
（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

82



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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