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概要情報 

農林水産業システムの名称 

みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム 

日本農業遺産の認定年月日：令和３年２月 19 日 

申請団体 

・団体名：有田みかん地域農業遺産推進協議会 

・組織構成： 
 

有田市、湯浅町、広川町、有田川町、ありだ農業協同組合、ＪＡありだ共選協議

会、“ブランドありだ”果樹産地協議会、有田地方生活研究グループ連絡協議会、

有田地方農業士協議会、有田地方４Ｈクラブ連絡協議会、紀州有田商工会議所、

湯浅町商工会、広川町商工会、有田川町商工会、有田市観光協会、（一社）湯浅観

光まちづくり推進機構、広川町観光協会、有田川町観光協会、学校法人近畿大学、

和歌山県果樹試験場、和歌山県立博物館、和歌山県立自然博物館、和歌山県 

認定地域の位置 

・申請地域名：和歌山県 有田地域 

（有田市・湯浅町・広川町・有田川町 

のみかん栽培地域） 
 

・申請地域の位置に関する説明 

紀伊半島の北西部に位置。 

北は長峰山脈、南は白馬山脈、西は紀伊水道、 

東は紀伊山地に面す。 
 

・地理座標（緯度経度） 

東経 135 度 07 分～135 度 31 分 、北緯 33 度 94 分～34度 13 分 

主要都市から認定地域までのアクセス 

東京羽田空港から関西空港経由で 2 時間 20 分、成田空港からは 2 時間 50 分 

東京駅から新幹線・特急で 4 時間 30 分 

面積 37.27k ㎡（温州みかん 栽培園） 

地形的特徴 

東西 約 42km、南北 約 12km。高野山を源に有田川が中央を流れ、紀伊水道に注ぐ。 

有田川下流域では沖積平野が形成。 

西側は紀伊水道に面した海岸部、東側は標高 200～300m 級の山々の間を有田川が

流れる内陸部となる。 

南北は山々に囲まれるが、その中腹まで、みかんの階段園が築かれ、尾根部は背

が低い二次林（雑木林）となる。 

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っ

ており、北から三波川帯、秩父帯、四万十帯に分かれる。 
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気候区分 

瀬戸内気候区と黒潮の影響を受ける南海気候区との移行地帯 

年平均気温 16.0℃ 

年降水量 1,600mm～1,800mm 

年間日照時間（海岸線） 1,700～2,000 時間 

人口（うち受益者） 

71,130 人（18,893 人） 

主な生計源 

 農業（みかん栽培）、漁業、食料品製造業（６次産業）、農産物（みかん）卸売業、 

運輸業 
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農業システムの概要情報  

本システムは、みかん生産者による優良品種の探索と農家による苗木生産の組み合

わせによる自立性の高い産地形成、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培技術

の開発及び日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」を起源とする多様な出荷組織の共

存を核とした、持続的農業システムである。 
 

現在、日本で最も生産量の多い果実であるみかんの栽培を、日本で初めて生計の手

段にまで発達させるとともに、400 年以上にわたる有田地域の発展を可能にしたのが

本システムである。 
 

有田地域では、室町時代より在来みかんを栽培しており、安土桃山時代には熊本県

より小みかんを導入し、優良系統の選抜を重ねることで、江戸時代に一世を風靡した

「紀州みかん」（紀州小みかん）を育成している。 

このように有田地域では、高い観察力を持った農家が日々の農作業のなかで、数多

くの優良品種（枝変わり等による突然変異）を見出し、品種のバリエーションを高めて

きた。 
 

また、多くのみかん産地では、苗木を産地外の専門業者から購入しているが、有田

地域では、一部のみかん農家が農家ニーズに応える高品質な苗木（2 年生・土付き苗木）

を産地内で生産している。 

この、産地内での「優良品種の発見・育成」と「苗木生産」の組み合わせにより、

新品種の速やかな普及が可能になるとともに、産地の自立性が確保されてきた。 
 

なお、有田地域は、地質でみると三波川帯・秩父帯・四万十帯、地勢でみると、海

岸部－内陸部・傾斜地－平坦地・有田川北岸－南岸に区分される。 

本システムでは、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた品種選定・栽培を行うこ

とで、高品質なみかんを生産し、産地全体として「有田みかん」ブランドを確立して

きた。 
 

また、有田地域では江戸時代、紀州藩の保護政策により、日本初のみかん共同出荷

組織「蜜柑方」（みかんがた）を組織しており、以降も時代の流れに応じてその形態

を進化させ続けてきた。 

現在のみかんの出荷形態は、全国的には「農協出荷」が主流であるが、有田地域で

は農協に加え、生産者や集落組織を主体とした多様な出荷組織が共存することで、販

売面での優位性を維持している。 
 

有田地域の温州みかん生産量は日本一を誇るが、400 年以上にわたりみかん栽培を

発展させ続け、我が国のみかん産業を牽引するとともに、新たなスキームによる新規

就農者確保、６次産業化による収益性の向上や女性の参画等を進めてきた本システム

は、「持続可能な農業の促進」（SDGs Goal2）、「陸域生態系の持続可能な利用の促進」

（SDGs Goal15）、「ジェンダー平等」（SDGs Goal5）の達成に確実に貢献するものである。 
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本システムは、日本で初めて、みかん栽培を生計の手段に発達させるとともに、み

かん農家・苗木農家・出荷組織が連携し、産地全体で日本一の「有田みかん」産地を

形成・維持してきた地域共同のシステムである。 
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みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム

山頂の雑木林：土壌の崩落・浸食を防止
石垣の階段園：雨水の流速を減速

持続可能な「有田みかん」産地の発展

本システムにより、400年以上にわたりみかん栽培を継承

多くの産地が栽培面積を減少させるなか、栽培面積を維持

減酸の早さと昼夜の大きな寒暖差による
色抜けの早さを活かした
四万十帯・北向き園での極早生品種栽培

日本で初めて、みかん栽培を生計の手段に発達させるとともに、
持続可能な開発を可能にし、当地域を日本一のみかん産地に発展させた持続的農業システム

１．みかん栽培の産業化
室町時代より自生みかんを栽培

安土桃山時代には熊本県から小みかんを導入し、選抜を重ね「紀州みかん」を育成

⇨日本のみかん産業を牽引

２．多様な品種の発見・栽培
高い観察力により、数多くの優良品種を発見

みかん栽培との兼業により、農家ニーズに応える「２年生・土付き苗木」を生産

⇨産地の自立性を向上

３．地勢・地質に応じた栽培
地勢・地質の組み合わせに応じた「長所を活かし、短所を克服する」栽培

⇨地域全体で「有田みかん」産地を形成

４．販売面での優位性の維持
日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」を組織。以降も時代に応じて、その形態を発展

現在では、多様な出荷組織が共存

⇨販売面での優位性の維持

日当たりの良さと
本来の果実特性を発揮する土壌条件を活かした
三波川帯・有田川北岸河口部・階段園での
普通品種栽培や早生品種の完熟栽培

適度な水分保持力と“紅の濃さ”を生む
微量要素の豊富さを活かした
秩父帯・内陸部・階段園での早生品種栽培

⇨河川環境を維持
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認定基準の各項目に係る農林水産業システムの説明                
 

１ 世界及び日本においての重要性 

本システムは、「みかん生産者の高い観察力による優良品種の探索」と「みかん農

家による苗木生産」の組み合わせによる自立性の高い産地形成、多様な地勢・地質

の組み合わせに応じた栽培技術の開発及び日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」

を起源とする多様な出荷組織の共存による、持続的農業システムである。 
 

有田地域は、江戸時代に日本で初めて、みかん栽培を生計の手段にまで発展させ

た地域であり、日本のみかん栽培は有田地域から全国へと広まっている。 
 

北は長峰山脈、東は紀伊山地、南は白馬山脈に囲まれ、西は紀伊水道に向けて開

けた有田地域は、平地が少ない一方で温暖な気候、長い日照時間や水はけの良い土

壌条件に恵まれた「みかんの栽培適地」であり、本システムはこの条件を最大限に

活かしている。 
 

人々は、周囲に広がる山々の斜面に石積みの階段園を築き、多様な地形・地質の

組み合わせに応じた品種選定や栽培技術の開発を行うことで、高品質なみかんを栽

培し、平地の少なさを克服してきた。 
 

みかん生産者は長年培った高い観察力により、偶発的に発生した優良品種を見出

すとともに、一部の農家がみかん栽培との兼業により、高品質な苗木（２年生・土付

き苗木）を農家の視点に基づいて生産することで、自立性の高い産地を形成してきた。 
 

また、江戸時代には日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」（みかんがた）を組織

しており、時代に合わせてその形態を発展させることで、販売面での優位性を維持

してきた。 

加えて、蜜柑方から続く「集落組織」は生産者による情報交換の場となっており、

人々は互いに切磋琢磨を重ねることで、栽培技術を向上させ続けてきた。 
 

本システムにより持続可能な発展を続けた有田地域は、日本を代表する地域ブラ

ンド「有田みかん」を確立し、日本一の生産量を誇る産地となるとともに、他産地

の発展を牽引してきた。 
 

また、有田地域では「地域内外からの担い手の確保」や「多様な６次産業化」な

どの新たな取組によってシステムの持続性を高め続けており、各産地がみかんの栽

培面積を減少させるなか、有田地域は栽培面積を維持している。 

 

オレンジ、マンダリン、グレープフルーツ、レモン、ライムなどを含む柑橘類は

世界で最も生産量の多い果樹であり、熱帯から暖帯の南部にわたる 100 を超える国・

地域で栽培されている。 
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日本においても多様な柑橘類が栽培されているが、明治以降、本システムの主力

品種となった「温州みかん」は、日本で最も生産量の多い果樹であり、その生産量

が最も多い産地が有田地域である。 
 

近年、柑橘類はアジア・アフリカを中心に栽培が拡大しているが、世界には、粗

放的な栽培や資源消費型の栽培を行う地域も存在する。 

このような状況の中、平地の少なさを乗り越え、400 年以上にわたる持続的な発

展を可能にするとともに、地域全体の生活・文化を発展させ続けてきた本システム

は、「持続可能な農業の促進」（SDGs Goal2）、「陸域生態系の持続可能な利用の促進」（SDGs 

Goal15）、「ジェンダー平等」（SDGs Goal5）の達成に確実に貢献するものである。 
 

本システムは、日本で初めて、みかん栽培を生計の手段に発達させるとともに、

みかん農家・苗木農家・出荷組織が連携し、産地全体で日本一の「有田みかん」産

地を形成・維持してきた地域共同のシステムである。 

 

（１）農業的及び文化的遺産価値 

ア 有田地域におけるみかん栽培の歴史 

柑橘類の原産地はインド東北部からアジアにわたる地域とされている。 

日本では、古事記・日本書紀においてすでに食用植物としての橘（たちば

な）の記載がみられるが、その消費は自給的であったと推察される。 
 

なお、有田地域におけるみかん栽培の歴史は、室町時代にまで遡る。 

我が国最古の稲荷神社（652 年創建）として知られる有田市の糸我（いと

が）稲荷神社に残る「糸我社由緒」（いとがしゃゆいしょ）には、「永享年中

（1429-1440 年）、立岩の麓、神田の岸に、橘（現在の九年母（クネンボ）又は

柑子（コウジ）と推察）一樹自然に生え出て、年々に実を結ぶ。其の味、蜜の

如し。よって蜜柑と号す。」と記されており、有田地域では少なくとも室町

時代より在来のみかんが存在していたことがわかる。 
 

また、「文正（1466 年）の頃、山畠に植え、近郷へも植える。大永年中

（1521-1527 年）に接ぎ木始まる。」との記載が続くことから、在来みかんの

栽培は、有田地域各地に広まっていたと考えられる。 
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このように有田地域では、室町時代後期より在来みかんの栽培を行って

きたが、1574 年（安土桃山時代）には、肥後国八代（熊本県八代市）から、味

が良いとの評判であった「八代の小みかん」を導入している。 

（伊藤孫右衛門による導入。有田地域南岸・下流域の糸我地域に植えられ、現

在も同じ園地に７代目の原木が現存する。） 
 

人々は在来みかんへの接ぎ木により、八代

の小みかんの栽培を拡大させていったが、こ

の過程において優れた系統の選抜を重ね、江

戸時代に「紀州みかん」の名で全国を席巻し

た「紀州小みかん」を育成した。 
 

なお、みかん栽培が地域を支える生計の手

段にまで発展した背景には、紀州小みかんの

味の良さに加え、紀州藩による栽培奨励・保護政策が存在する。 
 

和歌山県は「木の国」と謳われたほど山林が多く、平地が少ないことか

ら、田畑からの収穫が少なく農民の暮らしは貧しかった。 

そこで、初代紀州藩主 徳川頼宣（1602～1671 年。1619 年入国）は、領内を

巡視し、藩内各地でその立地条件に合った産業を奨励した。 

有田地域では、温暖な気候と山林の多い地形を活かしたみかん栽培を奨

励し、山林を開墾し、石積みの階段園を築いてゆくことで、日本一の産地を

形成していった。 

また、生産量の増加に伴い、紀州藩は日本初となるみかん共同出荷組織

「蜜柑方」（みかんがた）を設け、流通網を整備し、販路拡大・販売管理を行

うことで、流通・販売を保護した※１。 

※１：輸送船の手配、運賃・代金の回収、出荷調整などを組織的に実施する共
同出荷組織。 

 

写真 1-1 糸我稲荷神社 写真 1-2 糸我社由緒  

出典：私たちの有田市 
  

写真 1-3 紀州小みかん 
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元締（蜜柑方の代表）、組株（現在の出荷組合）、荷親（出荷組合長）、荷主
代（江戸での問屋への引き渡し、代金回収を実施）等から構成。 

 

紀州藩は蜜柑方に「紀州家御用」のお墨付を与え、江戸での荷揚げ場の提
供や販売・売掛金の回収支援などの他藩にない支援を実施。 

 

流通面においては、選別・籠詰めしたみかんを船で下して有田川河口に

集積し、大型船によって江戸・尾張に出荷しており※2、輸送経路としての有

田川の存在により、大都市の消費に応える産地が形成されていった。 

※２：河口では、蜜柑方の世話人が仕分けを実施。 

大坂から江戸への定期貨物船「菱垣廻船」の航海が出荷に有利に働く。 
 
 

 
 

紀州藩は、みかん農家の増加、生産量・売上げが安定した 1698 年（元禄

11 年）より、みかんに対する税金「御口銀」の徴収を開始しており、みかん

栽培は藩の財政強化に大きく貢献した。 
 

江戸末期における江戸へのみかん出荷量は 100 万籠（約 15,000t）に及ん

だが、これ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

るものであり、紀州みかんによって日本人の食文化にみかんが定着した。 

図 1-1 有田地域における江戸時代のみかん栽培・収穫及び出荷の様子（紀伊国名所図会）

左上：石積み階段園での収穫、       右上：選別・籠詰め 

左下：船による有田川河口（北湊）への集積 右下：大型船への積み込み 

出典：日本名所風俗図会（角川書店） 
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なお、江戸時代におけるみかんの大産地は紀州、駿河（静岡県中部）、九

州の各藩等であったが、「中でも紀州産優れ、皮厚くしてその味甘し」（1754

年 日本山海名物図絵）とされるなど、みかん産業の創生期より有田地域は他

産地を圧倒してきた。 
 

ここまでを整理すると、有田地域のみかん栽培は、自生のみかんが存在

した糸我地域（有田川南岸・下流域）を起点とし、対岸の有田川北岸、内陸部

や沿岸部に拡大し、江戸時代には、各地で蜜柑方が設置されることとなって

いる。 
 

明治期に入ると、有田地域は紀州小みかんから「温州みかん」への転換

を全国に先駆けて行っている。 

 
 

温州みかんは、1500～1600 年頃、鹿児島県長

島地域で偶然発生したとされており、小みかん

よりも果実が大きく、甘くて果汁に富むが、「種

子がない」との特徴が武家社会で忌み嫌われ（子

孫繁栄に繋がらない）、その栽培が広がることはな

かった。 
 

しかし、江戸後期になると好んで食べる人が

増え始め、明治期には更に人気が高まったが、有田地域ではこの変化をいち

早く捉え、温州みかんへの転換を進め※３、明治維新以降に本格化した柑橘

産業の近代化を牽引した。 

※３：明治14 年には、東京神田に温州みかんを初出荷。 
鹿児島県における温州みかんの本格栽培は、明治28 年からとされる。 
なお「小みかん」は、正月飾り用の「葉付きみかん」として現在も有田地域で栽培 
（2016 年 2.2ha） 

 

温州みかんの来歴について 
・田中長三郎 農学博士（1885-1976）は、「温州みかんは、鹿児島県出水郡長島が

原産地。中国から伝来していた柑橘から偶然実生したもので、中国にはない品
種。江戸時代初期に発現。」と結論。（柑橘の研究・1933 年） 

 

・当時は、発祥地に因み、長島蜜柑、中島蜜柑、唐蜜柑、李夫人（りうりん・りふ

じん）などと呼ばれたが、19 世紀初期には温州みかんの名称が用いられるよう
になり、明治期に農務省により温州みかんに統一。 

 

・2016 年、ＤＮＡ鑑定により温州みかんは、種子親が紀州みかん、花粉親がク
ネンボであることが判明。（情報・システム研究機構国立遺伝学研究所、農研機構果
樹茶業研究部門カンキツ研究領域、京都大学農学研究科） 

写真 1-4 温州みかん 
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大正期には、整枝・剪定技術を導入することで生産性を向上させるとと

もに、交通手段の発達に伴い、みかんの輸送方法を海上輸送から鉄道輸送へ

と転換した。   

昭和の戦時期には、食料増産のため、みかん園の強制伐採が行われたが、

戦後にはみかん栽培を「復興の柱」とし、地域全体の生活を再建した。 
 

その後も、全国的な生産過剰による価格低迷やオレンジの輸入自由化な

どの危機に見舞われてきたが、高品質・高単価ブランドの創出や６次産業化

等の革新的な取組をシステムに加え続けることで、地域を発展させ続け、日

本のみかん産業を牽引してきた。 

 

イ 日本のみかん生産における位置付け 

生産性の低い山間地において、持続的な発展を可能にした有田地域のみ

かん栽培は、多くの地域に波及している。 
 

愛媛県（温州みかん生産量：全国 2 位）における「みかん栽培発祥の地」と

される宇和島市吉田町立間への温州みかんの導入については、「文久元年

（1861 年）、紀州から苗木を１本購入した」とする説と、「立間村の住民が伊

勢神宮への参拝の帰りに、紀州から木を持ち帰った」との説があり、どちら

の説も紀州を起源としている。 
 

静岡県（生産量：全国３位）については、「明暦年間（1655-1657 年）から万

治年間（1658-1660 年）にかけて、庵原郡富士川町岩淵（富士市岩淵）の常磐

小左衛門が紀州より小みかんの苗木を持ち帰った」ことが起源とされている。 
 

徳島県では、「寛政年間（1789-1800 年）、徳島県勝浦町の宮田辰次が、紀

州への行商に際して持ち帰った柑子を植え付けた」ことが、広島県では、「元

和 5年（1619 年）に紀州藩から移封された浅野長晟が、紀州より紀州みか

んを取り寄せ、増殖を進めた」ことがみかん産業の始まりとされている。 
 

全国のみかん産地の歴史栽培をみると、「有田（紀州）からの苗木の導入」

が多くみられており、苗木ともに、基本的な栽培技術も有田地域から広まっ

たことが推察される。 
 

みかん産業の成長期である明治中期から大正期には、多くの産地が有田

地域の石積み技術を学ぶため、地域を訪問している。 
 

みかんの栽培技術は、明治期以降、組織的な研究が進み、産地間で共有・検

証されることで向上を重ねてきたが、有田地域では全国に先駆け、組織的研究

を開始しており、日本のみかん栽培において先導的な役割を果たしてきた。 
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1901 年（明治 35 年）：農商務省農事試験場園芸部 
1910 年（明治 43 年）：有田郡農会立園芸試験場（和歌山県） 
1922 年（大正 11 年）：農事試験場果樹園（愛媛県） 

1940 年（昭和 15 年）：柑橘試験場（静岡県） 
 

このように、日本のみかん栽培は、有田地域を起点とし、静岡県、愛媛県、

戦後には九州へと広まり、我が国を代表する農業分野にまで発展している。 

 

（２）「持続可能な開発に関する世界的な課題」における重要性 

高齢化の進行と新規就農者の減少により、日本の温州みかん栽培面積は減少

を続けているが、有田地域では本システムにより栽培面積を維持しており、農

業就業人口についてもその減少を抑制している。 
 

本システムは、平地の少ない当地を 400 年以上にわたって持続的に発展させ

続けてきたが、有田地域では「新たなスキームによる地域外からの新規就農者

の確保」、「収益性を向上させ、地元雇用を創出する６次産業化の取組」や「女

性の参画促進」などの革新を進めることで、システムの持続可能性を高め続け

ている。 

 
 

表 1-1 温州みかんの栽培面積の推移 

資料：作物統計（農林水産省） 

注：（ ）内は対 1990 年比 

単位：ha

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

3,503 3,556 3,505 3,751 3,863 3,882
(100%) (102%) (100%) (107%) (110%) (111%)

8,800 8,610 8,000 8,020 7,970 7,800

(100%) (98%) (91%) (91%) (91%) (89%)

10,900 10,200 9,060 8,280 6,920 6,280

(100%) (94%) (83%) (76%) (63%) (58%)

8,610 7,450 6,650 6,480 6,070 5,820

(100%) (87%) (77%) (75%) (70%) (68%)

7,340 6,500 5,740 5,140 4,740 4,240

(100%) (89%) (78%) (70%) (65%) (58%)

6,590 5,510 4,690 3,930 3,560 3,180

(100%) (84%) (71%) (60%) (54%) (48%)

80,800 70,500 61,700 54,800 48,900 44,600
(100%) (87%) (76%) (68%) (61%) (55%)

長崎県

全 国

有田地域

和歌山県

愛媛県

静岡県

熊本県
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表 1-2 農業就業人口の推移 

資料：農林業センサス（農林水産省） 

注：（ ）内は対 2000 年比 
※１：八幡浜市、西宇和郡、西予市三瓶町 
※２：浜松市北区三ヶ日町 

単位：人

2000年 2005年 2010年 2015年

10,357 9,424 8,320 7,269
(100%) (91%) (80%) (70%)

7,823 6,242 5,492 4,744

(100%) (80%) (70%) (61%)

3,195 3,073 2,048 1,787

(100%) (96%) (64%) (56%)

3,891,225 3,352,590 2,605,736 2,096,662

(100%) (86%) (67%) (54%)
全 国

有田地域

西宇和地域※１

（愛媛県）

三ヶ日地域※２

（静岡県）
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～持続可能な開発を支えてきたシステムの要素～ 

ア 大雨に対するレジリエンスの向上や高糖度果実の生産に貢献する石積み

の階段園 

有田地域では、今も江戸時代と変わらない「石積みの階段園」において

みかんを栽培している。 
 

 

石積みの階段園によるみかん栽培は他産地でもみられるものであるが、

有田地域は、歴史の古さと階段園を“最高品質のみかん”を生み出す園地と

して評価し、維持し続けている点において特徴がある。 
 

石積みの階段園は地表面を流れる雨水の流速を低減し、斜面崩壊に対す

るレジリエンスを向上させるとともに、高い排水性により果実糖度を上昇さ

せている。 

なお、江戸時代初期から培われ、向上してきた有田地域の石積み技術は、

大正期には体系的に整理され、国内の他産地にも普及している。 

 

イ 「生産者の高い観察力による優良品種の探索」と「みかん農家による高品

質な苗木生産」による自立的な産地形成 

みかんには、成長点の突然変異により、ある枝にだけ遺伝的形質の変異

が生じる「枝変わり」や、樹体全体で

変異が生じる「一樹変異」を起こす性

質がある。 
 

有田地域では、生産者が培った高

い観察力により、僅かな変異を示す枝

変わり・一樹変異を見出すことで、多

くの優れた品種を選抜・育成してきた。 

 

 

図 1-２ 江戸時代（左）と現在（右）のみかん園の風景 

 左：紀伊国名所図会（1812 年） 出典：日本名所風俗図会（角川書店） 

写真 1-５ 温州みかんの枝変わり 
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また、多くのみかん産地は苗木生産を地域外の専門業者に委ねているが、

有田地域では一部農家がみかん栽培との兼業により苗木を生産している。 
 

なお、他の苗木産地では接ぎ木後の育成期間が１年間である「１年生苗

木」を、根から土を落とした状態で出荷するが、有田地域では十分に生育し

た「２年生苗木」を、土付きの状態で出荷することで、定植後の苗木の安定

した初期生育を確保している。 

 
 

なお、この産地内での苗木生産により、優良品種の速やかな普及が可能

になるとともに、他産地に依存しない自立的な産地が形成されてきた。 

 

ウ 多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培 

東西 約 42km、南北 約 12km に広がる有田地域は、その中央を東西に有

田川が流れており、その地勢・地質の組み合わせは多様性に富んでいる。 
 

地勢でみると、西側は紀伊水道に面した「海岸部・河口部」、東側は標高

200～300m 級の山々の間を有田川が流れる「内陸部」となっている。 

また、有田川沿いは、河川が形成した「平坦地」であり、その両側に山々

の「傾斜地」が連なっている。 

有田川両岸についても、北岸と南岸では日当たりが異なることから、か

つては、北岸を「陽地」（ようじ・南向き斜面）、南岸を「陰地」（おんじ・北向

き斜面）と呼び分けみかんを栽培してきた。 

写真 1-6 苗木の育成園地 写真 1-7 ２年生 土付き苗木 
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地質でみると、有田川の北側には有田川構造線、南側には仏像構造線が

東西に走っており、北から三波川（さんばがわ）帯、秩父帯、四万十帯に区

分される。 

 

 
 

このように多様な地勢・地質の組み合わせからなる有田地域では、 
 

・日当たりの良さによる果皮の着色の良さと、十分な成熟により糖度

を高め、本来の果実特性を発揮することができる土壌条件を活かし

た「三波川帯・有田川沿い（河口部北岸・南向き斜面）階段園での普

通品種の栽培、早生品種の完熟栽培」 
 

写真 1-8 有田川河口から望む有田地域 

図 1-３ 有田地域の地質 

（わかやまの石（和歌山市立こども科学館）を元に作成） 
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・土壌の高い養分保持力、適度な水分保持力（物理的性質）と果皮の“紅

色の濃さ”を向上させる微量要素の豊富さ（化学的性質）を活かした

「秩父帯・海岸部・有田川沿い階段園での普通・早生品種の栽培」、

「秩父帯・内陸部・階段園での早生品種の栽培」や 

「秩父帯・内陸部・平坦地での極早生品種の栽培」 
 

・土壌の水はけの良さによる果皮の着色の良さを活かした、「四万十

帯・海岸部・南向き階段園での早生品種の栽培」や昼夜の大きな温

度差による果皮の“色抜け”（緑色の退色）の早さを活かした「四万

十帯・北向き階段園での極早生品種の栽培」 
 

など、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培を行っており、地域

全体として高い品質を誇る「有田みかん」産地を形成している。 
 

 

 

（３）６次産業化による所得の安定、地元雇用の創出及び女性の参画の促進 

有田地域では古くより、生食に適さない果実を用いた加工品を生産すること

で生計を安定させており、陳皮（ちんぴ・果皮を乾燥させたもの・漢方薬の原料）

の生産は江戸時代から現在にまで続いて

いる。 
 

また、近年ではみかん生産者による「高

糖度・高単価みかんジュース」の開発・販

売が各地で行われている。 
 

みかんジュースは戦後より多くの産地

で生産されてきたが、その目的は「下級品

の加工仕向けによる需給調整」であり、生

産者の所得を大きく向上させる手段では

なかった。 
 

写真 1-９ 多様な地勢・地質の組み合わせに応じたみかん栽培 

左:三波川帯 河口部の階段園 中:秩父帯 有田川南岸の階段園 右:四万十帯 海岸部の階段園 
 出典：有田みかんデータベース（http://www.mikan.gr.jp/） 

写真 1-10 ６次産業化による 

高糖度・高単価みかんジュース 

（有田市の商品例） 
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しかし、有田地域では全国に先駆け、みかん生産者自らが高糖度・高単価み

かんジュースの開発・販売を行い、生産者所得を向上させてきた。 
 

適正価格による原料みかんの買い取り、環境保全型農業による原料みかんの

生産、高齢化により耕作困難となった園地の引き受け、地元の雇用創出や女性

の参画促進等の取組を盛り込んだ当地域の６次産業化は、地域全体の発展に大

きく貢献している。 

 

（４）本システムの世界的な位置付け 

柑橘類の原産地は、インド北東部からアジアにわたる地域とされており、そ

の栽培は中国から始まり（紀元前）、地中海地方（紀元前）、アメリカ（1518 年）、

南半球（1549 年）へと広まっている。 
 

現在、柑橘類は北緯 35°～ 南緯 35°を中心に広がるシトラスベルト（World 

citrus belt）を中心に栽培されているが、本システムは品種の独自性、階段園

での栽培、家族農業を主とした産地形成及び産地主導のブランド形成において

特徴がある。 
 

ア 品種の独自性 

世界で栽培されている柑橘類はオレンジ類、レモン・ライム類、グレー

プフルーツ・ブンタン類、タンゼリン・マンダリン・クレメンティン・温州

みかん類の４区分に大別される。 
 

 

表 1-３ 世界における柑橘類の生産量（2017 年） 

資料：世界の主要果実の生産概況 2018 年版（公益財団法人 中央果実協会） 

世界計 146,599 73,313 17,347 9,063 33,414

1位 38,854 (中国） 17,460 (ブラジル） 2,978 (インド） 4,659 (中国） 18,026 (中国）

2位 19,799 (ブラジル） 8,564 (中国） 2,528 (メキシコ） 633 (アメリカ） 1,967 (スペイン）

3位 11,419 (インド) 7,647 (インド) 2,290 (中国) 568 (ベトナム) 1,550 (トルコ)

4位 8,274 (メキシコ) 4,630 (メキシコ) 1,676 (アルゼンチン) 442 (メキシコ) 1,278 (モロッコ)

5位 7,002 (アメリカ） 4,616 (アメリカ） 1,293 (ブラジル） 352 (インド） 1,039 (エジプト）

6位 6,331 (スペイン) 3,357 (スペイン) 923 (スペイン) 324 (南アフリカ) 965 (ブラジル)

7位 4,770 (トルコ） 3,014 (エジプト） 851 (トルコ） 260 (トルコ） 937 (アメリカ）

8位 4,398 (エジプト） 2,295 (インドネシア） 804 (アメリカ） 237 (タイ） 741 (日本)

単位：千トン

オレンジ レモン・ライム
グレープフルーツ・

ブンタン

タンゼリン・マンダ
リン・クレメンティ

ン・温州みかん
柑橘類
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オレンジ類（ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ など）は世界で最も生

産量の多い柑橘類であり、ブラジル、中国、インドなどが主産国となって

いる。オレンジ類は適度な甘味・酸味を有し、ジュース原料としても多

く生産されているが、多くの品種は手で皮を剥くことは難しい。 
 

インド、メキシコ、中国などを主産国とするレモン・ライム類は、酸味

や香りを楽しむ柑橘であり、生食を目的としたものではない。 
 

グレープフルーツ・ブンタン類は亜熱帯性の柑橘であり、生食に加えジ

ュースなどの加工食品に用いられるが、オレンジ類と同じく手で皮を剥

くことは難しい。 
 

タンゼリン・マンダリン・クレメンティン・温州みかん類は、オレン

ジ類に次いで最も生産量の多い柑橘類であり、果皮が薄く、手で簡単に皮を

剥くことができるという特徴がある。 
 

なお、多くの柑橘類の栽培技術は、シトラスベルトを中心とした柑橘類

の拡散の過程で生まれたが、日本原産の「温州みかん」の栽培技術は、日本

で確立されており、その中心を担ったのが本システムである。 
 

本システムは、温州みかんを栽培品種としている点において特長がある。 
 

イ 階段園での栽培 

柑橘栽培の歴史の古い地中海地方では、本システムと同じく階段園にお

いて高品質な柑橘を栽培している。 

地中海地方で生まれた（17 世紀）「ブラッドオレンジ」は、当地方を代表

する品種の一つであり、主にシチリア島の斜面に広がる階段園において栽培

されている。 

「血のような」果肉の色素であるアントシアニンの生成は、昼夜の大き

な寒暖差により促進されるため、傾斜地の階段園がブラッドオレンジの栽培

適地となっている。 
 

本システムにおいても、階段園における昼夜の大きな寒暖差により、夜

間の糖の消費を抑えることで高糖度なみかんを生産している（夜温の低さに

よる呼吸の抑制）。 
 

一方、アメリカやブラジルなどの新興産地では、平野部の大規模園地に

おいてオレンジ類を栽培しており、階段園による高品質柑橘の生産や傾斜地

の克服の仕組みはみられない。 
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ウ 家族農業を主とした産地形成やと産地主導のブランド形成 

新興産地であるアメリカや南米では、大規模農園における企業的な経営

が行われており、生産・流通・販売の各過程は高度に分業化されている。 
 

一方、本システムは家族農業を主として産地を発展させており、生産者

が流通・販売過程に積極的に関与することで、「有田みかん」のブランドを

確立してきた。 
 

近年、家族農業が世界の食料安全保障確保や貧困撲滅に果たしてきた役

割が大きな注目を集めているが※４、本システムにおける家族農業を主とし産

地形成は、関連産業を含めた地域全体の生活・文化の発展を生み出している。 

※４：国際連合は、2019 年～2028 年を国連「家族農業の 10 年」として制定。
家族農業に係る施策の推進・知見の共有等を加盟国等に要請。 

 

以上のように、本システムは世界に広がる柑橘栽培との比較において、高い

独自性を有している。 

 

（５）本システムにおいて受け継がれ続ける技術・想い 

本システムでは、農家が日々の農作業の中で、わずかな変異を示す枝変わ

りなどを見つけ出し、選抜を重ねることで優れた品種を生み出し続けている。 
     

安土桃山時代 

       ・八代より導入した小みかんをもとに、選抜を重ね、紀州小みかんを育成。 
     

     現 在 

       ・みかん生産者による枝変わりや一樹変異の探索により、数多くの品種育成。 

       ・民間で初めて、交雑育種され、品種登録された柑橘が有田地域の「春峰」。       

       ・生産者は、果樹新品種研究同志会を組織 
 

また、生産者自らが生産から流通・販売にまで関与しており、江戸時代に

は日本初のみかんの共同出荷組織「蜜柑方」を組織。 

    現在では、多様な出荷組織が共存することで、産地全体で「有田みかんブ

ランド」を形成している。 
 

なお、家族経営を主体とした産地形成も、過去から続くものである。 
 

みかんは、樹の生育を強め過ぎると、良質な果実を生産できないため、有

田地域では各生産者が「こだわりの剪定」を行い続けている。 
 

「みかんを知るには紀州を訪うにしかず」との言葉が示すとおり、有田地

域では、栽培技術を広く普及させる気風が受け継がれている。 
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２ 認定地域の特徴 

（１）食料及び生計の保障 

稲作・畑作に適した平地の少ない有田地域では、江戸時代より本システムによっ

て生計を保障し、地域全体の生活・文化を発展させてきた。 

また当システムは、集出荷業、加工業、資材・農機具等の製造業などの関連産業

を発展させており、地域全体の生計の保障に貢献してきた。 

 

ア 有田地域を支え続ける「有田みかんシステム」 

（ア）有田地域におけるみかん産業の始まり 

有田地域では、室町時代後期より在来みかんの栽培を行っており、安土・桃

山時代には、肥後八代より小みかんを導入し、在来みかんへの接ぎ木及び優良

系統の選抜を重ねることで「紀州みかん」（紀州小みかん）を育成した。 
 

江戸時代に入ると、紀州藩の奨励により紀州みかんの栽培は更に拡大し、江

戸・上方・尾張への大規模出荷が行われるなど、みかん栽培は地域を支える産

業にまで発展した。 
 

明治期には、消費者意識の変化に合わせ、紀州みかんから「温州みかん」へ

の品種転換をいち早く行い、みかん産業を更に発展させた。 

なお、明治期における和歌山県の柑橘類及び小みかんの生産額はともに全国

１位であり、２位以下を大きく引き離している。 

 

また、果実の生産に加え、加工品である「陳皮」（ちんぴ・みかんの皮を乾燥

させたもの・漢方薬の原料）の生産を行うことで、収入を補ってきた。 
 

 

 

 

表 2-1 1874 年（明治 7 年）における柑橘類、小みかんの生産額 

資料：明治七年府県物産表 
※１：神奈川県西部及び静岡県旧伊豆国域、※２：熊本県 

柑橘類 全体 シェア

全  国 287,345円 100%

和歌山県 96,490円 34%

奈良県 58,712円 20%

足柄県※1 18,754円 7%

山口県 15,350円 5%

白川県※2 9,184円 3%

小みかん シェア

全  国 155,266円 100%

和歌山県 65,519円 42%

足柄県※１ 13,356円 9%

奈良県 7,253円 5%
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また、広大なみかん園を背景とし、有田地域では日本で初めてニホンミツバ

チによる移動養蜂技術を確立しており（江戸時代 嘉永年間 1848～1854）、最高級

品である「みかん蜜」を生産し、生計を保障してきた。 
 

明治期には、日本で始めて除虫菊の実用的栽培に成功※５しているが、みか

ん園の周囲や水田の裏作として栽培された除虫菊は、収穫期（５月）がみかん

の収穫期と重ならないこともあり、みかんとともに地域を支える一大産業とし

て発展した。 

※５：明治 19 年、上山英一郎氏（有田市のみかん農家出身。大日本除虫菊（KINCHO）の

創始者）が米国より除虫菊の種子を入手。上山氏は 1890 年に世界で始めて蚊取り
線香を発明（1900 年には渦巻型蚊取線香を特許出願）。当時、有田地域には多くの蚊
取り線香製造会社が設立。蚊取り線香は当時の一大輸出品目であり、各国のマラリ
ア、デング熱予防に貢献。 

 

（イ）戦後の「復興の柱」としてのみかん栽培 

太平洋戦争時には、食糧増産のための強制伐採や生産資材の不足等により、

みかんの栽培面積は著しく減少したが、戦後、有田地域はみかん産業を「復興

の柱」に位置付け、地域の再建に取り組んだ。 
 

1960 年頃（終戦から 15 年後頃）には、戦前の水準にまでみかん栽培を回復さ

せており、地域の再興を果たしてきた。 

 

（ウ）生産過剰による価格低迷やオレンジ・オレンジ果汁の貿易自由化を乗り越

えた有田みかん 

1960 年代、高度経済成長を背景に、我が国のみかん栽培は急激に拡大した。 

1972 年には温州みかんの全国生産量が 300 万トンを越え（2018 年 温州みか

ん生産量：77.4 万トン）、生産過剰による価格低迷が発生したが、有田地域では

高品質なみかんを生産することで、低品位産地の 1.4～1.7 倍程度の販売価格

を堅持した。 
 

表 2-2 1874 年（明治 7 年）における陳皮の生産額 

  

資料：明治七年府県物産表 
※１：大阪府、※２：熊本県 

陳皮 生産額

和歌山県 793円

大坂府※１ 149円

白川県※2 136円

愛知県 125円
写真 2-1 陳皮 
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なお、生産過剰による価格低迷期（過剰低迷期：1972～1990 年）には、多くの

産地が栽培農家数・栽培面積を減少させたが、有田地域（和歌山県）の減少率

は、他産地に比べ低いものとなっている。 

 

また、1988 年の「オレンジ・オレンジ果汁の貿易自由化」の決定により、

全国では温州みかん園の転換や廃園化が進められたが、有田地域では、高糖

度・差別化商品のブランド化等により産地を維持し続けた。 

 

（エ）有田地域におけるみかん産業の現状 

みかん栽培は当地域を支える最

も重要な産業であり続けており、

有田地域で最も就業者数の多い業

種が「農業」であり、その基幹作

物が温州みかんである。 

 

 

 

 

 

 

表 2-3 過剰低迷期における温州みかんの栽培農家数、栽培面積の変動 

資料：農林業センサス（農林水産省） 

1970年
（過剰低迷期前）

1985年
（過剰低迷期）

1985年
/1970年

栽培農家数 6,546 5,891 90%
栽培面積 3,602 3,548 99%
栽培農家数 25,365 20,764 82%
栽培面積 10,663 9,249 87%
栽培農家数 48,879 32,515 67%
栽培面積 21,905 12,681 58%
栽培農家数 34,457 24,539 71%
栽培面積 13,497 9,382 70%
栽培農家数 29,110 15,840 54%
栽培面積 10,844 7,286 67%
栽培農家数 32,927 19,920 60%
栽培面積 11,696 8,056 69%
栽培農家数 371,016 236,902 64%
栽培面積 138,179 89,240 65%

熊本県

長崎県

全 国

有田地域

和歌山県

愛媛県

静岡県

単位：栽培農家数；戸，栽培面積；ha

表 2-4 有田地域における産業別就業者数 

（2015 年度） 

資料：国勢調査（総務省） 

就業者数 割合

36,450人 100%

7,413人 20%

農業 6,906人 19%

8,533人 23%

建設業 3,081人 8%

製造業 5,451人 15%

19,706人 54%

卸売業、小売業 4,916人 13%

医療、福祉 4,732人 13%

第３次産業

産 業

総 数

第１次産業

第２次産業
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なお、有田地域では温州みかんを基幹作物としつつ、多様な品目を栽培する

ことで収益を安定化させてきた。 
 

 
 

なお、販売農家の約 3割が 500 万円以上の農産物販売金額を得ており（全国

平均の約 2倍）、有田地域の農業産出額（果実）は 205 億円を誇る（平成 30 年 市

町村別農業産出額（推計）・農林水産省）。 

表 2-5 有田地域における農業経営の一例 

No No

9月 下旬 ～ 12月 上旬 9月 下旬 ～ 12月 中旬

12月 中旬 ～ 12月 下旬 3月 中旬 ～ 3月 下旬

12月 上旬 ～ 6月 下旬 2月 中旬 ～ 3月 上旬

11月 中旬 ～ 12月 下旬 10月 上旬 ～ 12月 下旬

12月 中旬 ～ 12月 下旬 2月 中旬 ～ 2月 下旬

12月 中旬 ～ 5月 下旬 3月 中旬 ～ 3月 中旬

9月 下旬 ～ 10月 上旬 9月 下旬 ～ 12月 中旬

2月 中旬 ～ 3月 中旬

12月 中旬 ～ 12月 下旬

No 1月 上旬 ～ 1月 中旬

10月 下旬 ～ 11月 下旬 9月 下旬 ～ 12月 下旬

20a 1月 中旬 ～ 11月 中旬 1月 中旬 ～ 1月 下旬

11月 上旬 ～ 12月 下旬 3月 中旬 ～ 4月 上旬

8月 下旬 ～ 6月 上旬 10月 上旬 ～ 12月 中旬

11月 上旬 ～ 12月 下旬 12月 中旬 ～ 1月 下旬

8月 下旬 ～ 6月 上旬 2月 中旬 ～ 3月 中旬

11月 上旬 ～ 11月 中旬 10月 下旬 ～ 12月 上旬

11月 中旬 ～ 12月 上旬 4月 中旬 ～ 5月 中旬

9月 上旬 ～ 6月 下旬 5月 中旬 ～ 6月 中旬

10月 上旬 ～ 12月 下旬

11月 上旬 ～ 1月 下旬

No 2月 中旬 ～ 3月 下旬

10月 上旬 ～ 12月 中旬 2月 中旬 ～ 3月 上旬

3月 中旬 ～ 3月 下旬 10月 上旬 ～ 12月 中旬

2月 中旬 ～ 3月 上旬 3月 上旬 ～ 3月 下旬

9月 下旬 ～ 12月 中旬 6月 上旬 ～ 8月 中旬

2月 中旬 ～ 3月 中旬 12月 下旬

12月 中旬 ～ 12月 下旬

9月 中旬 ～ 12月 下旬

3月 中旬 ～ 4月 上旬

はっさく 20a

水稲 10a
イチゴ（施設栽培） 15a

2

トルコギキョウ（施設栽培） 33a
温州みかん 120a
バラ（施設栽培） 33a

120a

温州みかん 100a

面積 収穫時期

シシトウガラシ（施設栽培） 6a

温州みかん 100a
品 目

温州みかん 100a

45a
オモト（切り葉）（施設栽培） 100a
オモト（鉢物）（施設栽培） 75a

面積 収穫時期

50a
40a

品 目 面積 収穫時期

面積 収穫時期

清見 10a

5

温州みかん（極早生・早生・普通） 180a
不知火 30a
清見 20a

4

温州みかん（極早生・早生・普通） 270a
はっさく

品 目

10a

温州みかん

品 目

清見
いよかん

温州みかん

3

4

はっさく 20a1

2

1

温州みかん（極早生・早生・普通） 200a
不知火 20a
清見 60a

85a晩柑類
3

温州みかん（極早生・早生・早生完熟・普通） 195a

2

温州みかん（極早生・早生・普通） 190a

7

温州みかん（極早生・早生・普通） 195a
不知火 20a
晩柑類 65a

6

温州みかん（極早生・早生・普通） 190a
清見 50a
いよかん 30a
ネーブル 10a

9
温州みかん 235a
清見 40a
ビワ 20a

8

温州みかん（極早生・早生・普通） 160a
はるみ 20a
清見 20a

１．柑橘＋野菜、水稲

２．柑橘＋花き

３．柑橘（続き）

スプレイギク（施設栽培）
1

３．柑橘

11

温州みかん 145a
清見 35a
マンゴー（施設栽培） 10a
いよかん 10a

10

温州みかん（極早生・早生・普通） 160a
レモン 20a
清見 20a
不知火 20a
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2006 年には、長年培ってきたブランドである「有田みかん」の名称につい

て、ありだ農業協同組合（ＪＡありだ）が地域団体商標登録を行い、法に基づ

くブランド保護を行っている。 
 

また、食品の持つ機能性成分への関心の高まりを捉え、ＪＡありだでは 2018

年より有田みかんにおける機能性表示（β クリプトキサンチンによる骨代謝の促

進）を開始しており、和歌山県果樹試験場では、機能性成分を多く含有するみ

かんの育種を開始している。 

加えて、近畿大学発のベンチャー企業「（株）ア・ファーマ近大」では、当

地域の農家と「近大青ミカン組合」を設立し、早摘みの青みかんを原料とした

サプリメントの製造・販売を開始している（2004 年）。 
 

また、高い果実品質を活かした加工品の製造にも積極的に取り組んでおり、

生産者による６次産業化の取組やＪＡありだによるみかんジュースの製造な

ど、生果出荷を支える生計の手段を確立している。 
 

他にも、当システムは集出荷業、加工業、資材・農機具等の製造業などの関

連産業を発展させており、地域全体の生計を保障している。 
 

 

 

 

表 2-6 販売農家※に占める農産物販売金額 500 万円以上の農家数（2015 年）

資料：農林業センサス（農林水産省） 
※：経営耕地面積が 30ａ以上又は調査期日前１年間における農産物販売金額が

50 万円以上の農家    

販売農家(A)
うち、農作物

販売金額
500万円以上(B)

B/A

和歌山県 20,352戸 4,217戸 21%
有田地域 3,525戸 1,192戸 34%

全 国 1,329,591戸 204,857戸 15%
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（２）農業生物多様性  

有田地域では、温州みかんを基幹品目とし、多様な作物を栽培している。 

温州みかんについても、有田地域発祥の品種をはじめ、数多くの品種を利用す

ることで、多様な地勢・地質の組み合わせに対応するとともに、次なる枝変わり・

一樹変異の元となる遺伝資源を維持してきた。 
 

山頂の雑木林、石積みの階段畑から有田川へと続く土地利用は、多様な生物の

生育・生息場所となっている。 
 

また、環境保全型農業にも積極的に取り組んでおり、現地研修会の取組等に加

え、「無農薬栽培を組み入れたライフスタイルの創出」など、これまでにない取組

を展開している。 

 

ア 多様な作物及び温州みかん品種の栽培 

有田地域では、温州みかんを基幹品目とし、多様な作物を栽培している。 

 
 

また、温州みかんについても、有田地域で見出された枝変わり・一樹変異によ

る品種を始め、数多くの品種（35 品種）を栽培しており、その数は県レベルに匹

敵する。 

 

表 3-1 有田地域で栽培されている作物 

野菜、豆類、
いも類、米

アズキ、アスパラガス、アブラナ、イチゴ、イネ、インゲンマメ、ウスイエンドウ、
ウリ、カブ、カボチャ、カラシナ、キャベツ、キュウリ、クワイ、ゴマ、コンニャ
ク、ササゲ、サツマイモ、サトイモ、サトウキビ、シシトウ、シソ、シュンギク、
ショウガ、スイカ、セロリー、ソバ、ソラマメ、ダイコン、ダイズ、タマネギ、チ
シャ、チャ、ツルアズキ、ツルナシインゲンマメ、トウガラシ、トウモロコシ、トマ
ト、ナス、ニラ、ニンジン、ニンニク、ネギ、ハクサイ、バレイショ、ピーマン、ブ
ロッコリー、ホウレンソウ、マクワウリ、ミニトマト、ミョウガ、ラッカセイ

花き・花木

アカシヤ、アスター、オモト、カーネーション、ガーベラ、カンパニュラ、キンギョ
ソウ、コデマリ、サカキ、サマースイートピー、シャクヤク、宿根カスミソウ、ス
イートピー、ストック、スプレイギク、スモークツリー、センリョウ、トキワガマズ
ミ、トルコギキョウ、バラ、ヒサカキ、ヒマワリ、ラークスパー、利休草、輪ギク

果樹
アンズ、イチジク、ウメ、カキ、キウイフルーツ、ギンナン、クリ、ザクロ、サン
ショウ、スモモ、ニホンナシ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、マンゴー、モモ

表 3-2 温州みかんの地域別栽培品種※数（2016 年産） 

資料：特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 
※：各都道府県で 1ha 以上栽培されている品種。未登録品種を含む。 

和歌山県

有田地域

品種数 115 44 35 37 34 30

佐賀県全 国 愛媛県 静岡県
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このように本システムでは、数多くの品種を栽培することで多様な地勢・地質

の組み合わせに対応し、気象変動や病害に対する対応力を高めてきた。 
 

また、多様な品種の栽培は、次なる枝変わり・一樹変異を生み出す遺伝的基盤

となっており、多様性の更なる向上を支えてきた。 
 

加えて和歌山県果樹試験場（有田川町）及び近畿大学付属農場柑橘遺伝資源保

存園（湯浅町）では、有田地域で見出された品種を始め、全国各地の多様な品種を

保存することで、生産者による品種維持を補完している。 

 

ウ 雑木林－石積みの階段畑から有田川へと続く土地利用が生み出す生物多様性 

本システムでは、有田川の両岸等に広がる標高 200～300m 級の山々において石

積みの階段畑を築いているが、山の尾根部はアラカシ、シイ、ヤブニッケイなど

表 3-3 有田地域で栽培される温州みかん及び温州みかん以外の柑橘類の栽培面積

（2016 年産） 

資料：特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 

※：各都道府県で 1ha 以上栽培されている品種。未登録品種を含む。 

No 栽培品種名 No 栽培品種名
366.2 635.2 1 清見 125.7

1 上野早生 117.9 22 林温州 471.9 2 はっさく 117.8
2 日南１号 99.7 23 尾張系温州 50.8 3 不知火 99.7
3 ゆら早生 86.0 24 紀州葵 41.8 4 セミノール 39.0
4 大浦早生 50.0 25 石地 24.3 5 いよかん 21.0
5 YN26 8.6 26 大津４号 21.9 6 はるみ 18.0
6 楠本早生 3.0 27 古田温州 10.0 7 カラ 14.2
7 岩崎早生 1.0 28 杉山温州 7.5 8 三宝柑 14.0

1,414.8 29 阪和系温州 4.0 9 せとか 11.3
8 宮川早生 894.8 30 川田温州 3.0 10  ナツミ(南津海) 11.2
9 興津早生 311.0 51.0 11 ポンカン 9.0
10 田口早生 183.5 31 青島温州 22.6 12 レモン 8.8
11 松山早生 20.5 32 丹生系温州 22.4 13 なつみかん 7.0
12 木村早生 2.0 33 紀の国温州 4.0 14 ダイダイ 4.5
13 原口早生 2.0 34 今村温州 1.0 15  ﾈｰﾌﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ 4.4
14 山下紅早生 1.0 35 寿太郎温州 1.0 16  ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ 4.0

772.3 17 ジャバラ 3.2
15 向山温州 679.5 18 ユズ（柚） 2.5
16 久能温州 33.8 19 紀州ミカン 2.2
17 南柑２０号 31.0 20 河内晩柑 2.0
18 きゅうき 8.6 21 はれひめ 1.0
19 ニュー則村 7.4 22 津之望 0.3
20 させぼ温州 6.1 23 麗紅 0.2
21 繁田温州 5.9

１．温州みかん（続き）

系 統 栽培面積※(ha)
［有田地域］

１．温州みかん ２．温州みかん以外の柑橘類

系 統 栽培面積※(ha)
［有田地域］

No 栽培品種名
栽培面積※(ha)
［有田地域］

普通

晩生

極早生

早生

中生
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の照葉樹を優占種とする雑木林（二次林）として保全している。 

これは、土壌の崩落・浸食を抑えるとともに、腐葉土の発生による園地への養

分の流下を図るための土地利用であるが、雑木林は多様な生物の生育・生息環境

となっている。 

また、山頂の雑木林は生活に密着した自然環境であり、イタドリ、タラノキや

アケビなどが採取されるなど、里山としての役割を果たしてきた。 
 

 

雑木林の下方には石積みの階段園が続くが、海岸から内陸部にかけて点在する

石灰岩地帯の石垣には、ヒメウラジロ（ホウライシダ科・和歌山県レッドデータブッ

ク 絶滅危惧ⅠＡ類）、エビガラシダ（イノモトソウ科・和歌山県レッドデータブック 絶

滅危惧ⅠＡ類）等のシダ植物や、特殊岩石地を特徴づける植物が生育しており、固

有の植物群落が生じている。 
 

また、階段園は表層を流れる雨水の流速を弱めることで、土砂の流亡を防いで

おり、良質な河川環境の維持に貢献している。 

その結果、有田川には豊かな自然環境が形成されており、感潮域ではヨシ（イ

ネ科）等が広く分布し、ウラギク（キク科・和歌山県レッドデータブック 絶滅危惧Ⅱ

類）、タイワンカモノハシ（イネ科・和歌山県レッドデータブック 絶滅危惧ⅠB 類）、

アイアシ（イネ科）、シオギク（キク科）などの希少種も確認されている。 
 

また、中下流域は植物の被度が高く、タコノアシ（ユキノシタ科・和歌山県レッ

ドデータブック 絶滅危惧Ⅱ類）、ツメレンゲ（ベンケイソウ科・和歌山県レッドデータ

ブック 絶滅危惧Ⅱ類）などの希少種が確認されている。 
 

魚類ではアユ、オイカワ、カワムツなどが生息しており、感潮域ではタビラク

チ（ハゼ科・和歌山県レッドデータブック 絶滅危惧Ⅰ類）、トビハゼ（ハゼ科・和歌山

県レッドデータブック 準絶滅危惧）などの貴重なハゼ類が確認されている。 
 

鳥類では、下流域ではマガモ、コガモなどのカモ類が、中下流域ではヨシ原を

主な生息場所とするオオヨシキリ、魚類等を餌とするカワウ、カワセミなどが確

認されており、みかん山にはヒヨドリやメジロが集まる。 

写真 3-1 山頂の雑木林－石積みの階段畑 
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このように、山頂の雑木林－石垣の階段園から有田川に続く土地利用により、

多様な生物の生育・生息環境が生み出されている。 

 

エ 環境保全型農業の取組 

有田地域では、環境保全型農業の取組を積極的に展開している。 

1990 年に設立された「農事組合法人 有田コープファーム」（有田川町）では、

除草剤に頼らない雑草防除（草生栽培、機械除草）と堆肥を用いた土づくりによっ

て、化学肥料・農薬の使用量を削減（県慣行基準の 30%削減）し、環境負荷を低減

させている。 

なお、当組合ではエコファーマー制度（環境保全型農業に取り組む農業者を県知事

が認定する制度）を活用することで販路を確保・拡大しており、経済的な持続性を

有した環境保全型農業を展開している。 
 

2004 年には、環境保全型農業に取り組むみかん生産者等により「有田地方環境

保全型農業研究会」（2019 年度会員 62 名）を設立し、全国の環境保全型農業実践者

による「有機農業実践講座～柑橘栽培～」の開催や（2014 年。NPO 法人有機農業参

入促進協議会との共催）、みかんの基本的な生態生理を確認する「みかん塾」の開講

等により知識・技術を向上させている。 
 

また、有田地域では、環境保全型農業実践者や環境保全型農業に関心のある農

業者等を対象とした「環境保全型農業栽培技術現地研修会」（主催：和歌山県環境保

全型農業推進協議会）を積極的に実施している。 

本研修会では環境保全型農業実践者より、自身の栽培方法に加え、取組を始め

たきっかけなども説明されており、知識・技術の向上だけでなく、関心のある農

業者を後押しする取組となっている。 
 

 

写真 3-2 環境保全型農業栽培技術現地研修会 

左：環境保全型農業実践者による栽培管理方法の説明 右：情報交換会 
出典：普及活動現地情報「農業現場では、今」平成 29 年 9 月号 

（和歌山県農林水産部経営支援課（農業革新支援センター）） 
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近年では「無農薬栽培によるパーマカルチャー※6の実践」など、これまでにな

い取組が展開されており、その効果が周辺に波及しつつある。 

※６：permanent（永続性）と agriculture・culture（農業・文化）を組み合わせた造語。 
人間にとっての恒久的持続可能な環境を作り出すためのデザイン体系。 

 

みかん園及びその周辺の雑木林における農業生物多様性 

・みかん園と「雑木林・草地」は、昆虫の成育環境として重なり合い、みか

ん園やその周辺の雑木林には、多様な陸産貝類が生息する。 
 

・みかん栽培は、山頂の雑木林、防風樹、ため池周辺の薪炭林などの環境を

生み出しており、多様な生物が本環境に依存して生育・生息している。 

（R2.12.27～28 の植物相調査では、平坦園に比べ、石積み階段園・雑木林におい 

て高い生物多様性を確認。生物データ 表７） 
 

・有田川はアユ、有田沿岸はタチウオ・ハモ・シラス・マアジ・サバなどが

獲れる豊かな漁場であり、魚付林（海岸に沿った照葉樹林・魚が集まる）や豊

かな山林が維持。 
 

・石積み階段園は、山間部を流下する雨水の流速を低減させるとともに、「雑

木林－階段園の山地利用」は水源涵養・保持に寄与するが、水質や生物多

様性への影響は明かではない。 
 

・そこで、農業遺産の取組を契機とし「みかん栽培が生み出す環境」や「み

かん栽培と河川・海の関係」が生み出す生物多様性ついて検証を開始し、

これまで注目してこなかった「みかん栽培と生物多様性の関係」について、

まずは、地域の小中高生に関心を持ってもらうこととする。 

 
   

みかん栽培－植物の関係 

・山肌を覆う階段園の石垣において、ヒメウラジロ、エビガラシダ（いずれも 

和歌山県レッドデータブック絶滅危惧ⅠA類）等のシダ植物や、特殊岩石地の植 

物相を特徴づける植物が生育。 

    （有田地域全域では、21 科 94 種のシダ類を確認）（生物データ・表３） 
     

      根拠資料 

2012 保全上重要なわかやまの自然 －和歌山県レッドデータブック－.238 

          真砂久哉：和歌山県有田川流域のシダ植物．南紀生物．34．85-91．1978 
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みかん栽培－有田川 

・良好な水環境を基盤とし、河川内に多様な自然環境が形成されており、多様 

な動植物が生息・生育。 

河川環境 

下流域：太平洋独特の大きな潮汐が形成する干潟 
           

中流域：蛇行により形成される瀬と淵 

             堆積・侵食の繰り返しにより形成される砂州 
         

生物相 

・大型底生動物 

            下流域  ：73 種を確認※１（生物データ・表４） 

            河口汽水域：48 科 94 種を確認※２（生物データ・表５） 
 

        ・貝類（有田川河口域）：55 科 130 種を確認※3（生物データ・表６） 
     

       根拠論文 

          福永幸子：有田川の下流域における大型底生動物群集の構造Ⅱ．南紀生物． 

41(1)．77-82．1999※１ 

         

          野本彰人、木邑聡美、唐沢恒夫、杉野伸義：有田川河口汽水域の大型底生動 

物相．南紀生物．44(2)．115-121．2002※2          

          江川和文：和歌山県有田川河口域の貝類相 1. 腹足綱．南紀生物．46(2)． 

167-172．2004※3 
 

          江川和文：和歌山県有田川河口域の貝類相 2. 二枚貝綱．南紀生物．47(1)． 

45-50．2005※3 

 

みかん栽培－昆虫（害虫）の関係 

・温州みかん 新植園（開園後３年目・農薬散布条件下）おける調査では、５目 

28 科 51 種の「みかんを食樹とする昆虫」（害虫）を確認。（生物データ・表１） 
 

・また、これら害虫の天敵として、捕食性天敵 15 種類（ナナホシテントウム 

シ 等）、寄生性天敵 ５種類（アブラバチ類 等）を確認している。 

表 3-4 平坦園、石積み階段園及び周辺の雑木林における植物相調査 

（2020.12.27～28） 
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・新植園への害虫の侵入経路としては、 

          ①開園以前からの生息種が、開園後、定着（生息種の維持） 

          ②開園後、周辺の雑木林・草地から侵入し、定着（生息環境の重なり） 

          ③開園後、周辺の柑橘園から侵入し、定着 

         が推察されており、みかん園と雑木林・草地は、昆虫の成育環境として重な 

り合っている。 
 

         根拠論文 

            的場績：柑橘の新植園における昆虫群集についてⅠ．南紀生物．19．23-31．1977 

            的場績：柑橘の新植園における昆虫群集についてⅡ．南紀生物．20．13-17．1978 

            的場績：柑橘の新植園における昆虫群集についてⅢ．南紀生物．20．67-70．1978 
 

みかん栽培・雑木林－陸産貝類の関係 

・みかん園、畑地の周辺や雑木林においては、８科 28 種の陸産貝類を確認。 

        （有田地域全域全域では、22 科 65 種を確認）（生物データ・表２） 
     

         根拠論文 

江川和文：和歌山県有田市・有田郡の陸産貝類相．南紀生物．40(2)．185-190． 

1998 
 

 

 

みかん栽培が生み出す環境と生物多様性の関係 

・山頂の雑木林 

         ・ソヨゴ（モチノキ科・南方系植物）が多く自生し、クビアカモモブトホソカ 

ミキリ（カミキリムシ科）などの昆虫が集まる 
         

         ・尾根部の痩せ地にはネズ（ヒノキ科）が自生 
         

         ・土壌を豊かにするため、ヤマモモ（ヤマモモ科・根に共生する根粒菌が窒素 

固定を行う）を栽培 

             ※里山としての利用の衰退・放置竹林の増加は獣害を誘発するため、獣害を抑 

制する「雑木林－みかん園 環境」の管理方法を検討中。 
     

      ・みかん園周辺の防風樹 

          防風樹：サンゴジュ（ガマズミ科）、イヌマキ（マキ科）等を利用 

サンゴジュ：サンゴジュハムシ（ハムシ科）、スグリゾウムシ、サンゴジュヒメ 

ゾウムシ（ゾウムシ科）や、みかん樹には生育しないカミキリ類 

が生息 
 

            マ キ  ：モンアシブトゾウムシ（ゾウムシ科）が生育（訪花） 
     

      ・ため池周辺の雑木林（クヌギなどの薪炭林） 

         ・多くの昆虫が薪炭林に依存して生息 
         

・ひこばえ（切り株・根元から出る若芽）にはモンクロベニカミキリ（カミキ 

リムシ科）が集まる。 
     

・「開けた灌木林」としてのみかん園 
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        ・本環境を好む鳥類の生息・飛来 
     

      ・機械除草（除草剤 非散布）園（石積みを積んでいない緩傾斜園） 
     

      ・環境保全型農業実践園 

 

 

 

35



（３）地域の伝統的な知識システム 

本システムでは、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培技術・品種選定

により、各地域でその地理的特性に適応した栽培を行うことで、地域全体として、

高い品質を誇る「有田みかん」産地を形成してきた。 
 

長年の栽培で培ったみかん生産者の高い観察力は、わずかな変異を示す「枝変

わり・一樹変異」の発見を可能にしており、多くの優良品種が日々の栽培管理の

なかで見出されてきた。 
 

みかん農家による苗木生産は、産地内で見出した優良品種の速やかな普及と、

高品質な苗木生産（２年生・土付き苗木）を可能し、産地の自立性を向上させてきた。 
 

また、日本で初めてみかん栽培を生計の手段にまで発達させた有田地域では、

「有田専用の収穫鋏」を生み出すなど、農家と道具屋が連携し、産地を発展させ

てきた。 

 

ア 多様な地勢・地質の組み合わせに適応した栽培技術 

東西 約 42km、南北 約 12km に広がる有田地域は、中央を東西に有田川が流れ、

その地勢・地質は多様性に富んでいる。 
 

地勢でみると、西側は紀伊水道に面した「海岸部」、東側は標高 200～300m 級

の山々の間を有田川が流れる「内陸部」となっており、有田川沿いは河川が形成

した「平坦地」、その両側は山々が連なる「傾斜地」となっている。 

また、有田川両岸についても、北岸と南岸では日当たりがことなることから、

かつて有田地域の人々は、北岸を「陽地」（ようじ・南向き斜面）、南岸を「陰地」

（おんじ・北向き斜面）と呼び分け、みかんを栽培してきた。 
 

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

っており、北から三波川（さんばがわ）帯、秩父帯、四万十帯に区分される。 

 

（ア）「海岸部－内陸部」における栽培技術 

海岸部は日照時間が長いことに加え（1,700～2,000 時間/年）、海からの日

光の照り返りもあることから、日照条件に特に恵まれている。 

加えて、潮風によってミネラル分が運ばれるため、海岸部の園地では適

度な酸味をもつ糖度の高いみかんが栽培されてきた。 

（有田みかんのなかでも、特に高いブランド力を誇る「田村みかん」は、海岸

部に位置する「湯浅町 田地区」が産地。） 
 

一方、海岸部は強風に見舞われやすいため、園地周辺への防風樹の植栽

や山の西側（海側）の雑木林の維持により対策を講じてきた。 
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有田地域は沿岸が入り組んでおり、黒潮暖流の影響が上流にまで及ぶこ

とから、内陸部では有田川沿いを中心に産地を形成することで、寒害を回避

している。 

 

（イ）「平坦地－傾斜地」における栽培技術 

本システムは、平地の少なさを乗り越えるために生みだされたものであ

り、石積みによる階段園の造成がシステムの核の一つとなっている。 
 

有田地域では、標高約 5～360m、主として約 20～200m の範囲でみかんを

栽培しており、斜面の傾斜角も約 5～50°と広範囲に及ぶ。 

なお、有田地域では約 65%の園地が傾斜角 15°以上の傾斜地に造られて

おり、その割合は全国平均を大きく上回る（全国平均：約 40%）。 
 

みかん園の造成方法には土地条件等に応じた特徴があり、大正期でみる

と、静岡県、神奈川県、和歌山県北東部では、地形をそのまま利用した「山

なり」の園地が造られていた。 
 

一方、有田地域では江戸時代から現在に至るまで、石垣による階段園が

築かれている。 
 

 
 

なお、山なりの園地に比べ、石積みの階段園の造成には多くの労力と高

度な技術を要する。 
石垣の階段園を造成する目的には、開墾時に生じた岩石の除去・搬出労

力の削減などが挙げられるが、有田地域における最大の目的は「高品質果実

の生産」である。 
 

図 4-1 紀伊国名所図会 二編（1812 年）で描かれた有田地域のみかん園 

出典：日本名所風俗図会（角川書店） 
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実際、有田地域の石垣には、開墾

時に生じた岩石だけでなく、現地の岩

石の割石や麓より持ち上げた河川の

石等が用いられており、多大な労力を

かけて石垣の階段園が築き上げられ

ている。 
 

また、トラック等が普及するまで

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、将来の開園

や災害からの復旧に備えてきた。 
 
 

 
 

みかん栽培における石垣の階段畑の利点（山なり園との比較） 
・排水性が高く、過剰な水分吸収が抑制されることで、果実糖度が向上。 
・日当たりが向上することで、光合成量が増加し、果皮着色が向上。 
・表土及び肥料の流亡が抑制。 
・地表面を流れる雨水の流速が減少することで、災害耐性が向上。 
・石垣の保温効果による地温上昇により、樹体の生育が促進。 
・石垣の光の反射効果により、果皮全体の着色が向上。 
・平地での農作業となるため作業効率が向上。 

写真 4-2 有田地域でみられる様々な石積み 

写真 4-1 石を運搬した天秤棒 

シュロで編んだもっこが両端に付けら
れ、一度に４個の石が運ばれた。 
（石井里津子氏 撮影・提供） 
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みかん栽培における石垣の階段園の起源は明かではないが、有田地域で

は少なくとも江戸時代より大規模な階段園を築いており、試行錯誤を重ね、

その造成技術を生み出したことが推察される。 
また、みかん産業の成長期である明治中期から大正期には、有田地域の

造成技術が全国に普及している。 
 

 
 

一方、平坦地は土壌水分が多く、樹体の水分吸収量が過剰となりやすい

ことから、果実糖度が上昇しづらい傾向にある。 

そこで有田地域では、土壌改良（水はけの良い山土の投入や土壌下部への砕

石の配置）や高畝栽培（耕土を高く盛り上げてつくった畝（うね）での栽培）に

加え、苗木の定植の際に根の下部に「瓦」を設置し、水分吸収を抑制するこ

とで、果実糖度を上昇させる技術を生み出している。 
 

また、極早生品種は樹勢が弱い傾向にあるため、水持ちが良く、耕土の

厚い平坦地での栽培により樹勢を維持している。 

 

本システムにおける石積み階段園の特徴  

平地が少なく、急傾斜地の多い有田地域では、沿岸部から内陸部まで、山

麓から山頂付近まで面的なまとまりをもって階段園を築いている点におい

て、ランドスケープ上の独自性が存在する。 

※有田地域以外の産地では、沿岸部を中心に階段園を形成。 
 

表 4-1 有田地域にて大正期にまとめられた石積み階段園の開園基準 

出典：紀州有田柑橘発達史（大正 15 年） 〈 〉内は、当方補記。 

傾斜度
（角度）

5度 5寸 〈15.2cm〉

9.5度 1尺 〈30.3cm〉

14度 1尺5寸 〈45.5cm〉

18.5度 2尺 〈60.6cm〉

23度弱 2尺5寸 〈75.8cm〉

27度 3尺 〈90.9cm〉

30度 3尺5寸 〈106.1cm〉 9尺 〈2.7m〉

34度 4尺 〈1.2m〉

37度 4尺5寸 〈1.4cm〉

40度 5尺 〈1.5m〉

42度 5尺5寸 〈1.7cm〉

45度 6尺 〈1.8m〉

47度 6尺5寸 〈2.0m〉

50度 7尺 〈2.1m〉

18尺

10尺

〈2.4m〉

〈2.1m〉

一間〈約1.82m〉
の勾配

階段の幅

〈1.8m〉

8尺

7尺

6尺

〈5.5m〉

〈3.0m〉
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また、有田地域の石積み階段園は、園地に応じた自然石の利用（河川周辺：

河原の丸石、山地の開墾園：開墾時に生じた石 など）、石積みの段の高さ（一

段で積み上げる石の高さ）、石積みの緻密さ、石積みの総延長距離の長さに

おいて特徴があると分析する。 
 

世界では、「石積み階段園」を築いた柑橘栽培は多くなく、近年では、栽

培の工業化・近代化を目指した「平坦地での栽培」が進んでいる。 

 

柑橘園の開園方法 

・柑橘園の開園方法は、下図のとおり区分される。 

・日本の柑橘産地は、千葉県以西の太平洋側・海岸線沿いに形成されているが、 

 元来、柑橘園は「水田に適さない」傾斜地に形成されてきた。 
 

・なお、昭和 30～40 年頃の「みかんブーム」の際には、九州等の新興産地を中 

心に、大規模な平坦園の開園や水田からの転換が進行している。 
 

・傾斜地における開園方法は、主として傾斜度によって選択されており、傾斜度 

10°以下では「斜面畑」が、10～15°以上では「階段園」が形成されている。 

・斜面畑は階段園に比べ、雨水による土壌流亡に弱い。 

・降雨量の少ない瀬戸内地域や国後半島には、斜面畑が存在。 
 

・また、降雨量の多い日本では、「土坡」（土で固めた法面）に比べ、土壌流亡に 

対する抵抗性を有した「石積み」が採用されている。 

（「石積みによる日光の反射」等の効果も期待。） 

 

「沿岸部～内陸部」、「山麓～山頂付近」にわたる石積み階段園の形成 

・有田地域（和歌山県）は平地が少なく、急傾斜地が多いため、耕地（特に水田） 

に利用できる土地が少ない。 

図 4-2 柑橘園の開園方法 

石積み園

平坦地
平坦園
（水田転換園など）

緩斜面畑

傾斜地

土坡
（土で固めた法面）

階段園
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・そこで有田地域では、有田川に沿って内陸部深くまで、山麓から山頂付近の急 

傾斜地にわたり、石積み階段園を形成し、みかんを栽培することで、平地の少 

なさを克服しているが、この土地利用は他産地にはみられないものである。 
     

１．温州みかん園の分布 

・有田地域では、有田川に沿って、内陸部にまでみかん産地を形成。 

（他産地は沿岸部を中心に産地を形成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2 地形・傾斜度別面積割合（県土・国土全体） 

資料：第 65 回 日本統計年鑑 平成 28 年（総務省） 

表 4-3 耕地率・森林率及び人工林率（県土・国土全体・H28 年度） 

資料：耕地及び作付け面積統計、都道府県別森林率・人工林率（農林水産省）
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２．産地規模（栽培面積）  

・有田地域では、全国の温州みかん栽培面積の１割を占める産地を形成。 

表 4-3 温州みかん栽培面積（2015 年） 

資料：農林業センサス（農林水産省） 
※西宇和地域：愛媛県八幡浜市、西宇和郡西予市三瓶町 

（地域団体商標「西宇和みかん」の指定エリア） 

             三ヶ日地域：静岡県浜松市北区三ヶ日町    
        （地域団体商標「三ヶ日みかん」の指定エリア） 

図 4-3 温州みかん園の分布(2015 年) 

資料：2015 年農林業センサス 
補足：「地域の農業を見て・知って・活かす DB」（農林水産省）によ 

り作成 
和歌山県にあっては、水田（水稲）の分布を並記 

      マッピング区分は旧市町村（昭和の大合併前）単位 
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３．傾斜度別 園地面積割合 

・有田地域では、55%の園地が傾斜度 15°以上の急傾斜地に形成。 

（全国：42%） 

 

石積み技術の独自性 

・石積みの起源は明かではないが、傾斜地が多い日本では、家屋や農地を築くた 

めの技術として次第に確立され、各地に広まったものと推察される。 
     

・なお、日本各地のみかん産地における石積みの方法は、その土地の自然石（開 

墾時に産出した石など）をそのまま積み上げた「野面積み」が主体となっている。 

             ※自然石を加工せずに使用する野面積みは、石積みの労力と石垣の強度のバランス 

がとれた石積み方法。 
     

・有田地域では、園地に応じた自然石の利用（河川周辺：河原の丸石、山地の開墾 

園：開墾時に生じた石 など）、石積みの「段の高さ」（一段で積み上げる石の高さ）、 

石積みの緻密さ、石積みの総延長距離の長さにおいて特徴があると分析する。 

 

世界の柑橘産地との比較 

・柑橘栽培は世界各地行われているが、その多くが平坦地での大規模栽培であり、 

傾斜地での栽培は多くない。 
 

・傾斜地の石積み階段園での栽培は、日本、中国、イタリアのシシリー島・アマ 

ルフィ等に限られると分析。 
 

・アジアでみると、韓国では、産地は済州島に限定されており、平坦地でのハウ 

ス栽培が主となっており、石垣は、園地を囲う目的で設置。 
 

・中国では、傾斜地への新植は減少しており、平坦地・緩傾斜地での栽培による 

近代化が進行していると分析 
 

・品種でみると、温州みかんの栽培は、日本、中国、韓国などに限定される一方 

表 4-4 温州みかん園の傾斜度別面積割合 

資料：農林水産省果樹花き課調べ（和歌山県以外・H9 現在） 

   和歌山県庁果樹園芸課調べ（和歌山県・H30 現在） 
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で、世界的な主力品種はオレンジ類。。 

   （温州みかんは耐寒性が強く、シトラスベルトの北端である日本、中国、韓国におい 

て産地が形成。） 
 

・用途でみると、本システムは生食用みかんが主であるが、ブラジル、アメリカ 

は、ジュースなどの加工用オレンジが主となっている。 
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表 4-4 温州みかん園の傾斜度別面積割合 

※The Citrus Industry Volume I （1967）を元に、フロリダ、韓国、フランスの研究者等へ 
の聞き取り調査を踏まえ作成。 
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（ウ）有田川北岸－南岸における栽培技術 

明治中期から大正期に本格化した紀州みかんから温州みかんへの品種転

換は、有田川北岸（陽地）から始まっており、日当たりの良さに支えられた

品種転換が行われている。 
 

有田川南岸の北向き斜面は、日夜の温度差が大きく、果皮の色切れ（緑

色の退色）が早く進むことから、その特性を活かした早生品種の栽培が行わ

れている。 

なお、北向き斜面から南向き斜面へと続く色切れの進行により、収穫期

が分散し、リレー出荷が可能となっている。 

 

（エ）地勢・地質の組み合わせに応じた栽培・品種選定 

本システムでは、多様な地勢・地質の組み合わせの「利点を活かし、弱

点を克服する」栽培・品種選定により、高品質なみかんを生産している。 
 

 
図 4-2 和歌山県の岩石分布 

三波川帯 
・主に結晶片岩（変成岩の一種）から構成。 
・中世代ジュラ紀の地層が、白亜紀の地殻変動による強い圧力を受け、変成。 
・有田地域北部に分布。 
 

秩父帯 
・中世代ジュラ紀や白亜紀に堆積した砂岩や泥岩から構成。 
・有田川沿いに分布。 
  

四万十帯（日高川層群） 
・白亜紀の地層。 
・海溝における陸からの土砂の堆積等により形成。 
・有田地域南部に分布。 
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三波川帯 

有田川の北岸に位置する三波川帯は、主として結晶片岩（輝岩、千枚岩、

角閃岩、蛇紋岩など）からなり、鉄（葉緑素の生成を助長）・カルシウム（根の

正常な生育に必須）・マグネシウム（葉緑素の構成成分）に富み、特に輝岩上が

みかん栽培に適しているとされてきた。 
 

三波川帯では、十分な成熟期間を確保することで、糖度が高く、減酸も

進んだ「本来の特性を発揮した」みかんを育てることが可能である。 

また、園地の多くが南向きであり、果実着色は良好である。 
 

そこで三波川帯では、河口部北岸（南向き斜面）の階段園における普通品

種の栽培・早生品種の完熟栽培などにより、高品質なみかんを栽培している。 

 

秩父帯 

秩父帯は、中生代に堆積した砂岩・泥岩から構成されており、適当な礫

を含んだ粘土質（埴質）の土壌であることから、適度な保水性を持ち、通気

性も比較的良好である。 

有田川南岸河口部の秩父帯は優良産地として特に有名であり、室町時代

よりみかんを栽培してきた糸我地区は秩父帯上に存在する。 
 

加えて、鉄・カルシウム・マグネシウムに富むことから果皮の着色に優

れており、土壌の水切れの良さから、高糖度で果皮が薄く、風味に優れる果

実を生産できる一方で、減酸がやや遅い傾向がある。 
 

そこで秩父帯では、十分な減酸期間を確保しつつ、海岸部の有田川沿い

階段園での普通・早生品種の栽培、内陸部の階段園での早生品種の栽培、内

陸部の平坦地での極早生品種の栽培を行うことで、高品質なみかんを栽培し

ている。 

 

四万十帯 

四万十帯は、主として砂岩、頁岩及び礫岩からなる。 

養分含有量がやや低く、マグネシウム欠乏（葉の黄化）やホウ素欠乏（根・

新芽の生育悪化）が生じる場合があるため、状況に応じ、施肥による対策を

講じている。 

なお、砂岩を母岩とする土壌は物理性が良好であり、土壌の水はけの良

さにより、果皮の着色が促進される。 
 

そこで四万十帯では、海岸部の南向き階段園における早生品種の栽培に

より、高品質なみかんを栽培している。 
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また、昼夜の大きな温度差による果皮の“色抜け”（緑色の退色）の早さ

を活かした、北向き階段園における極早生品種の栽培により、早期出荷によ

る高単価販売を行っている。 

イ 高い観察力による優良品種の探索と農家による苗木生産による自立性の高い産

地形成 

有田地域では、長年のみかん栽培で培った高い観察力により、わずかな変異を

示す枝変わり・一樹変異を見出し、数多くの優良品種を生み出している。 
 

例えば、「紀州小みかん」（江戸時代の主要品種。通称、紀州みかん）は、熊本県か

ら導入した「八代の小みかん」の栽培拡大の過程において見出したものである。 

また、1813 年、鹿児島より導入したとされる「温州みかん」についても、多く

の枝変わり・一樹変異を見出しており、1925 年に林文吾氏の園地で選抜された「林

温州」は、現在、日本で最も栽培されている普通温州となっている。 
 

 

 
 

近年では、生産者が見出した枝変わり等の情報を和歌山県果樹試験場に集約す

る仕組みを構築しており（枝変わり・一樹変異探索事業）、試験場における速やかな

品種特性の把握が行われている。 
 

なお、産地内で見出された多様な品種は、実際の栽培のなかで維持されており、

次なる枝変わり・一樹変異を生み出す基盤となっている。 

写真 4-3 有田地域で生まれた温州みかん品種の一例 

 左上：林温州   右上：田口早生 

 左下：植美    右下：きゅうき     
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表 4-2 有田地域で生まれた主な温州みかん品種 

※特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 

 丹生系温州
(にゅうけいうんしゅう)

・有田川町丹生地区において、戦前より栽培されている
   系統

41.5 ha

林温州
（はやしうんしゅう）

・1925年、有田郡藤並村（現有田川町） 林文吾氏の園地
   から選抜
・糖酸ともに多く、食味は濃厚
・昭和30年代後半からのみかんブームより、新興産地で
   最も増殖された品種
・日本で最も栽培面積の多い普通温州（シェア24%）

1332.4 ha

紀の国温州
(きのくにうんしゅう)

・丹生系温州の珠心胚実生から選抜
・浮皮の発生が少なく、貯蔵性が高い。
・品種登録：1986年（県果樹試験場育成）

21.5 ha

ニュー上市温州
 （にゅーかみいちうんしゅう）

・有田川町で栽培されていた「丹生系温州」の枝変わり
・浮皮になりにくく、11月中旬に収穫可能な早生品種
・品種登録：1987年

-

 紀州葵
 （きしゅうあおい）

・有田市で栽培されていた「尾張系温州」の一樹変異
・味が濃厚で、風味が良い
・品種登録：1988年

46.6 ha

 紀宝早生
 （きほうわせ）

・有田川町で栽培されていた「宮川早生」の枝変わり
・「宮川早生」より成熟期の早い極早生品種
・品種登録：1989年

-

ニュー則村
 （にゅーのりむら）

・「則村温州」（尾張系温州の枝変わり）の珠心胚実生
・甘味が強い中生温州
・品種登録：1990年

7.9 ha

 田口早生
 （たぐちわせ）

・有田川町で栽培されていた「興津早生」の一樹変異
・「興津早生」に比べ、やや糖度が高く、減酸が早い
・品種登録：1995年

466.1 ha

紀秋早生
(きしゅうわせ)

・「宮本早生」の珠心胚実生
・樹勢が強く、減酸の早い極早生品種
・品種登録：2001年（県果樹試験場育成）

-

華恋
(かれん)

・有田川町で栽培されていた「田口早生」の一樹変異
・「田口早生」より早熟で、着色・減酸が早い早生品種
・品種登録：2014年

-

YN26
(わいえぬ26)

・「ゆら早生」の珠心胚実生
・極早生温州（高糖度で9月中下旬の出荷が可能）
・品種登録：2012年（県果樹試験場育成）

30.2 ha

 きゅうき
・有田市で栽培されていた「向山温州」の一樹変異
・浮皮の発生が少ない
・品種登録：2014年

14.3 ha

 植美
 （うえみ）

・有田川町で栽培されていた「尾張系温州」の一樹変異
・「尾張系」と比べ、浮皮の発生が少ない
・品種登録：2019年

-

品種名 特  徴 栽培面積※

（H28・全国）
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また、多くの産地は地域外の専門業者から苗木を仕入れているが、本システム

では、一部の農家がみかん栽培との兼業により苗木を生産している。 

なお、みかんの栽培地と苗木の生産地の分離は、一斉的な病害虫の蔓延リスク

を減少させるが、産地の自立性は低下する。 

一方、苗木を自給する本システムでは、気象災害等による全国的な苗木不足に

左右されずに産地を維持することができる。 
 

また、みかん農家による苗木生産は、農家ニーズに応える高品質な苗木生産に

繋がっている。 

みかんの苗木は、耐病性等に優れる「台木」との接ぎ木によって生産されるが、

有田地域では高度な技術を要する一芽腹接（ひとめはらつぎ）により、苗木を生産

している。 

一般的な接ぎ木である切接（きりつぎ）は、枝（穂木）を台木に接ぐ方法である

が、穂木の生育には差があるため苗木の初期生育にはばらつきが生じる。 

一方、一芽腹接ぎは「芽」を苗木に接ぐ方法であり、初期生育が均一となる。 
 

 

また多くの産地では、接ぎ木後１年間育成した一年生苗木を生産しているが、

有田地域では十分に育成した二年生苗木を生産することで、園地への定植後の初

期生育不良を回避している。 

更に有田地域では、「根に土を付けたままの苗木」を出荷することで、水不足

となりやすい階段園における安定した初期生育を確保している。 

（他産地では、輸送コストを低減するため、土を落として出荷） 
 

 

 

写真 4-4 芽接ぎの様子 

左：接ぎ木用に加工した「芽」 右：台木に接いだ芽 

苗木 販売単価（和歌山県） 

一年生・土無し苗木（他産地産）  
：0,800 円/本程度 
 

二年生・土付き苗木          
：1,900 円～2,000 円/本程度 

写真 4-5 二年生・土付き苗木 
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多くの手間を要する二年生・土付き苗木の生産は、苗木生産者自身がみかんを

栽培しているからこそ生まれ、継承されてきたものである。 
 

このように本システムでは、高い観察力による枝変わり・一樹変異の探索と、

みかん農家による産地内での苗木生産により、自立性の高い産地を形成している。 

 

接ぎ木の歴史 

・日本では、少なくとも平安時代より、「造園樹木」において接ぎ木が行われていた 

ことが知られている。 
 

・有田地域では、安土桃山時代、八代より持ち帰った小みかんを、「在来のみかんへ 

の接ぎ木」によって広めたことが文献に記されている。 

（糸我社由緒・1810 年） 
 

二年生・土付き苗木の生産の歴史 

・1619 年、広島藩主 浅野長晟が、紀州より小蜜柑の苗木を求めていることから、少 

なくとも江戸初期より、苗木生産が行われていたと考えられる。（果樹農業発達史） 
 

・なお、地域の苗木生産農家（（株）西岡精苗園）は、現在五代目であり、苗木生産に 

は 100 年以上の歴史がある。 

 

ウ 道具屋－産地の連携による産地形成 

有田地域では、産地とみかん栽培にまつわる道具屋が連携し、みかん産業を発

展させてきた。 

昭和初期には、吉備式、畑式と呼ばれる選果機を開発しており、日本のみかん

産業の近代化を牽引してきた。 

みかん栽培が全国に広まった現在においても、全国メーカーにより「有田地域

専用の収穫ハサミ」（刃先が果梗（枝から果実までの部分））に入り込みやすいように削

られた鋏）がつくられるなど、道具屋と産地の連携が継承されている。 
 

 

写真 4-6 有田専用の収穫ハサミ 

左：有田専用の収穫ハサミ 右：通常の収穫ハサミ 

 有田専用のハサミでは、刃先を削って薄く加工している。 

51



本システムにおける栽培技術の特徴 

みかんの栽培技術は、明治期から組織的研究が進み、産地間で共有・検証さ

れることで向上してきたことから、現在では、産地間の差異は少ないものの、

有田地域の栽培方法には、摘果（樹勢・品種・立地条件などに応じた摘果）、施肥

（春肥＋秋肥による施肥体系）、栽培系統（極早生・早生・普通品種）の構成におい

て特徴がある。 

 

みかんの栽培管理 

１．剪 定  

時 期：２～３月（厳寒期を過ぎて発芽が始まるまで） 

       作 業：一部の枝の切り取り 

       目 的：樹内の日当たり・風通しの確保による充実した新梢の発生促進 

樹勢の維持・調整による収穫量の安定化 

               ※みかんは、収穫量の多い「おもて年」と、少ない「うら年」を繰り返す（隔

年結果）ことから、樹勢の維持・調整による収穫量の平準化が重要となる 

            樹の大きさ・樹形の調整 
 

有田地域の特徴 

・明治時代は、全国の産地が「無剪定」。 

・1870 年（明治時代）、西洋の剪定法が日本に導入。 

・明治末期には、国の試験場により、一定の栽培技術が確立。 
 

 

・「大きなサイズの需要の高まり」を受け、大正時代中期には、有田地域 

（和歌山県）から広島県を中心とする瀬戸内海地方に「強剪定」（伐採量の大 

きな剪定）が普及。 
 

・静岡・神奈川地方は、「明治時代の無剪定」から「大正時代の軽い剪定」に 

移行。 
 

・戦後、各産地における剪定の主たる目的が「栽培管理を行いやすい大きさ・ 

形の樹づくり」に集約されてきたことから、産地間の剪定技術の差はみられ 

なっている。 
 

・しかし、有田地域の生産者にとって「剪定」は、長年培ってきた技術を 

存分に発揮できる作業であり、各生産者がこだわりの剪定を実施している。 

・現在、主流となっている「開心自然形」は、昭和初期より各産地で採用。 
 

・有田地域では、開心自然形を核に、こだわりの剪定を実施。 
 

・他産地からの視察・研修の受け入れや技術体系の書籍化等により、そ 

の技術が広く普及 
 

・また、２年生苗木を生産する有田地域では、苗木段階から、仕立ての骨格づ 

くりを行い、剪定による樹づくりに繋げている。 
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２．摘蕾・摘花  

時 期：４月下旬～５月上旬 

内 容：一部の蕾、花の摘み取り 

目 的：着花数の調整による隔年結果の防止、樹勢の維持 
         

３．芽かき 

時 期：４月下旬～５月中旬 

内 容：長く伸びた春梢（20cm 以上・勢いの強い春梢）の除去 

目 的：樹勢のバランス調整 

（樹勢の強い品種では、芽かきにより、過剰な「生理落果」（植物本来の性質に 

よる自然落果）を抑制） 
 

４．摘 果 

時 期 

         粗摘果       ：７月上旬～中旬 

         仕上げ摘果    ：８月中旬～下旬 

         樹上摘果（樹上選果）：９月下旬～10 月上中旬 

内 容：一部の果実の摘み取り 

目 的：果実数の調整（間引き）による高品質果実の生産 

              隔年結果の防止（連年安定生産） 

         粗摘果  ：内成り果、フトコロ果、スソ成り果、極小果、キズ果 

         仕上げ摘果：小玉果、表層果、キズ果 

         樹上摘果 ：小玉果、日焼け果、極大果 

 

有田地域の特徴 

・戦前は、全国の産地が「無摘果」。 
 

・戦後、果実の大きさ・品質・年ごとの収穫量は、「１樹あたりの果実数」（１果実あた 

りの葉数）により左右されることが次第に明らかとなり、摘果技術が開発・普及。 
 

・現在では、粗摘果・仕上摘果・樹上摘果の３回に分けた摘果技術が確立され、各産地 

に普及。 
 

・有田地域では、「摘果タイプ例」を作成し、樹勢・品種・立地条件・着果・新葉状況・ 

53



気象条件に応じたよりきめ細やかな摘果を実施。 

 

５．土作り 

時 期：１～２月 

       内 容：有機物（堆肥等）・石灰資材の投入、耕耘 

       目 的：土壌の物理性の改善 
 

６．施 肥 

時 期 

春 肥：３月～４月 

        夏 肥：５月下旬～６月上旬（着果過多樹のみ） 

         秋 肥：収穫直後～11 月上中旬 

      内 容：肥料散布 

      目 的： 

粗摘果 仕上げ摘果①
仕上げ摘果②

樹上摘果

B 50% 50% 見直し
C 20～30% 60% 10～20%・見直し

D 0～20% 80～100% 見直し

若木・強勢樹：20葉
新葉のある成木：25葉
旧葉のみの樹：30葉
(一般的な基準：20～25(30)葉)

摘果基準

時期別の摘果程度
（％：摘果する果実の割合）

A 80% 20%～見直し 見直し

タ
イ
プ

表 4-3 摘果タイプ例 

出典：有田みかんデータベース（ブランドありだ果樹産地協議会） 

A タイプ 

・「隔年結果傾向の着果過多樹」は上部全摘花・摘果による隔年結果防止対策が 

先決 

・「その他の着花過多樹」は枝別全摘果も必要  
  

Ｂ～Ｃタイプ  

・高品質作り型 

・着果の多い樹でも、早生、中生ミカンではこのタイプ 

・着果の少ない樹はＣタイプ 

Ｄタイプ  

・着果がきわめて少ないか、後期に果実肥大の期待できる樹 
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        春 肥：これから成長する新芽、花、果実肥大のための栄養供給 

       夏 肥：根、新梢、果実の生長ための栄養供給（必要時） 

        秋 肥：越冬及び次期の生長のための栄養供給、隔年結果の防止 
 

   有田地域の特徴 

・「夏肥」は、1960 年代頃、静岡県果樹試験場を中心に開発。 

     （着果数が多い場合、マルチ栽培や樹上完熟栽培において実施） 
 

・ただし、有田地域では基本的には、春肥と秋肥のみで対応。 

（肥料吸収が遅れた場合の果実の着色不良、糖度低下などを回避） 

 

栽培系統（極早生・早生・普通）の構成 

・温州みかんは、収穫時期によって極早生（9～10 月）、早生（10 月～11 月下旬）、 

普通（中生・普通・晩生、12 月）に区分されるが、その栽培比率（作型の構成）に 

は産地ごとに特徴がある。 
 

有田地域 

・栽培の歴史が古く、適切な栽培管理と十分な栽培期間の確保により「みか 

ん本来の甘さ・酸味」を発揮する「普通品種」を主体に産地を形成。 
 

・近年では、食味の良さから早生品種の比率が増加。 
 

・地勢・地質に応じた品種選定を行う有田地域では、地域内においても、各 

産地によって品種構成は異なる。 
     

熊本県、長崎県などの日本南部の産地 

           ・温暖な気候を活かした早期出荷による高単価出荷が可能な「極早生品種」 

を多く栽培。 
     

 

静岡県 

・12 月に収穫した「普通品種」を貯蔵し、年明けに出荷することで、他産 

地と差別化を図る。 

表 4-4 栽培系統（極早生・早生・普通品種）別 栽培面積 

資料：平成 28 年産 特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 
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・また、有田地域は他産地に比べ、施設栽培（ハウスみかん）の面積率が小さいが、 

これは、有田地域が温州みかんの栽培適地であり、環境制御の必要が小さいこと 

が理由の一つとして挙げられる。 

     

       （補足）栽培技術の開発・研究の歴史 

・みかんの栽培技術は、明治期から組織的な研究が開始。 
 

        ・開発された技術は産地間で共有・検証されることで向上。       
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（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 
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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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（６）変化に対するレジリエンス 

産地内で見出された品種をはじめとする多様な温州みかんの栽培は、気候変動や

病害に対する抵抗性の多様さに直結している。 
 

優良品種を見出す生産者の高い観察力は、栽培品種の多様性を向上させる推進力

となっており、多様な品種の栽培は、次なる優良品種を生み出す基盤となってきた。 
 

産地内での苗木生産による自立した産地形成や、二年生・土付き苗木の生産によ

る初期生育の安定化は、災害からの速やかな復旧を可能にしている。 
 

尾根筋の雑木林－石積みの階段園による土地利用において、雑木林は尾根筋の土

壌を保持し、雨水を蓄えることで、斜面崩落を抑えてきた。 

また雑木林は、生態系の変化に対する緩衝地帯としての役割を果たしており、み

かん山全体としての生態系が保全されている。 
 

石積みの階段園は、表層を流下する雨水の流速を弱めており、下方に続く麓の集

落・農地のレジリエンスをも高めてきた。 

 

ア 栽培品種の多様性が生み出すレジリエンス 

品種の多様性は、病害への抵抗に関する遺伝的多様性に直結している。 

例：温州萎縮病：有田地域における観察では、宮本早生・宮川早生は弱く、 
上野早生・興津早生はやや強く、中生温州はかなり強い。 

 

 

また、多様な品種の栽培は次なる優良品種

を生み出す基盤となっており、近年では、温暖

化を発生要因の一つとする「浮皮」（うきかわ・

果皮と果肉の分離）の発生が少ない品種（一樹変

異）を見出している。 
 

 
 
 
 

 

 

表 7-1 有田地域で見出された浮皮の発生の少ない品種 

品種名 育成背景、特性など

きゅうき

・向山温州の一樹変異として、久喜護（きゅうきまもる）氏が自身の園地で発見
・枝変わり・一樹変異探索事業により県果樹試験場に情報が集約
・中生みかん
・品種登録：2014年

植美
（うえみ）

・尾張系の一樹変異として発見
・枝変わり・一樹変異探索事業により県果樹試験場に情報が集約
・晩生みかん
・出願登録：2019年

写真 7-1 浮皮の様子 
左：正常果 右：浮皮発生果
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近年では、優良品種の情報を県果樹試験場に集約する「枝変わり・一樹変異

探索事業」を構築するとともに、近畿大学付属農場柑橘遺伝資源保存園にて系

統保存を行うことで、生産者の取組を補完している。 
 

また、収穫時期の異なる様々な系統（極早生・早生・普通（中生・普通・晩生））

を栽培することで、自然災害のリスクを分散させてきた。 

 

イ 産地内での苗木生産が生み出すレジリエンス 

産地内での苗木生産は、産地の自立性を高めており、気象災害による全国的

な苗木不足等に左右されにくい産地形成を可能としている。 

なお、産地内での苗木生産は、病害虫の一斉蔓延のリスクがある一方で、苗

木の移入時における病害虫の持ち込みの可能性は小さい。 

また、産地内で発生した枝変わり・一樹変異の利用は、地域外からの品種の

導入に比べて遺伝的撹乱の程度が小さく、生態系の大幅な変化を生じさせない。 
 

また、二年生苗木はみかん園への定植後の初期生育が安定しており、一年生

苗木に比べてかん水等の管理作業の手間が少なくて済むことから、災害からの

一斉復旧が可能となっている。 

 

ウ 「尾根筋の雑木林－石積みの階段園」が生み出すレジリエンス 

尾根筋の雑木林―石積みの階段園からなる土地利用は、大雨による斜面崩

落・土壌流亡を防ぎ、麓の集落・農地の災害耐性をも向上させてきた。 

雑木林は、表層土層の薄い尾根筋の土壌を保持するとともに、雨水を蓄える

ことで斜面崩落を抑制している。 

また、海岸沿いの園地では、園地の海側を雑木林として維持することで、強

い海風から園地を守ってきた。 

なお、雑木林は、生態系の変化に対する緩衝地帯としての役割を果たしてお

り、「みかん山」全体としての生態系が保全されている。 
 

雑木林の下方に形成された、石積みの階段園は、表層を流下する雨水の流速

を弱め、大雨に対する災害耐性を向上させている。 
 

なお、有田地域の階段園は、テラ

ス面を手前に向かってわずかに傾斜

させることで、水はけを向上させて

いる。 

 

 

 
写真 7-2 テラスを手前に傾けた階段園
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加えて、テラスの奥側（上段との接地面）に溝を設置し、雨水の流路をあら

かじめ確保することで土壌の流亡を抑えるとともに、一部の生産者は、園地の

端に水を澱ませる溜（ため）を設置することで、流下する雨水の勢いを弱める

工夫を行っている。 
 

研修会等により、石積み技術は現在にまで継承されており、災害からの復旧

に供えられている。 
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（７）多様な主体の参画 

有田地域では、地元高校での農業後継者の育成、農業法人による非農家出身者の

雇用や都市企業との連携による新規就農者支援スキームの構築等により、地域内外

から県内最多の新規就農者を確保している。 
 

 
 

地域外からの季節労働者の確保においては、若者のライフスタイルに合わせた宿

泊形態の提供や地域との交流イベントを行っており、定住・就農者も生まれている。 
 

また、都市農村交流イベント、産地間交流や大学との協働活動などの取組も積極

的に展開している。 
 

加えて、女性の能力発揮や地域農業への参画のための取組も数多く展開しており、

SDGs Goal5「ジェンダーの平等の実現」の達成に貢献する多くの活動実績・成果を

生み出している。 

 

ア 新規就農者確保の取組 

（ア）有田中央高等学校による後継者育成 

和歌山県立 有田中央高等学校（有田川町）は、明治 40 年の設立以降（吉

備実業学校として設立）、柑橘園芸を中核の一つとする高度な農業教育により

地域の農業後継者を育成し続けている。 
 

有田中央高校では、昭和 28 年に「柑橘園芸科」を設置（現在の総合学科 農

業系列の前身）しているが、柑橘に特化した学科を有した高等学校は、本校

と静岡県立三ヶ日高等学校（現 浜松湖北高等学校・昭和 38 年に柑橘科を設置）

のみである。 
 

また、本校では地域と連携した農業教育を展開することで、生徒の意識

を高めるとともに、地域全体の栽培技術を向上させてきた。 

表 8-1 有田地域における新規就農者数（年間・2016-2018 年度 3 ヶ年平均）

資料：和歌山県新規就農者数調査 
※：有田地域を除く６地域（海草・那賀・伊都・日高・西牟婁・東牟婁）の平均値 

単位：人/年

和歌山県計 有田地域
他地域※

（平均値）

138 37 17
新規学卒者 10 5 1
Ｕターン就農者 61 16 7
新規参入者 36 2 6
農業法人等への就農者 31 14 3

計
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明治 40 年の開校当初から続く品評会では、生徒に加え、地域の“ベテラ

ン生産者”もみかんの出品を行っており、栽培技術を競い合っている。 
 

 
 

近年では、学校内の仮想会社において６次産業化モデルプランを作成す

る「校内模擬カンパニー」の取組などにも挑戦しており、経営感覚を備えた

地域の農業後継者を育成し続けている。 

 

（イ）農業法人への就職 

日本の農業経営は家族経営体を主とするが、農業経営を法人化した「農

業法人」も存在しており、有田地域には６次産業化を展開する農業法人が多

く存在する。 
 

農業法人への就職は、初期投資（農地・農機具取得等）の少ない就農形態

であり、安定的な給与所得の確保、福利厚生の充実などのメリットもあるこ

とから、就農を希望する地域外の非農家出身者にとって、重要な就農手段と

なっている。 
 

有田地域の多くの農業法人は農業に関心のある若者の受け入れを積極的

に行っており、農作業体験者の中からは、法人への就職者（就農者）も生ま

れている。 

 

（ウ）人材育成会社との連携による新規就農者支援スキームの構築 

有田市では人材育成会社「(株)リクルー

ト」と連係し、新たな就農支援スキーム

「AGRI-LINK IN ARIDA」を構築している。 
 

本スキームは、新規就農者－農地提供農

家－規模拡大希望農家の３者間において、

事業継承－就労・技術－農地のマッチング

写真 8-1 有田中央高校 品評会 

左：昭和 43 年の新聞記事 右：品評会の様子 

写真 8-2 AGRI-LINK IN ARIDA 
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を行うものであり、新規就農者は、農地・研修先・出荷先を確保した状態で

就農することができる。 

このように有田地域では、民間企業－行政－地域の連携により地域内外

より新規就農者を確保し、地域・行政が一体となってその育成を行っている。 

 

イ 地域外からの季節労働者の確保 

収穫期に労力が集中するみかん栽培において、地域外からの季節労働者の確

保は欠かせない。 

なお、最近の若者にとって「農家への住み込み」には抵抗感がある。 

そこで有田地域では、ライフスタイルの変化に併せた新たな取組を展開して

おり、県内の若者により設置されたコミュニティハウス「紀家（きち）わくわ

く」 （2016 年設置・湯浅町）は、都市部の大学生等によるワーキングホリデー

の拠点として多くの季節労働者を集めている。 
 

また、有田川町の「虹のネ農園」（園主 松本祐典氏）では、行政との連携に

より、季節労働者と地元との交流の場「みかんギャザリング有田川」を開催し

ている（2016 年～）。 

本イベントでは、コンサートや農産物の販売等とともに、季節労働者の地域

定着政策を立案するためのアンケート調査も実施しており、2017 年度からは、

シェアハウスで共同活動しながら地域への定住を目指す「移住研修制度」を開

始している。 

 

ウ 都市農村交流イベントによる有田みかんファンの創出や産地間連携による将

来ビジョンの検討 

有田地域では、一面に広がる石垣の階段園、一斉に咲き誇るみかんの花や熊

野古道が通るみかん山などの独自の農業景観を活かした都市農村交流イベン

トを数多く展開している。 

また、産地間交流も積極的に実施しており、2017 年には、全国のみかん生

産者や研究者が一堂に会した「日本みかんサミット」を民間主導で開催してい

る（主催 東大みかん愛好会 清原優太氏）。 
 

このように有田地域では、独自の交流イベントにより、有田みかんの消費を

支えるファンを生み出すとともに、産地間での相互研鑽を重ねている。 
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エ 大学との協働活動 

有田地域では、地域農業の課題解決をテーマとした大学との協働活動を展開

している。 

2014 年から開始した龍谷大学経済学部藤岡ゼミ（京都府）と（株）早和果樹

園（有田市・農業法人）による「農商学連携プロジェクト」では、みかんジュー

スの生産（６次産業）が盛んな当地域の課

題である「みかんの皮の処分」の解決策

が検討されている。 

本プロジェクトでは、みかんの皮を利

用したうどん、ドレッシング、化粧品な

どの商品開発が行われ、「みかん肌まろ

化粧品」の商品化・販売に成功している。 
 

写真 8-3 みかんにまつわる様々なイベント 

 左上：みかんの花街道ウォーク 
（みかんの開花期（５月）に、園地周辺のコースを歩くウォーキングイベント） 

右上：有田みかん海道マラソン 
（給水所でのみかんジュースの提供など、当地域ならではの魅力発信を実施） 

左下：アグリファンフェスタ 
（早和果樹園による「ファン感謝祭」を銘打ったみかん収穫体験イベント） 

右下：日本みかんサミット 

写真 8-4 みかん肌まろ化粧品 
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和歌山大学は、（株）早和果樹園との協働により、実践的キャリア教育プロ

グラム「キャリアデザイン入門」を実施している。 

本プログラムでは、「早和果樹園の既存の商品群のプレミアム感は残しつつ

も、日常使いできる"ボリュームゾーン商品"を企画開発せよ！」とのプロジェ

クトテーマを用いたキャリアデザイン教育を進めているが、実際に、学生のア

イデアをもとにした新商品開発・販売の成果も生まれている。 
 

近畿大学発のベンチャー企業である（株）

ア・ファーマ近大では、当地域の農家と「近

大青ミカン組合」を設立し、早摘みの青みか

んを原料としたサプリメント「ブルーヘスペ

ロンキンダイ」を製造・販売しており（2004

年～）、新たな切り口による生産者所得の向上

を進めている。 

 

オ 女性の参画 

有田地域では、女性の技術向上、能力発揮・活躍や、地域農業への更なる参

画のための取組を数多く展開している。 

2018 年には、女性農業者同士の交流や技術・知識向上を目的とした「有田

農業女子プロジェクト」を開始し、農作業安全、鳥獣害対策や経営分析などの

様々な課題に関する勉強会を行っている。 

また、作業着メーカーとの「女性農業者が望む作業着・小物」についての意

見交換など、女性農業者ならではの視点を活かした取組により、女性農業者が

働きやすく、笑顔で活躍できる環境づくりに向けた活動を展開している。 
 

 
 

また、女性の参画や平等なリーダーシップの機会の確保については、農業法

人も積極的な活動を展開している。 

写真 8-6 有田農業女子プロジェクト 

出典：普及活動現地情報「農業現場では、今」平成 30 年 7 月号、令和元年 9 月号                     
（和歌山県農林水産部経営支援課（農業革新支援センター）） 

写真 8-5 ブルーヘスペロン 

キンダイ 
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(株)早和果樹園では、全役員を元社員であるシニアの女性が務める(株)早和

なでしこを 2017 年に設立し、女性の経

営参画を実現している。 
 

早和なでしこは、早和果樹園の社員

食堂を運営しているが、女性の参画の場

の創出と、地域外からの若手社員の食生

活の充実が両立した本取組は日本全国

から注目を集めており、社員間のコミュ

ニケーションの増加や地元食材の使用

による地域貢献等のメリットも生み出

している。 

なお、早和なでしこの活動は、社員間の交流に加え、子育て世代の女性社員

の活躍を支えている。 
 

有田地域におけるこれら取組は、日本農業における SDGs Goal5「ジェンダ

ーの平等の実現」の達成に貢献する数多くの活動実績・成果を生み出している。 

 

システムにおける女性の役割 

・有田地域における「販売農家の減少率」は他産地に比べ小さいが、これ

は「女性（母親世代）が中核を担う兼業農家」の維持によるものである。 
 

・みかんは永年作物であるため、「園地荒廃からの営農再開」は困難であ

るが、有田地域では「女性が中心となった営農の継続」により「男性の

定年就農」が可能となり、産地が維持されている。 
 

・この背景には、女性農業者による「農業経営を主体的に担う」、「自身の

世代で農地を荒らさない」との強い思いがあり、女性農業者グループは

技術研修やベテランｰ若手農業者の連携を主体的に進めている。 

 

「女性が中核を担う兼業農業」による産地維持 

・有田地域は、農業経営への女性の主体的な参画により、兼業農家数が維持 

されているため、他のみかん産地と比較して、販売農家の減少率が小さい。 
 

・その結果、園地が良好に維持され、「団塊世代の定年就農」が円滑に進ん 

でいることから、専業農家数は増加している。 

販売農家：経営耕地面積が 30ａ以上又は調査期日前１年間における農産物販 

売金額が 50 万円以上の農家 

          専業農家：世帯員の中に兼業従事者が１人もいない農家 

兼業農家：世帯員の中に兼業従事者（調査期日前１年間に他に雇用されて仕 

事に従事した者又は自営農業以外の自営業に従事した者）が１人 

以上いる農家 

写真 8-7 早和なでしこ 
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・有田地域の「販売農家における経営者の女性比率」は高く、「女性の経営 

方針の決定参画者」が存在する販売農家も多い。 

経営者：農業経営に責任を持つ者（日常の管理運営の中心となっている者） 

経営方針の決定参画者：経営者以外で、自営農業に関する生産品目、出荷先、 
雇用等の決定に参画した世帯員 

 

表 8-2 2000 年ｰ 2015 年の販売農家、専業農家及び兼業農家数の推移  

資料：2000 年世界農林業センサス、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 

表 8-3 販売農家における経営者の女性比率  

資料：2015 年農林業センサス（農林水産省）   

表 8-4 女性の経営方針の決定参画者（経営者を除く）が存在する販

売農家比率  

資料：2015 年農林業センサス（農林水産省）   
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・また、有田地域の家族経営協定率は非常に高く、「女性が働きやすい職場 

づくり」が進んでいる。 

家族経営協定：家族農業に携わる世帯員が役割分担や就業環境等について取り 

決める協定 
        （背景には、個人出荷組織や集落共選における高齢者・女性の役割の重要性（家 

族・集落全体での出荷作業）が存在。） 

 

 

女性による主体的な取組について 

・申請書記載の「有田農業女子プロジェクト」（H29～）の背景には、経営 

を主体的に担う女性農業者の意識の高さと、これまで積み重ねてきた女 

性農業者グループの活動実績が存在する。 
     

・本プロジェクトのきっかけは、「接ぎ木や剪定など、栽培の核となる作業 

を自らで行い、我が家の農業を発展させたい」との女性農業者の強い思い 

であり、本プロジェクトでは、技術向上を目指した研修（農機具のメンテ 

ナンス方法、農薬散布上の注意点、農業経営分析手法 等）を実施している。 
     

・また、本プロジェクトでは、地域のリーダーとして活躍する「女性農業士」 

がアドバイザーとして参加し、自身の経験を若手農業者に伝えることで、 

「産地を守る世代間・地域間の連携」を創出している。 

農業士：知事が地域のリーダーとして認定した農業者に付与される称号 
     

・なお、女性農業者を中心に組織する「有田地方生活研究グループ連絡協議 

会」（S47～）では、みかんを用いた加工品開発・販売や地元小学校での食 

育活動などを展開している。 
     

・近年、若い世代を中心にグループ活動へ参加を敬遠する傾向がみられてい 

るが、本プロジェクトは、有田地方生活研究グループ連絡協議会の魅力発 

信の場ともなっている。 
     

・また、H31.2 には隣接する和歌山・海草地域との合同による「和海・有田 

合同農業女子プロジェクト」を、R1.6 には就農間もない農業者との技術 

研鑽・交流を目的とした「有田農業女子プロジェクト・アグリビギナー合 

同研修会」を開催するなど、その活動を発展させ続けている。 

表 8-5 販売農家における家族経営協定締結率 

（果樹類・単一経営農家・2005 年）  

資料：2005 年農林業センサス（農林水産省）   
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・加えて、農業者に限らず、地域に居住する女性であれば誰でも参加できる 

ＪＡありだ女性会（会員 約 1,300 人）では、様々な活動を展開している。 
     

・ＪＡによる女性グループの活動は全国的にみられるものであるが、女性が 

農業経営に重要な役割を担う有田地域では、「摘果講習会」など技術向上 

のための取組が行われている。 
 

・また、行政・ＪＡは、長期計画等において「男女の平等な参画」について 

定めており、これら活動を政策的に支えている。 
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（８）６次産業化の推進 

本システムでは生食用みかんを主として生産してきたが、生食に適さないみかん

においても、加工を加えることで収益を向上させてきた。 

有田地域における６次産業化の歴史は、江戸時代から続く「陳皮」（ちんぴ・乾燥

させた果皮・薬の原料）の生産にまで遡り、高品質果実の生産を主体とし、低品位果

実の加工にも取り組むことで産地を発展させてきた。 

また近年では、６次産業化により、高品質果実を用いた高糖度・高単価 100%みか

んジュースの生産を産地全体で展開している。 
 

みかんジュースの生産は、戦後、全国各地で本格化したが、当時は「安値で仕入

れた下級品・傷もの」を原料とすることが常識であり、生産者の所得を大きく向上

させる手段ではなかった。 

しかし、有田地域では、消費者の本物志向の高まりを捉まえ、1990 年代頃より高

品質・高単価の 100%みかんジュースの製造・販売の取組を本格化した。 
 

現在では、多くの生産者が高品質な果実生産と６次産業化により所得を向上させ

ているが、その背景には、商品の品質の高さだけでなく、江戸時代から続く農家・

集落主体の販路開拓のノウハウや長年築いてきた市場との関係性など、本システム

ならではの特長が存在する。 
 

明治 30 年創業のみかん問屋を起源とする（株）伊藤農園（有田市）では、生産過

剰による価格低迷期を迎えていた 1989 年より、みかんジュースの製造・販売を開始

している。 

なお、当時の国産 100%みかんジュースは、大半の商品で外国産果実が混合されて

おり、“皮ごと搾る方法”（インライン方式）により生産されていた。 

そこで伊藤農園では、「県産みかんの果肉のみを搾り、添加物を一切使用しない」

差別化商品の生産を開始し、収益の安定・向上に挑戦した。 

当然、商品単価は高くなり（1990 年代当時で約 1,000 円/本（750ml）、他の国内商品は

300～400 円程度）、販売面で苦労したものの、その品質の高さや健康志向の高まりか

ら需要は徐々に拡大し、現在では「有田市 ふるさと納税記念品」に採用されるなど、

地域を代表する６次産業化商品として人気を集めている。 

また、その高い品質は海外でも認められており、2008 年からのフランス輸出（高

級レストランで高く評価）を皮切りに、現在では世界 23 か国への輸出を行っている。

（現在では、ゼリー・ドライフルーツなどの様々な新商品を生産。年商は11億円を超える。） 
 

伊藤農園では、環境に配慮したみかん栽培も行っており、農薬使用量については

慣行レベルの４割にまで削減し（除草剤については非使用）、肥料については有機肥料

のみを使用している（化学肥料 非使用）。 
 

この安全・安心の取組は、子供のいる家庭など、幅広い消費者から高く評価され
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ており、多くの固定客が生まれている。 

また、ジュースの搾汁の際に発生する皮は牛の飼料に加工しており、資源の有効

活用により、廃棄物の発生を抑えている。 
 

加えて伊藤農園では、高齢農家からの申し出による園地の引き受けを行っており

（現在の所有・管理園地面積:約 12ha）、耕作放棄地の発生を抑止するとともに、農業従

事を希望する都市部・非農家出身者を積極的に雇用することで、就農の場としての

役割を果たしている（2020 年 5 月時点 従業員 65 名）。 
 

 
 

 

また、昭和 54 年に設立された早和共同撰果場組合（７戸のみかん専業農家により設

立）を前身とする株式会社 早和果樹園（平成 12 年に法人化）は、我が国を代表する６

次産業実践事業者となっている。 

早和果樹園は、無添加 100%ジュース「味一しぼり」の生産（平成 15 年）を皮切り

に、スイーツ、ジャム、調味料などの多様な商品を販売しており、現在の年間売上

金は 10億 1,500 万円（2019 年 6 月末時点・子会社連結）を越える。 

また、ジュースの搾汁の際に発生する皮は陳皮に加工しており、有用資源の活用

により廃棄物の発生を抑えている。 

写真 9-1 伊藤農園 
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高品質・高単価商品の販売を背景に、早和果樹園は原料みかんの買取価格を引き

上げており、生産者の収益安定に貢献する６次産業化を展開している。 

他にも、地元からは 85名の従業員を、シルバー人材センターからは年間延べ 280

名を雇用しており、地元の雇用の場としても地域に貢献している。 
 

これら総合的な取組が評価され、早和果樹園は、６次産業化優良事例表彰 農林水

産大臣賞（平成 26 年）やディスカバー農山漁村（むら）の宝 大賞（令和元年）などの

様々な賞を受賞しており、日本における６次産業化のリーディングカンパニーとな

っている。 
 

他にも、地域内の多くの生産者が、刺激を互いに与え合いながら個性的な６次産

業化を展開しており、地域全体を発展させている。 

 

 

 

写真 9-2 早和果樹園 
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