわりの栽培による「高糖度・高品質みかん」

の差別化販売を望む生産者が多いことから、多様な出荷組織が生まれている。 
 

なお、有田地域における現在の出荷形態は、 

①共選共販組織（農協共販組織、集落共販組織） 

②個人選果（個選）による輸送共同組織 

③個人出荷 

④集出荷業者 

の４形態に区分される。 
 

 
 

 

表 5-1 農産物売上１位の出荷先別経営体数 

資料：2015 年農林業センサス（農林水産省） 

※1：愛媛県八幡浜市、西宇和郡、西予市三瓶町 
※2：静岡県浜松市北区三ヶ日町 

 有田地域 3,691 (100%) 1,980 (54%) 571 (15%) 1,140 (31%)

 西宇和地域※１（愛媛県） 2,548 (100%) 1,933 (76%) 85 ( 3%) 530 (21%)

 三ヶ日地域※２（静岡県） 840 (100%) 592 (70%) 119 (14%) 129 (15%)

その他農  協

農産物の売上１位の出荷先別

単位：経営体

農協以外の
集出荷団体

計

選 別
集荷物の
分荷権

輸 送 販 売

共選共販組織

農協共販組織

集落共販組織

個選による輸送共同組織

個人出荷者

集出荷業者

出荷・販売工程の担い手

農 協

任 意 組 合

個 人

集出荷業者

図 5-2 有田地域におけるみかんの出荷形態 

60



各出荷形態にはそれぞれに出荷・販売上のメリットがあり、各地域・集落・

農家は、その生産状況等に応じた出荷形態を採用することで、地域全体として

の販売力を高めている。 
 

 
 

 

また、「蜜柑方」から続く集落組織は、農家による情報交換・相互研鑽の場と

しての役割も果たしており、地域全体の技術力の底上げ等に貢献してきた。 
 

このように、本システムでは、多様な出荷形態の共存によって有利販売を展

開することで、地域全体で「有田みかん」ブランドを形成してきた。 
 

近年では、地域全体で統一基準を定め、高品質なみかんを出荷する「厳選出

荷」を展開するなど、先人達が培ってきた有田みかんのブランド力を更に高め

る取組を展開している。 

 

価格低迷期を乗り越える原動力となった「多様な出荷組織の共存」 

みかんの価格低迷期（1972～1990 年）において、多くの産地が農家数・栽

培面積を減少させるなか、有田地域がその減少率を抑えることができた要因の

一つが「多様な出荷組織の共存」である。 

 

①共選共販組織（農協共販組織、集落共販組織） 
・農協共販組織：農協が分荷権（市場に集まった荷物を売りさばく権利）を保有。 
・集落共販組織：集落組織（任意組合）が分荷権利を保有。 
・出荷ロットの大型化による大口取引が可能。 
・有田地域では、農協組織が成立する以前より、共同出荷組合（蜜柑方）が組織さ

れていたこともあり、農協共販率は低い。 
 

②個人選果（個選）による輸送共同組織 
・各農家が、販売先を決定。卸売市場までの輸送を共同で実施。 
・ブランド力の高い集落等では、共選共販による大口取引よりも、個人販売によ

る高い競争力の維持・差別化のメリットの方が大きいため、本形態を採用。 
 

③個人出荷 
・品質本位の「顔のみえるみかん」の高単価出荷。 
・自家園地のみの出荷であり、選果過程が短く、短時間で箱詰めできるため、荷

傷みが少なく、鮮度保持に優れる。 
 

④集出荷業者 
・集出荷業者が、生産者から販売を受託。 
・農家が収穫し、無選別のまま集荷施設まで持ち込む集荷方法が主流。 
・高齢出荷者等に対しては巡回集荷も実施。 
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多様な農家形態・ニーズを支える出荷形態の多様性 

・出荷に対する考え方（販売戦略）は農家の経営形態によって様々であるが、出荷 

形態の多様性は、「先進農家・中核農家によるブランド商品の高単価販売」や「兼 

業農家・高齢農家の出荷作業の省力化」を可能にしてきた。 
     

・「農協出荷」では、大ロット出荷により市場での価格優位性を獲得しているが、” 

小ロット・個性化商品の高単価販売”は難しい。 
     

・一方、「個選による共同輸送組織」や「個人出荷」は、”顔の見える個性化商品の 

高単価販売”を可能にし、先進農家や中核農家の所得向上を実現してきた。 
 

・また、兼業農家や高齢農家にとって、「出荷前の粗選別」や「集荷場までの運搬」 

は大きな負担になっているが、みかんを無選別のまま運び込む「集出荷業者への 

出荷」は省力化に大きく貢献している。 
     

・なお、集出荷業者は「巡回集荷」も行っており、高齢農家の営農継続を支える出 

荷形態となっている。 
     

・このように有田地域では、「多様な農家の多様な出荷ニーズ」に応える多様な出 

荷組織の共存により、みかん生産の維持を可能にしてきた。 
     

・なお、「多様な出荷組織の共存」を可能とする背景には、蜜柑方から続く市場と 

の密接な関係や高品質みかんの生産に加え、大消費地である京阪神市場への地理 

的な近さが存在する。 
     

  （補足）温州みかん栽培の継続による産地維持 

・価格低迷期において、多くの産地は温州みかん以外の柑橘類（晩柑類）やキ 

ウイフルーツへの品目転換を進めている。 
   

     ・なお、有田地域の階段園は耕土が薄いことから、温州みかんの樹がコンパ 

クトに育つとともに、栄養生長と生殖生長の均衡により高品質な果実が収 

穫できる一方で、深い耕土を必要とする晩柑類への転換は困難である。 
     

     ・また、急傾斜地の階段園を主とする有田地域では、キウイフルーツへの転 

換も困難である。 
   

     ・そこで有田地域では、６次産業化、高糖度・差別化商品のブランド化や多 

様な出荷形態の共存により、みかん産地として生計を確保し続けてきた。 
     

     ・また、品目転換を行う場合においても、「清見」や「不知火」など、消費 

者ニーズを捉まえた品目を選定してきた。 
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表 5-2 価格低迷期（1972～1990 年）前後の温州みかん、その他柑橘類の結

果樹面積の推移 

  

資料：果樹生産出荷等計（農林水産省）    
注１：1975 年の結果樹面積を 100%としたときの値 
注２：その他柑橘類は、なつみかん、はっさく、いよかん、ﾈｰﾌﾞﾙｵﾚﾝｼﾞの合計 

（ただし、1975 年の有田地域は、なつみかん、はっさく、さんぼうかん、ﾈｰﾌﾞﾙｵ
ﾚﾝｼﾞの合計） 
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（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 

東西 約 25km、南北 約 20km に広がる有田地域は、北側に長峰山脈、南側に白馬

山脈から分かれた小高い山脈を有し、そのほぼ中央を有田川が東西に流れる。 

有田川は、標高 200～300m 級の山々の間を流れて紀伊水道に注ぎ、河口部におい

て沖積平野を形成し、海岸部はリアス海岸となっている。 

 

北側・南側を囲む山々は、夏場の雨雲を遮ることで果実の糖度を上げ、台風によ

る強風を弱めている。 

紀伊水道に向けて開けた地形は、黒潮暖流による温暖な気候、海面からの日光の

照り返しや、潮風によるミネラル供給などを生み出している。 

また、有田川沿いの園地には、河川に沿って海からの暖気が運ばれるとともに、

開けた河川環境は斜面の日当たりを向上させている。 
 

地質でみると、有田川北岸には有田川構造線、南岸には仏像構造線が東西に走り、

北から三波川帯、秩父帯、四万十帯に区分される。 

気象でみると、比較的温暖で雨量が少なく晴天日の多い瀬戸内海式気候区と温暖

多雨な南海気候区の移行地帯であり、年平均気温は約 16℃（温州みかんの栽培適温：

年平均 16～17℃）、年平均降水量は約 1,600～1,800mm、年日照時間（海岸部）は約 1,700

～2,000 時間となっている。 
 

有田地域の人々は、このみかん栽培に適した地形・気象条件の下、長年にわたっ

てその地勢・地質に応じた土地利用を行うことで、みかん産地を形成してきた。 

人々は有田川の両岸に連なる山々において、尾根部を雑木林（二次林）として維持

することで土壌の流亡を抑え、水源を涵養するとともに、その下方において石積み

の階段園を築いてきた。 

図 6-1 有田地域（航空写真） 

出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 
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この土地利用は、江戸時代から現在にまで続くものであり、長年にわたる自然へ

の働きかけにより現在のランドスケープが生み出されている。 
 

 
 

なお、トラック等の運搬手段が広く普及するまで、農家の人々は日々の農作業の

際に麓の石をみかん山に運び上げることで、次の世代による開園や将来の災害復旧

に備えてきた。 

今でも有田地域の石垣を観察すると、河原の丸石や山石などの様々な石が用いら

れていることがわかり、長年にわたる営みの歴史が目に見える形で遺されている。 
 

 

 

 

図 6-2 有田地域のみかん山の様子 

左上 江戸後期（紀伊名所図会、1812 年）  右上 明治期  （紀州柑橘録、1884 年） 
 左下 昭和初期（和歌山懸柑橘類の農業地理学的研究、1938 年）  右下 現在 

写真 6-1 丸石（左）、山石（右）による石垣 
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また、山の傾斜度に応じて階段園のテラス面の幅（石垣の高さ）を調整することで、

崩落に対する抵抗性を有した土地利用を地域全体で行ってきた。 

 

 
 

そして、みかん山の麓には集落が、有田川が形成した沖積平野には集落や水田が

築かれ、有田川が紀伊水道へと繋がっていく。 
 

 
 

なお、石積みの階段園による土地利用は、開墾時に生じた岩石の除去・搬出労力

の削減だけでなく、高い排水性による果実糖度の上昇を目的としたものであり、江

戸時代から現在に至るまで守り続けてきた「最高品質のみかんを生み出すための」

持続的な土地利用の姿である。 
 

写真 6-2 傾斜度に応じテラスの幅、石垣の高さを調整した階段

図 6-3 尾根部の雑木林-傾斜度に応じた階段園-集落・水田からなるランドスケープ 

出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 
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また、有田川北岸などの南向き斜面と、南岸などの北向き斜面では日照条件が異

なるが、北向き斜面の土地利用においても、より日当たりのよい東側に階段園を築

くことで午前中の日照を確保してきた。 
 

 
 

また、海岸部では、各園地の海側（西側）を雑木林として残して階段園を築くこ

とで、風害を防ぎつつ、その日当たりの良さを活かした土地利用を行ってきた。 
 

 
 

このように、有田地域では長年をかけて自然に働きかけ、それぞれの地勢に応じた

土地利用によりみかんを栽培しており、先人達の営みの歴史を物語る独自のランド

スケープを生みだしている。 

  

 

図 6-4 有田川北岸・有田川南岸における階段園の様子 

 南岸においては、西側を雑木林として維持し、東側に階段園が築かれている。 
出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 

 

図 6-5 海岸部における階段園の様子 

 海側（西側）に雑木林を残し、階段園が築かれている。 
出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 
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 雑木林・河川とみかん生産の繋がり 

「山頂の雑木林」は、土壌流亡や山頂から吹き下ろす強風を抑えることで、みか

ん園地を守っている。 
 

なお、「集落－里山」ではなく、「集落－みかんの階段園－山頂の雑木林」の土地

利用を行っている有田地域では、みかんの剪定枝を薪として利用することで雑木林

の荒廃を防ぎ、「集落－みかん山－山頂の雑木林」の環境を保全してきた。 
 

温暖で降水量が多くないことから、高品質なみかん栽培に適した当地域において、

「河川」は黒潮暖流による温かい空気の通り道として内陸部での開園を可能にする

とともに、江戸～明治期には輸送経路（船）として、昭和 30 年代以降は夏期のか

ん水の水源として利用されてきた。 

 

雑木林とみかん生産との繋がり 

・山頂で維持される雑木林は、降雨による土壌流亡の抑制、保水機能の向上、山頂か

ら吹き下ろす強風からの園地の防護（台風が多く通過する有田地域における重要な役割）

及び腐葉土の発生による養分流下においてみかん栽培と繋がっている。 
 

・平地が少なく、山頂付近までみかん園に開墾してきた有田地域では、山頂の雑木林と 

ともに、みかん園も「里山」としての役割を果たしてきた。 
 

・昭和 40 年以前には、みかんの剪定枝を「薪」として利用することで、山頂の雑木林 

の荒廃を防いできた。 
 

・なお、和歌山県南部では、集落と里山の境界にダンチク（イネ科）が移植されている 

が、境界として「みかん園」が存在する有田地域ではダンチクの移植はみられず、み 

かん園が緩衝地帯としての役割を果たしてきた。 
   

写真 6-3 400 年にわたる人々の営みが生み出した、山頂の雑木林-石積みの階段園-集落

-有田川-海へと連なるランドスケープ 
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河川とみかん生産との繋がり 

・河川は、夏期のかん水の水源（かつては、山腹に築かれた「ため池」が唯一の水利施設であ

ったが、昭和 30 年代以降、共同かん水施設が整備。）、「開けた地形」（水面・川辺）の形成に

よる河川両岸の日当たりの向上、内陸部への「黒潮暖流による温かい空気」の伝播及

び船によるみかんの輸送経路（鉄道の発達以前（大正 2年 有田鉄道開通））として、みか

ん栽培と繋がっている。 
     

  （補足）雑木林と人々の生活の繋がり 

・有田地域では、山頂の雑木林が育む豊かな植物を生活に利用。 

         ユズリハ、ウラジロ：正月飾り 

         サルトリイバラ（林縁部に生育）：かしわ餅 

         ヒサカキ：仏花 

         アケビ、サルナシ、ヤマモモ、コナラ・クヌギ（ドングリ）：子供のおやつ 

         ネズ：クリスマスツリー 

                                         など 
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