
    なにわの伝統野菜 服部越瓜（ｼﾛｳﾘ）の振興に向けた活動 
活動期間：平成20年度～ 

  高槻市でのみ栽培され、粕漬けとして有名な‘なにわの伝統野菜’「服部シロウリ」が
担い手の高齢化や加工業者の減少で、存亡の危機。 

                            
  
 ■地産地消活動と需要の拡大、市民の認知度を高めることで、 
  継続した生産販売が定着するよう、 普及活動を展開。 
 ■普及指導員が生産者と実需者とのコーディネート役を果たし、 
  認知度を上げる取組を主導。 

大阪府 

具体的な成果 

１ 生産者の育成確保 
  農家子弟でのみ伝承されて 
 きたシロウリ栽培を新たに２名 
 が開始した。 

２ 服部シロウリの認知度アップ 
   消費者向けに服部シロウリを知ってもらうた 
  め、チラシや幟、パネルを作成し、 市のイベン 
  ト等でＰＲ。 

３ 服部シロウリの青果利用の推進 
 ①地元のホテル、料理学校、消費者団体小学校 
  や高校等から約３０種類のレシピを集め、レシピ  
  集を作成。 
 
 ②消費者が見る機会がなかった青果物を直売所 
  で販売した。併せてレシピ集も配布し、需要 
  拡大に貢献。 
  
 ③ホテル内のレストランで服部シロウリを使った料 
  理を提供。 

４ 市内食関連業者との連携 
  市内の様々な食関連業者 
 （フレンチレストラン、ハンバ 
  ーガー店、寿司屋等）が、 
 服部シロウリのメニューづくりに 
 取り組む。 
                                                                            

普及指導員の活動 

１ 生産者の育成確保 
 平成２０年度に「服部シロウリ塾」を開催し、シロ
ウリの栽培方法や加工方法を学ぶ機会を設けた。 

２ 服部シロウリの認知度アップ 
  認知度の低い原因を分析、市や関係団体へ報  
 告し、取組を考える機会を創出。 

３ 服部シロウリの青果利用の推進 
①規格外の服部シロウリの青果を料理へ活用する 
 ため、レシピの考案を市へ提案。 
 
②加工販売にこだわっていた 
 生産者の意識を変え、需要 
 拡大や知名度向上のために 
 青果物での販売を生産者に 
 促した。 

４ 市内食関連業者との連携 
  平成２３年度に市や商工会議所に呼びかけ、 
 服部シロウリ見学会を開催し、さらなる知名度 
 アップを図った。また、粕漬けを使った新商品（フ 
 リーズドライ化によるスイーツ）を開発中。 

普及指導員だからできたこと 

○これまで市と連携して農業振興に携わってきたからこそ、数々の提案が実現した。 
○生産者から信頼されている普及指導員だからこそ、直売所での青果販売へと生産者の 
 意識を変えることができた。 
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大阪府 

なにわの伝統野菜「服部越瓜（シロウリ）」 

              の振興に向けた活動 
 

活動期間：平成２０～２５年度 

 

１．取組の背景 

戦国時代から栽培されていたと伝えられるなにわの伝統野菜「服部越瓜（シロウリ）」

は高槻市（以下、市）服部地区を中心に栽培され、主に粕漬け(奈良漬け)に加工し、販

売されている。（大阪食文化専門誌「浮瀬」第 11 号） 

生産主体は市農業振興協議会の部会として「服部白瓜生産部会」（以下、生産部会）

が組織され、栽培面積は約 50a（平成 20年 農の普及課調べ）である。 

出荷販売形態は地元の粕漬け加工販売業者に服部シロウリを販売している他、各生産

農家が粕漬け加工し、独自の販路で販売している。 

粕漬けや青果は、7 月中旬頃から地元の直売所や市農林業祭で販売され、在庫がなく

なると終了となる。 

近年、服部シロウリの栽培面積は生産者の高齢化とともに急速に縮小しつつあり、さ

らに服部シロウリの採種や加工は農家個々で行っているため、形質や品質等に差が生じ

ていた。また、加工技術についても現代の消費嗜好に基づき改善する必要があった。 

さらにアンケートの結果等から市民の粕漬けに対する評価は高いものの服部シロウ

リそのものの認知度は予想以上に低いことがわかった。そのため、服部シロウリと地域

に住む人々との関わりの場面をできるだけ多く提供していく必要がある。 

中長期的には粕漬け以外の新たな服部シロウリの需要創出と古典的伝統料理である

粕漬けを活用した新商品の開発も必要である。 

 

２．活動内容（詳細） 

(1)生産体制の強化(平成 20年度) 

ア 服部シロウリ塾の開催 

服部シロウリ塾は実習中心の内容となるよう、生産部会の協力で実習ほ場を設置して行った。

また、地域性を考慮して受講対象者は服部地区限定とした。（表１） 

イ 栽培・加工技術の体系化 

新たな担い手に対して、迅速かつ統一的な指導ができるよう研修内容を体系化した「栽培・

加工マニュアル」を作成した。 

 

表１ 服部シロウリ塾 カリキュラム 

月日 実習や講義の内容

5月12日 栽培概要　施肥管理と植え付け

6月12日 着果特性と摘心、追肥

7月3日 新芽の摘心、追肥

7月7日 収穫と加工準備

7月8日 粕漬けの加工

9月22日 生産者との意見交換会

9月28日 消費者へのPR活動（イベント）

10月17日 消費者へのPR活動（市民講座）

12月9日 まとめと総括（閉校式）  
 

(2)服部シロウリの認知度や消費嗜好の現状把握 

服部シロウリの認知度等を把握するため、市の消費生活センターと連携し、市民向けの粕漬けの 
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試食及び消費者アンケートを実施した。その結果、服部シロウリの生産振興を図るためには認知度

の向上が急務であることがわかった。（表２） 

 

表２ アンケート結果(回答数：83名) 

 

 

                                                                 

 

(3)地域一体となった幅広いＰＲ活動(平成 21年度)  

市民への幅広いＰＲ効果をねらって市やＪＡ、生産部会の他、市内ホテルや小学校、料理教室、 

消費生活センター等の消費者や実需者に対して服部シロウリの生産振興を目的とした「服部シロウ

リ振興プロジェクト」（以下、プロジェクト）の立ち上げを働きかけた。 

プロジェクトでは栽培現場の視察や生産者との意見・情報交換等を通じてシロウリの利用方法 

や料理レシピの検討を行った。また、プロジェクトに参画した各団体等の多彩なＰＲ活動を支援し

た。（表３） 

 

プロジェクトメンバー ＰＲ活動の内容

ＴＫホテル 料理方法及びメニュー化の検討

Ｍ料理教室 新しい料理方法の検討

市消費生活センター なにわの伝統野菜講演会、粕漬けの試食

市消費生活研究会 アイディア料理の研究開発

伝統野菜シロウリを活用した食育推進活動

（全国コンクールにて文部科学大臣賞受賞）

・服部シロウリの栽培、粕漬け加工の体験

・服部シロウリの地元に住む子どもや保護者が食べたい料理を考える取組

府立Ｓ高校

市立Ｓ小学校

表３　服部シロウリのＰＲ活動

 
 

ア シロウリを活用した特長的な料理レシピ集の作成 

プロジェクトの取組成果として、服部シロウリのＰＲと新たな利用方法及びレシピ検討に参

画した各団体等の活動を掲載した料理レシピ集「服部越瓜 ア・ラ・カルト」を作成した。 

 

(4)市内の料飲業者と連携した新たなニーズの創出 (平成 22年度～平成 25年度) 

ア 効果的なＰＲ資料の作成と活用（平成 22年度） 

  生産部会に服部シロウリの青果利用の拡大に向けた取組の重要性を啓発し、理解を得ることが

できた。その結果、生産部会主体で大阪市内百貨店でのＰＲ販売が実現した。 

ア）服部しろうり プロモーションプロジェクト 

農の普及課は生産部会、市（農林・商工観光部局）、商工会議所とともに「服部しろうり プ

ロモーションプロジェクト」（以下、プロモーションプロ）を立ち上げ、服部シロウリの料理

を提供している飲食店や青果等を販売する直売所等を網羅した「食べ処、どこ行こ？ＭＡＰ」

を作成するとともに、市内ホテルの協力で「服部しろうり収穫体験＆夏の味覚ツアー」を実施

した。 

「おいしかった」         62名(74.7%) 

「服部シロウリを知らなかった」  48名(57.8%) 

「食べたことがなかった」     61名(73.5%) 
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▲服部シロウリ収穫体験＆夏の味覚ツアー  ▲阪神百貨店でPR販売する生産部会員 

 

イ 青果の利用拡大（平成23年度～平成 24年度） 

プロモーションプロで協議した結果、農商工連携の「服部シロウリ料理を食べられるまち・ 

たかつき」の実現を目指すことで合意した。 

ア）服部シロウリ見学会 

農の普及課は生産者と飲食関係業者との交流を図るため、服部シロウリ見学会を企画し、商

工会議所が選定した地元農産物に興味を持つ飲食関係 10業者に対して参加を呼びかけ、生産部

会とともに、参加した飲食関係 9 業者に服部シロウリを使った料理の研究開発及びメニュー化

を働きかけた。 

ウ 新たな粕漬けの利用拡大（平成 25年度～） 

 農の普及課は「大阪産（もん）チャレンジ支援事業」※を活用し、研究機関と共同でフリーズド

ライ化した服部シロウリの粕漬けを活用した新商品の開発に取り組んでいる。 
※大阪府産の農産物等を使用した商品の開発や改良等に取り組む事業者を技術面からサポートする事業（実施主体：大 

阪府立環境農林水産総合研究所） 

 

３．具体的な成果（詳細） 

(1)作付面積、収穫量等の増加（表４） 

 

生食用
加工用

（粕漬け）

H23 0.5 11 12.7 2,500 12.7 0.2 12.5

H24 0.6 14 13.5   2,100
※２ 13.5 1.0 12.5

H25 0.7 14 16.8 2,800 15.0 2.5 12.5

※１大阪け北部農と緑の総合事務所 農の普及課　調べ

※２　6月の低温等による天候不順のため、収量減

服部シロウリの生産出荷状況（H23～H25）※１

年度
作付面積
（ha）

収穫量
（t）

10a当たりの収量
（kg）

出荷量
(t)

出荷量内訳
(t)生産者数

(名）
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(2)服部シロウリを使った料理のメニュー化（表５） 

  

飲食種別 提供開始年 内容等 年間提供食数

洋食
　平成23年～平成25年
（H26は都合により休止）

コース料理のオードブル料理（キッシュ、カルパッチョ
風）及びメイン料理（サラダ）の付け合わせとして

約１，０００食

洋食
　平成24年～平成25年
（H26は都合により休止）

コース料理のオードブル料理及びメイン料理（サラダ）
の付け合わせとして

約８００食

和食 平成13年～平成26年
シロウリのソーメン、ハモのザクザク（キュウリの代わ
りにシロウリを使用）、酢のもの

約８０食

酒類 平成23年～平成26年 高槻しろうりのフローズン 約６０杯

※夏期限定（７、８、９月）

表５　服部シロウリを使った料理※の提供（一部）

喫茶 　　約５５０パックシロウリのマドレーヌ
　平成24年～平成25年
（H26は都合により休止）

 
 

(3)農商工連携によるなにわの伝統野菜の振興 

農の普及課は長期的かつ総合的に服部シロウリの生産振興を図るため、業種や部局を越えた農商

工連携の必要性を学校や商工会議所、飲食業者等に啓発した結果、「服部しろうり振興プロジェク

ト」「服部しろうりプロモーションプロジェクト」を立ち上げるに至った。 

 

４．農家等からの評価・コメント 

・現地実習が中心の服部シロウリ塾では、肥培管理や摘芯、着果位置の調整、ウリハムシ

の防除など、実際の栽培ポイントが良くわかった。（生産部会員Ａさん） 

・メディア等への積極的なＰＲのお陰で、認知度が向上した。また、シロウリの活用方法

の幅が広がった。（飲食関係の実需者） 

・食べ歩きマップは生産者と飲食店、消費者をつなぐ役割を果たした。（関係機関・団体） 

 

５．普及指導員のコメント 

服部シロウリは高槻市の得難い地域資源であり、過去から高槻市民の食生活を豊かに

彩ってきた。 

本取組では服部シロウリを末長く伝えていきたい。そのためには生産者や加工業者に

加え、地域住民までを普及対象としなければならないとした担当普及指導員とそれを支

え続けた普及部局の存在が見える。 

その結果、農家や関係機関等の期待と信頼を背景に、地域への熱い思いを原動力とし

た普及指導員の柔軟で粘り強い活動が様々な人々のアイディアや思いを実現に導いた。 

（北部農と緑の総合事務所農の普及課 主査 担当普及指導員） 
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６．現状・今後の展開等 

(1)地域ぐるみで６次産業化への取組 

伸び悩む粕漬けを活用した新商品の開発として、粕漬けをフリーズドライ化した粕漬

けを使っての新商品の開発を進めていく。そのためには新たに加工・流通業者等を加え

た地域ネットワークで服部シロウリの６次産業化の可能性を検討していく。 

(2)栽培期間の延長 

服部シロウリの需要拡大に伴い、夏期だけではなく秋期まで、服部シロウリを要望す

る声も聞かれるため、作期延長のための栽培技術の改良に取り組む。 

(3)広範なネットワークで地域課題を解決する体制づくり 

服部シロウリの生産振興での地域全体の盛り上がりを一時的なものとしないため、今

回の農商工連携による地域ネットワークを活用し、服部シロウリの振興等、地域課題の

解決に向けて取り組む体制づくりを進める。 

(4)なにわの伝統野菜の振興への応用 

服部シロウリのように比較的用途が限定されているなにわの伝統野菜は販売面で苦

慮することも少なくないため、今回の成功事例を同様の要因で生産振興等に苦慮してい

る他のなにわの伝統野菜への応用について、府全体で議論していく。  
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