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野生鳥獣肉利活用の取組事例
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長野県茅野市：信州ナチュラルフーズ・・・・・・・・・・・２

長野県飯田市：ＪＲ東日本フードビジネス株式会社

千葉県千葉市：株式会社ピュアディッシュ

福井県若狭町：若狭ジビエ工房・・・・・・・・・・・・・・３

石川県：いしかわジビエ利用促進研究会

富山県：富山県

岐阜県郡上市：猪鹿庁・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

愛知県岡崎市：中部猟踊会

三重県：三重県

滋賀県日野町：獣美恵堂（ジビエドウ）・・・・・・・・・・５

兵庫県丹波市：鹿加工組合丹波

和歌山県日高川町：(財)日高川町ふるさと振興公社

岡山県美作市：地美恵の郷みまさか・・・・・・・・・・・・６

鳥取県若桜町・八頭町（有）若桜農林振興「わかさ２９工房」

島根県江津市：「榎の郷」猪加工販売センター

福岡県糸島市：浮嶽くじらセンター・・・・・・・・・・・・７

佐賀県武雄市：猪突猛進「やまんくじら」

鹿児島県阿久根市：いかくら（猪鹿倉）阿久根



１

【主な獣種】 エゾシカ

（事業主体）エゾシカ食肉事業協同組合

（事業内容）

・ 平成１８年１０月、エゾシカ肉の市場へ
の安定供給を目的に、道内４社（H27.1月
現在７社）のエゾシカ肉処理事業者で組合
を結成。

・ 単独では限りのある大口顧客等の需要に
対応するため、個々の組合員が品質管理や
供給に協力して対応。

・ 平成２５年度には、国の交付金を活用し、
札幌市内に組合直営のアンテナショップを
開設するとともに、生体で捕獲したエゾシ
カの観光牧場をオープンするなど、エゾシ
カの総合的な利活用を推進。

【主な獣種】 エゾシカ

（事業主体）コープさっぽろ

（事業内容）

・ 農林業被害対策に貢献したいというコー
プさっぽろ組合員の声を受け、平成２５年
度から全道６店舗でエゾシカ肉及び加工品
の常時販売を開始。

・ 平成２６年度には、取扱店舗数を全道１
０店舗に拡大するとともに、組合員向けに
エゾシカによる農林業被害やその利活用の
勉強会やイベントを積極的に開催するなど、
エゾシカ肉を通じた「環境学習」や「食
育」を展開。

・ 店頭で販売するエゾシカ肉については、
安全面にも独自の基準を設定。

北海道斜里町 北海道札幌市

組合直営アンテナショップ

エゾシカ観光牧場

野生鳥獣肉利活用の取組事例

エゾシカ肉の販売状況

獣医師による検査

【主な獣種】 エゾシカ

（事業主体）鷹栖町鳥獣被害対策協議会

（運営者）北建建設(有)

（利用状況）

・ 平成２０年１０月から施設が稼働。

平成２０年度は４００頭程度のエゾシカ
を受入。

・ 加工処理したシカ肉は、主に缶詰・生ハ
ム・ペットフード等へ商品化するほか、動
物園へ動物の餌として販売。

・ 平成２１年度は約３５０頭、２２年度は
約３５０頭、２３年度は約３４０頭、２４
年度は約５００頭のシカを処理しており、
今後も安定的な供給・販路の確保が課題。

北海道上川郡鷹栖町

エゾシカの缶詰

エゾシカの生ハム

北海道



【主な獣種】 シカ、イノシシ

（事業者） 株式会社ピュアディッシュ

（利用状況）

・平成26年８月に（株）農林漁業成長産業化
支援機構（A-FIVE）による出資決定がされ
た全農の子会社。

・JA全農ちばを中心としたJAグループが原材
料を供給。商品開発のノウハウ等を持つ専
門家と連携し、真空低温調理法（真空状態
にしてから低温加熱処理）により、常時30
～40アイテムの調理済加工食品を製造。

・鹿、イノシシの肉を活用したジビエ商品
（鹿肉カレーなど）を製造し、JR東日本
フードビジネス、プロント、キリンシティ、
全農グループ系列レストラン等の外食企業
向けに販売。

千葉県千葉市

【主な獣種】 シカ、イノシシ

（事業者）JR東日本フードビジネス株式会社

（利用状況）

・ 狩猟者が駆除した、シカ、イノシシを、
自治体等が運営する解体処理施設で解体処
理し、冷凍保管。

・ 解体した肉は社会福祉法人に持ち込み、
障害者の労働力を得てジビエ商品（シカ肉
カレー、ジビエハンバーグなど）を生産。

・ ジビエ商品は、首都圏のＪＲ東日本の駅
内店舗で販売。

長野県飯田市

関東地区

社会福祉法人への
衛生指導

駅内の販売店舗

鹿肉バーガー
外食店舗における提供例

野生鳥獣肉利活用の取組事例

２

【主な獣種】 シカ・イノシシ

（事業者） 信州ナチュラルフーズ

（利用状況）

・平成１９年から解体処理工場と精肉販売を
開始。

・地元密着型で地元ハンターが捕獲した鹿・
猪・熊などを解体し、精肉、加工、販売し
ている。

・加工品は店頭だけでなく、長野県諏訪地方
の、デパート、お土産屋・パーキング・道
の駅・ホテル・酒屋・ドライブイン、東京
の長野県アンテナショップである「銀座Ｎ
ＡＧＡＮＯ～しあわせ信州シェアスペー
ス」等でも販売されている。

・年平均、シカ約２００頭、イノシシ約１０
頭の加工。

長野県茅野市

シカ肉スライスサラミシカ肉

スペシャルウィンナー



【主な獣種】 シカ、イノシシ

（事業主体）若狭町

（指定管理者）若狭ジビエ食房

（概要）

・ 平成２５年１０月から食肉処理加工施設
を稼働。

当施設は、嶺南６市町で有害捕獲された
獣の有効活用が目的であり、平成２５年度
はシカ４３頭、イノシシ２４頭を受入。

・ 処理加工した精肉は、地元のレストラン、
小売店を中心に直接販売している。

・ 平成２６年度（１２月末現在）は、シカ
６３頭、イノシシ８頭を受け入れている。

・ 販路網の確保と、解体する人材の育成が
課題。

【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）

（概要）

・ 里山の資源であるイノシシ、シカ肉を魅力
ある食材として普及し、北陸新幹線金沢開業
後の新たな里山ブランド「いしかわジビエ」
として発信するため料理関係者、狩猟関係者、
農業団体、行政等からなる研究会を平成２６
年７月に発足。

・ 県内では獣肉の利用促進に向け、①料理レ
シピの開発、②ブランド化と情報発信、③安
定供給体制について検討を進めている。

・ 今後は、高級食材としての認知度向上によ
る需要の拡大や、安全・安心な獣肉供給体制
の強化に取り組む。

福井県若狭町 石川県

シカのモモ肉

施設の外観

イノシシ料理の試作品

【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）富山県

（概要）

・ 富山県では有害捕獲されたイノシシは、
ほとんど埋設処理されていることから、
里山の恵みの食材を広く知ってもらうた
め、ジビエのお店紹介と料理レシピのガ
イドブックを作成し、広く情報発信。

・ また、飲食店等の料理人に対してのジビ
エ料理講習会も開催。

・ 平成２７年３月には県内にジビエの処理
加工施設が３カ所完成予定。

・ イノシシ肉の安定供給や販売先の拡大が
課題。

富山県

ガイドブック

いしかわジビエ利用促進研
究会

猪ジャンポン 猪コロッケ

北陸地区 野生鳥獣肉利活用の取組事例
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【主な獣種】 イノシシ、シカ

（取組主体）猪鹿庁

（取組内容）

・ NPO法人メタセコイアの森の仲間たちの一
事業として平成21年に里山保全組織「猪鹿
庁」を設立。

・ 職員が狩猟免許を取得するとともに市内の
５集落に対し捕獲支援を実施。

・ 捕獲したイノシシ、シカを地域の処理加工
施設で処理。野菜炒め、ジャーキー、フラ
ンク等の商品を開発し、イベント出店、道
の駅等で販売。

・ 平成24年には６次産業化計画の認定を受け、
インターネットやレストランでの直売も視
野に活動を実施。

【主な獣種】 イノシシ、シカ

（取組主体）中部猟踊会

（取組内容）

・ 平成23年処理加工施設を開設。

・ 加工処理したイノシシ、シカ肉は、精肉
としてレストラン等へ販売。

・ 平成25年には６次産業化計画の認定を受
け、ソーセージ、餃子、どて煮等加工品の
開発・商品化を目指し活動を実施。

岐阜県郡上市 愛知県岡崎市

店頭販売

解体処理（ｲﾉｼｼ）

解体処理（ｼｶ）

加工品の開発

【主な獣種】 イノシシ、シカ

（取組主体）三重県

（取組内容）

・ 平成24年３月食品衛生法による規定に加え、
衛生管理や肉の品質向上のための基準を細
かく定めた「みえジビエ品質・衛生管理マ
ニュアル」を策定。

・ 平成25年12月から同マニュアルに基づく解
体処理、加工、販売、飲食を行う事業者を
県で審査、登録する「みえジビエ登録制
度」を運用。

・ みえジビエ登録事業者が処理した獣肉を用
いて、大手カレーチェーンと連携し商品開
発等を実施。

三重県

大手カレーチェーンとのコラボ商品

東海地区 野生鳥獣肉利活用の取組事例
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【主な獣種】 シカ
（運営者）

獣美恵堂（ジビエドウ）

（主な取組）

・日野町猟友会が設置

・加工処理したシカ肉は、大手カレーチェー
ンに提供され、地域限定メニューとして販売さ
れているほか、缶詰やソーセージなどの加工
品としても販売。

【主な獣種】 シカ
（運営者）鹿加工組合丹波

（主な取組）

・有害捕獲したシカを年間千頭有効活用する
ことが目標。

・兵庫県猟友会丹波支部、(株)丹波姫もみじ、
(株)EGサイクルで構成。順に、シカの捕獲、
食用肉の加工販売、非食用肉(主にドッグ
フード)の加工販売を担当。

滋賀県日野町 兵庫県丹波市

大手カレーチェーンで提供されている天然鹿カレー

シカの缶詰

食肉処理加工風景

食肉用シカの熟成風景

【主な獣種】イノシシ、シカ
（運営者）

(財)日高川町ふるさと振興公社

（主な取組）

・ 地元ハンターや農業者等が捕獲したイノシ
シ等を加工・販売。

・ 主に食肉としてレストラン等に販売するほ
か、商品開発、レシピ集作成にも注力。

和歌山県日高川町

シシ肉入りのカレー

レシピ集

近畿地区 野生鳥獣肉利活用の取組事例
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【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）江津市鳥獣被害対策協議会

（運営者）「榎の郷」猪加工販売センター

（利用状況）

・ 既存施設に併設し平成２１年３月に稼働。

・ 解体処理したイノシシ肉は、コロッケや
精肉として販売。

・ 県外イベントにも積極的に参加し販促。

・ 処理頭数は、平成２４年度は３３頭、２
５年度は６７頭。

・ 積極的な新商品開発と県内外での販売活
動を継続。

【主な獣種】 シカ、イノシシ

（事業主体）美作市

（運営者）美作市「地美恵の郷みまさか」

（利用状況）

・ 平成２５年４月に新設、稼働。

・ 解体処理したイノシシ肉は精肉、シカ肉
は精肉やレトルトカレー等として販売。

・ 精肉以外の皮や骨は、工芸品やペット
フード用として販売。

・ 処理頭数は、平成２５年度 シカ１，０８
８頭、イノシシ２２９頭。

・ 今後、更に処理技術の向上及び販路開拓
の推進、未利用部分の活用方法を検討。

岡山県美作市

平成22年度開発新商品

「ピロシシ」

（ピロシキ＋イノシシ）

毎年県外イベントに

参加

（写真は島根ふるさと

フェア2015（広島））

【主な獣種】 シカ

（事業主体）若桜町・八頭町

（指定管理者（運営者は若桜町））

（有）若桜農林振興「わかさ２９工房」

（利用状況）

・ 平成２５年３月に新設、稼動。

・ 地域の狩猟者等が捕獲したシカを持ち込
み職員が食肉用等に加工。

・ 解体処理したシカ肉は、ブロック肉やス
ライス肉として道の駅等で販売。

・ 学校給食にも提供し、食育にも活用。

・ 処理頭数は、平成２５年度２１７頭。

・ 今後、ミンチ肉の販売等で販路拡大を目
指す。

鳥取県若桜町・八頭町 島根県江津市

革製品の一例

名刺入れ

名札ホルダー

バッグ

レトルトカレー

「美作鹿咖哩」 道の駅「若桜桜ん坊」

で販売しているブロ

ック肉

学校給食にも提供

中国四国地区 野生鳥獣肉利活用の取組事例
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【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）糸島市鳥獣害防止対策協議会

（運営者）浮嶽くじら処理加工組合

（施設名）浮嶽くじらセンター

（利用状況）

・ 平成２４年３月から稼働。

・ 処理したイノシシ肉は、精肉として直売
所等にて販売。

・ 平成２５年度は２３１頭のイノシシを処
理。

【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）武雄地域鳥獣食肉加工センター

（運営者）武雄地域鳥獣食肉加工センター

（施設名）猪突猛進「やまんくじら」

（利用状況）

・ 平成２１年４月から稼働。

・ 処理したイノシシ肉は、精肉として首都
圏の料亭や旅館、地元の道の駅、レストラ
ンなどに販売。

・ 平成２５年度は１７７頭のイノシシを処
理。

福岡県糸島市 佐賀県武雄市

食肉処理加工施設

直売所での精肉販売

食肉処理加工施設

イノシシの精肉

【主な獣種】 イノシシ、シカ

（事業主体）阿久根市有害鳥獣捕獲協会

（運営者）阿久根市有害鳥獣捕獲協会

（施設名）いかくら（猪鹿倉）阿久根

（利用状況）

・ 平成２５年６月から稼働。

・ 処理した肉は、自家消費が主体としつつ、
精肉として近隣のスーパー等での販売や、
地域でのジビエ料理教室の開催、フランス
料理シェフによる食事会等を行っており、
食事会は地元紙に掲載されるなど、イノシ
シ・シカ肉の広報普及が進んでいる。

今後、食肉処理加工品開発による販路拡
大により施設運営の安定化を図っていく。

・ 平成２５年度はイノシシ２３６頭、シカ
３３６頭を処理。

鹿児島県阿久根市

食肉処理加工施設

レストランでの食事会で

提供されたジビエ料理

九州地区 野生鳥獣肉利活用の取組事例
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