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１ 都市農業

１



大阪の中心市街地にほど近い柏原市、堅下地域

の住宅地に、大正時代から続くワイナリーがある。

柏原市で数少ないワイナリーの一つ、カタシモワイ

ンフード株式会社（以下「カタシモワイナリー」）だ。

約3.5haの自社ぶどう畑でぶどうを栽培するととも

に、地域のぶどう生産者からもぶどうを引き受けて、

ワインの醸造を手がけている。

カタシモワイナリーの長年にわたるぶどう栽培に

は、地域との協調が大きな役割を果たしていた。

地域とともに大阪のぶどう畑を守り、伝えるワイナリー

カタシモワインフード株式会社（大阪府柏原市）①

【ワインを造り続けることの意味】

カタシモワイナリーがぶどう栽培を始めたのは、明治

時代にさかのぼる。生食用ぶどうの栽培の傍ら、大正３

年にワインの醸造を開始。実に100年以上にわたって、

柏原でワインづくりを続けている。

大阪のぶどうの栽培面積は、昭和初期には日本一を

誇っていたが、その後、農家の高齢化等によって縮小し

てきた。

「地場産業は、地域と密着した存在。特に、農業は地

域そのもの。農業が衰退してしまったら、その地域に住

むことはできなくなる。」

地域の生産者からも生食用・醸造用を問わずぶどうを

引き受け、堅下地域でワインづくりを続けるカタシモワイ

ナリー。そこにかける思いを、カタシモワイナリー代表取

締役の高井利洋氏は、そう語る。

【大切なのは、商品づくり以上に販売先づくり】

代表的なスパークリングワイン「たこシャン」（たこ焼き

に合うスパークリングワイン）を生み出すまでに自社倉

庫がいっぱいになるほど試作品づくりを繰り返したとい

う高井氏が、商品づくりよりも重視するのは、できあがっ

た商品をどのようにして売るかということだ。

たとえいいものをつくったとしても、単に並べておくだ

けでは売れない。売るためには、消費者にとってわかり

やすい、買いたくなるような「価値」が必要だ。それはブ

ランドであり、知名度だ。

そして、それは、一人で実現することが困難なことでも

ある。 ２

【大正時代に実際に

使われていた樽】

【堅下地域に今も残る

ぶどうの小道】



地域とともに大阪のぶどう畑を守り、伝えるワイナリー

カタシモワインフード株式会社（大阪府柏原市）②

３

【生産から消費まで、過去から現在までをつなぐ柏原

のぶどう畑】

例えば、カタシモワイナリーでは、週末にぶどう畑の

見学会を行っている。見学会といっても、単にぶどう畑

を見て歩くだけのものにはとどまらない。

古くは奈良時代にまで遡るとも言われるぶどうと人々

との関わり、堅下地域におけるぶどう栽培とワイン醸造

の歴史など、まずは基本的な知識を学んだ上で、実際

に100年以上連綿と続くぶどう畑を見る。

収穫時期であれば、樹上の各種ぶどうを食べることも

可能だ。

カタシモワイナリーには、樹齢100年を超えるぶどうの

木もある。伝統を学んだ上で、実際にその伝統を目で

見て、味わい、感じる。

「ワインを買ってもらうためには、消費者の心をつかむ

ような工夫が必要。『あの時のぶどう』を使ったワインだ

と思うと、消費者も買ってみたくなる。」という高井氏は、

消費者の心をつかむために、味だけでなく、体験を組

み合わせて、地域のぶどう畑の価値を発信している。

【訪れるたびに、新たな「学び」を提供する】

また、ぶどう畑の見学会の後には、古民家を利用した

カタシモワイナリーの社屋で、ワインと一緒に地元レス

トランの食事を楽しめる機会を設けている。

レストランには見学会のある日だけ出店してもらって

いるが、これにより、地元レストランにとっては消費者と

の新たな出会いが生まれ、知名度向上につながる。

参加者にとっても、参加するたびに違った料理とワイ

ンの組み合わせを楽しむことができ、食事とワインとの

マリアージュ（調和）など、新しい発見に出会うことがで

きる。

「学びは、人と人とのコミュニケーションツールになる。

だからこそ、参加者にとっては、来るたびに何か新しい

ことを「学んで」もらえることが大事。」と高井氏は言う。

【資料室には、明治時代から受

け継がれてきた貴重な資料が】

【樹齢100年を超える

ぶどうの木】

だからこそ、カタシモワイナリーでは、地域の様々な業

種の事業者と連携し、行政や団体とも協力して、柏原の

ぶどうの魅力をより深く知ってもらうための取組を行って

いる。

【ワイナリー見学会の様子】

ぶどう園からは、柏原市の

街並みが見降ろせる。
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カタシモワインフード株式会社（大阪府柏原市）③

【地域とのつながりを大切に】

「一人でできることには限界がある。地域や他の

事業者を巻き込んで取り組んでこそ、やらないと

いけないことができる。」

ぶどう畑を守り、地域を守る。そのための取組

の最たるものの一つが、行政や地元商工会の協

力も得て毎年11月に行われる、「カタシモワイン

祭り」。

１日に５千人以上の人が堅下のまちを訪れる、

一大イベントだ。

カタシモワイン祭りでは、自社のぶどう畑を地域

に開放。ぶどう畑に地元のレストランを呼んで、参

加者にはワインを飲みながらぶどう畑を自由に歩

き、地域の自慢の料理を食べ歩いてもらう。

地域の事業者が一堂に会する場になることで、

足を運びたくなるような充実したコンテンツにつな

がり、事業者にとっては、自分たちの自慢の料理

を広く知ってもらう格好の機会になるという、好循

環を生み出している。

今では、20ものレストランがカタシモワイン祭

りに出店するまでになっている。

更に、カタシモワイナリーは、地域の街並み

を守ることにも積極的だ。

高齢化が進み、人口が減る中、地域には耕作

放棄地や空き家が増えている。

そんな現状を受け、カタシモワイナリーでは、

耕作放棄地を借り上げ、ぶどう栽培を行ってい

る。2018年には、借り上げた耕作放棄地は

2.5haに上る。

更に、空き家となった古民家も引き受け、事務

所として使うことによって、建物を残し、街並みを

維持している。

ぶどう畑と街並は、合わせて一つの「地域の資

産」。これを文化として捉えて、町全体を一体的に

発信することで、一本のワインにストーリーが生

み出される。 ４

【地域の古民家を引き受け、街並

みを残しつつ事務所として活用】

【ぶどう畑と街並みをセット

で体験できる街歩き案内板

なども整備】

その実現は、自分だけでは困難だ。だからこそ、

カタシモワイナリーは、生産者やレストランをはじ

めとした地域とのつながりを大事にしている。

【ぶどう畑は地域の重要な景観】
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カタシモワインフード株式会社（大阪府柏原市）④

【カタシモワインフード株式会社について】
〒582-0017
大阪府柏原市太平寺2丁目9番14号
URL：http://www.kashiwara-wine.com/
TEL：072-971-6334
FAX：072-971-6337
mail：kingselby@kashiwara-wine.com

【100年前から続くぶどう畑を、100年後にも残していくために】

多くの人を巻き込んで、堅下地域のぶどうと地域の魅力を発

信しているカタシモワイナリー。

その取組は、堅下地域や柏原市だけにとどまらない。

「地域の課題は、地域によって違う。地域に合ったぶどうも、地

域によって違う。」

西日本のワイナリーが加盟する協議会を設立し、ワイン産業

の活性化を図るとともに、西日本の気候に合ったぶどうの育種

にも取り組み、世界で戦えるワインづくりを目指していく考えだ。

そんな取組を重ねていくことで、100年前から続くぶどう畑とワ

インの文化を、100年後にも残していく。

カタシモワイナリーの取組は、100年後の大阪のぶどう畑を見

据えて、今後も続いていく。

５

【ぶどう園と高井氏】

【カタシモワイナリーのワインとぶどう】
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兵庫県神戸市の住宅地のすぐ近くに、一軒の牧場があ

る。

70年以上にわたって生乳生産を行っており、チーズづくり

にも30年以上取り組んでいる弓削牧場だ。都市においても

地域と共存する牧場を目指して、日々の生産に取り組ん

でいる。

【地域住民との関係にも配慮した牧場づくり】

弓削牧場では、近隣住民の住環境にも配慮した牧場

でいられるよう、牧場の環境管理に力を入れている。

弓削牧場が今の場所で酪農を始めて40年以上。

その間に、宅地開発により周りの住宅開発が進み、また

牧場周辺の風向きが変わってきた。

それによって生まれたのが、臭いの問題だ。

家畜排せつ物をたい肥化するために屋外で発酵させる

と、どうしても臭いの元になる。近くに住宅地がある牧場で

は、もう一歩進んだ対策が必要だ。

そこで弓削牧場が設置したのが、小型のバイオガスユ

ニットだ。

直径2.45ｍの球体状の発酵槽を地中に埋設。家畜排

せつ物や野菜くずなどの食品残渣を投入し、発酵させて

バイオガスを発生させるというものだ。

発生したバイオガスは、牧場内の施設の照明として使っ

たり、レストランで提供する野菜を栽培するビニルハウス

の暖房に利用するなど、牧場内で活用し始めている。

また、バイオガスを発生させた後に残る消化液は、窒

素・カリウム等の肥料成分を含んでいる。弓削牧場では、

この消化液について有機ＪＡＳ資材の認証を受け、レスト

ランで提供する野菜を栽培する際に液肥として利用して

いる。

【地中に埋設された

バイオガスユニット】

【バーベキューハウスとして

も使われる東屋の照明に、

バイオガスを活用】

【バイオガスユニット設置のための試行錯誤】

バイオガスユニットは臭気対策にもなり、発生したバイオ

ガスは照明や燃料に、消化液は肥料に使えると、一石二

鳥であるが、実際に導入するのは容易ではなかった。

そもそも、当時は、国内には個人農家が導入するような

小規模なバイオガスユニット自体がない。

そこで、弓削牧場では、自分たちでつくることにした。

バイオガスユニットが普及しているタイを参考に、神戸大

学教授と共同でバイオガスユニットを設計。
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弓削牧場（兵庫県神戸市）②

７

しかし、神戸の地はタイと比べると冷涼。発酵槽の温度

が思うように上がらず、バイオガスが発生しないこともあっ

た。

温水を通して発酵槽の温度を上げる加温設備を設置す

るなど、独自の改良を重ね、今では安定的なバイオガス

生産を実現している。

現在、弓削牧場には、２台のバイオガスユニットがある。

１台目の設置後も、より効率的にバイオガスを発生させら

れるように、構造も含めて改善を繰り返してきた結果だ。

【循環型の酪農の実現に向けて】

牧場の約50頭の牛が生乳を生み、そこからチーズが生

まれ、レストランで提供される。

家畜排せつ物やレストランで出た食品残さは、バイオガ

スユニットを通じてバイオガスや消化液へと姿を変え、牧

場を支えるエネルギーや肥料となる。

そして、バイオガスや消化液を利用して牛や野菜が育ち、

再び生乳や野菜が生まれる。

「牧場から生まれたものを、できるだけ牧場で循環させ

たい。」弓削牧場の取組の背景には、そうした考えがある。

その際に弓削牧場が最も重視しているのが、「牛を飼う」

ことを軸にすることだ。

「酪農家がこうした取組をやってこそ、牧場は生乳だけで

なくエネルギーも生み出せる場所なのだ、という意識につ

ながっていく。こうした取組が広がっていけば、牧場の見

方も徐々に変わっていくのでは。」

牛を中心に、食料だけでなくエネルギーの供給、更に消

化液で野菜を栽培することで牧場内での循環を目指して

いきたいというのが、弓削牧場の考えだ。

【２基のバイオガスユニット

でバイオガスを生産】

【装置の劣化を防ぐため

の脱硫装置なども自作】

【ビニルハウス内には

レストランで提供する

野菜が育つ】

【牛を飼育する際のこだわり】

弓削牧場には、バイオガスユニット以外でも、牛の飼育

方法にもこだわりがある。

一つ目は、自動搾乳ロボットを活用していること。ロボッ

トは24時間稼働しており、牛が自分のタイミングで自由に

搾乳場所に入ることで、いつでも搾乳することができる。
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【チーズづくりのきっかけと新たな展開】

また、弓削牧場では、生乳生産と合わせて、チーズなど

の加工品の開発にも取り組んでいる。

チーズづくりを始めたのは今から30年以上前。乳価の低

迷に直面し、廃棄せざるを得なかった生乳を何かに活用

できないかと考えたのがきっかけだ。

日本人の味覚に合うチーズづくりを目指して開発を始め

たものの、当時は、弓削牧場が目指したナチュラルチーズ

はまだ国内に浸透しておらず、技術の蓄積もない。

チーズの作り方から道具の調達まで、あらゆることを手

探りの状況から始めたため、納得のいく品質のチーズが

できるまではひたすら試行錯誤の繰り返しだったという。

専門家に意見を聞いたり、ヨーロッパから乳酸菌を取り

寄せたりと、いろいろなことを試して少しずつ品質を向上さ

せていった。

今では、各地のシェフとつながりができ、情報交換しなが

ら更なる品質向上に取り組んでいる。

【牛の様子】

【新鮮な生乳を使い、

各種チーズも製造】

そうして作った乳製品の良さを、牧場内で気軽に味わっ

てもらえる場所を提供できないか。

そうした考えで、弓削牧場は更に、自家製のチーズ・乳

製品を使ったメニューを味わえるレストラン『チーズハウス

ヤルゴイ』を牧場内に開設し、乳製品の食べ方の提案を

行っている。

牧場内で生産された食材にこだわっており、チーズなど

の乳製品のほか、野菜も牧場内の畑で生産されたものだ。

また、近年は、チーズ製造の際の副産物であるホエイ

（乳清）を活用した石鹸や化粧水など、食品にとどまらない

製品開発も行っている。

牧場で生産された生乳を、生乳としての出荷だけにとら

われず様々な形で活用する。チーズづくりを始めた当初か

らの、弓削牧場の考え方だ。

【ホエイを使った石鹸や

化粧水など、食品以外

にも様々な製品を開発】

もう一つは、弓削牧場の牛は、めいめいが好きなところで

過ごしていること。

二つに共通するのは、「できるだけ牛にストレスをかけな

い」ということだ。牛にやさしい飼養環境を実現することで、

ストレスを軽減し、結果的に生乳の品質向上に役立ってい

るという。



住宅地と共存する生乳生産・チーズづくり

弓削牧場（兵庫県神戸市）④

【今後の展開】

現在、弓削牧場ではバイオガスユニットの３号機をつくることを計画中だ。処理でき

る量が増えれば、エネルギーの完全な循環に更に近づくことになる。

「このような小型のバイオガスユニットを、個人の酪農家が持っているということに意

味がある。」。同じような取組が広がっていくことで、農家自身の意識も変わり、家畜

排せつ物や食品残さを資源として捉えることも可能になっていく。

その日を目指して、今後も弓削牧場の取組は続いていく。

【弓削牧場・チーズハウスヤルゴイについて】
〒651-1243
兵庫県神戸市北区山田町下谷上西丸山5-2
URL：http://yugefarm.com/
TEL：078-581-3220
FAX：078-581-2620
mail：info@yugefarm.com

９



幹線道路近くで、新たな野菜づくりに挑戦する

三浦農園（大阪府泉佐野市）①

「子どもが安心して食べられるような野菜を栽培したい。」。その思いで始めた取組が

評価されるようになってきたのはここ数年。取り組み始めて10年以上になるが、当初は

なかなか消費者からの評価にはつながらなかった。それでも、就農当初からその姿勢

は変わらない。

「大変だと思ったことはありません。」と、三浦農園代表の三浦淳氏は、さらりと答える。

大阪府泉佐野市、幹線道路にほど近い市街地の一角

にある、三浦農園。

都市ならではの強みを活かし、伝統を守りながらも新し

い農業に挑戦している。

【人・環境・作物にやさしい農業】

三浦農園では、水なすをはじめ、玉ねぎ、キャベツ、春

菊など、泉州の特産野菜を中心に数多くの品目を栽培し

ている。水なすは、栽培方法にこだわり、害虫の天敵とし

てスワルスキーカブリダニを導入するなど、農薬の使用

量を削減して大阪エコ農産物の認証を取得しているのが、

三浦農園の特徴だ。

【都市農業ならではの強みを活かして】

三浦農園のほ場は、主に市街地のまっただ中。全体で

は約1.5haだが、ほ場は10か所以上に点在しているとい

う。「四角のほ場がほとんどない」と三浦氏が語るほど小

規模・不整形な土地が多く、営農面ではどうしても効率が

落ちる。

その不利な条件を、三浦農園では都市農業ならではの

強みを活かすことで、補っている。

「消費地なので、販路の確保はしやすいと思っていま

す。」出荷先は、JAや市場のほか、ホテル、レストラン、百

貨店、スーパーの産直コーナーなど様々だ。

販路を確保しやすいといっても、もちろんそれは販路開拓の努力あってのもの。商談

会など、販路確保の機会は積極的に活用する。また、商談会で出会った人との情報交

換を積極的に行い、つながりを広げている。商談会で出会った人からの口コミで三浦農

園のことを知った人から、問い合わせがあることもあるという。

販路の開拓に力を入れるのは、単に大都市で需要が多いから、というだけではない。

安心して食べられる栽培に力を入れて生産した自分の野菜を、その良さを分かってくれ

る人に食べてもらいたいからでもある。

10



幹線道路近くで、新たな野菜づくりに挑戦する

三浦農園（大阪府泉佐野市）②

【新技術への挑戦】

三浦農園がもう一つ大切にしているのが、新しい技術への挑戦だ。

例えば、センサーでほ場の温度や湿度、日射量などの栽培情報を取得できるサービ

スを導入。データの形で見える化している。

「温度や湿度など、データが客観的な数字で見えるので、管理がしやすくなります。こ

れまでは自分の感覚でやっていたものが、データをとることで、どうしたらいいかがはっ

きり見える。絶対にいい野菜がつくれるようになると思います。」

更に、府や企業が行う実証試験にも積極的に協力。現在は、アザミウマの忌避に効果

があるとされる赤色LED照明を導入し、実際の効果のほどを確かめる試験を行っている。

これがうまくいけば、農薬の使用量を更に減らすことができる。

こうした技術の導入に積極的に取り組むのも、より高品質な農産物を効率よく生産し

たいとの思いからだ。

同時に、生産者どうしの情報交換にも積極的だ。行政が主催する勉強会はもちろんの

こと、農業者同士の集まりにも参加して、栽培技術の共有に努めている。

【伝統野菜の復活】

三浦農園では、なにわの伝統野菜の復活にも取り

組んでいる。

その一つが、泉州黄タマネギの「今井早生」。泉州

地域では古くからタマネギ栽培が盛んで、昭和30年

代には全国でも有数のタマネギ産地だった。しかし、

その後安価な外国産の輸入増加などにより、生産量

は激減。特に「今井早生」は、今では三浦農園が唯

一栽培しているだけで、「幻のタマネギ」と言われてい

る。

味は良いが、形が扁平・不揃いで保存性が悪いな

ど、販売面での課題がある。

「伝統野菜を『消えゆく野菜』にしたくない。」そんな

思いから、三浦氏は、「今井早生」の復活に取り組ん

でいる。

祖父から栽培技術を学び、種は自家採種から取

り組んで確保する。

「府内で農業として栽培しているのは三浦農園だ

け」と胸を張る三浦氏。まだ生産量は少ないが、「完

全復活」に向けて、今後も取り組んでいくつもりだ。 11



幹線道路近くで、新たな野菜づくりに挑戦する

三浦農園（大阪府泉佐野市）③

ニュースレターでは、そのような農園の現状を、きちんと伝え

るようにしている。

「三浦農園でも甚大な被害を受けました。そんな状況でも前

を向き、たくさんの方に助けていただきながら復旧作業と同時

に農作業に励んでいます。」ニュースレターに、三浦農園の姿

勢が現れている。

【農園のことをきちんと伝える】

三浦農園は情報発信にも積極的だ。年に４回、農園の現状

を伝えるニュースレターを発行、出荷先に届けている。その

時々の生育の状況と、今後の見通しを伝えることで、出荷先

の信頼確保につながっている。

例えば、平成30年９月に日本を襲った猛烈な台風21号。

近畿地域を直撃した台風によって、三浦農園も大きな被害

を受けた。

ハウス内の作物はほぼ全滅で、ビニールハウス自体にもビ

ニールの破れ、アーチの歪み、柱の倒壊などの被害が発生、

来期の作付けが不可能になったところもある。

それでも、三浦農園では、無事だった資材を活用して自らハ

ウスを再建し、水菜や春菊などの作付けを行って、営農を再

開している。

【消費者に求められる商品づくり】

三浦農園では、六次化にも取り組み、水なすのぬか漬けをつ

くっている。

材料は水なす、米ぬか、塩と昆布のみ。米ぬかも三浦農園で

生産したものだ。

変色防止剤など、食品添加物は一切使用しない。このため、

なすの紫色は落ちてしまうが、昔ながらの水なすのぬか漬けの

色だという。

「本物のぬか漬け（無添加）には需要があります。」

今は近隣が主な販売先だが、ホームページを整備して、通信

販売に積極的に取り組んでいきたいという。

包装にもこだわり、贈答用などの需要を捉えたいと考えている。

12



幹線道路近くで、新たな野菜づくりに挑戦する

三浦農園（大阪府泉佐野市）④

【三浦農園について】
〒598-0071
大阪府泉佐野市鶴原貝田1146
URL：http://miurafarm.net
TEL：090-7364-8604
FAX：072-464-3625
mail：miurafarm3272@gmail.com

【今後の展望】

今後は、今の規模から拡大するよりも、「より良い野菜をつくっていきたい」。そのた

め、目の行き届く範囲を見極め、品質向上に努めていくつもりだ。

また、三浦農園の農作物は、慣行栽培に比べ、農薬の使用量は１／３以下。害虫対

策での農薬使用はほとんどないが、カビの抑制のために使用しているという。これを、

IoTを活用することで湿度等をコントロールし、農薬の更なる使用削減につなげていけ

たらと考えている。

13
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２ 農泊・インバウンド対応
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様々な暮らし体験を通じ、交流が続く関係をつくる

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府南丹市）①

「かやぶきの里」をはじめとする、伝統的な建築物

群を有する京都府南丹市美山町。

来訪者と地域住民との交流を大切にする美山町

の取組は、国を超えた交流につながっていた。

【南丹市美山エコツーリズム推進協議会の取組】

エコツーリズムとは、観光旅行者が地域の自然環

境や歴史文化など（自然観光資源）について、知識

を有する者から案内または助言を受け、その自然

観光資源の保護に配慮しつつふれあうことによっ

て、知識及び理解を深めるための活動のこと。

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（以下「推

進協議会」。）では、入母屋造りのかやぶき民家な

どの文化・歴史的地域資産と、京都大学芦生研究

林などの自然・景観といった地域の資源を組み合

わせた取組を、地域住民が参加しながら展開して

いる。

住民参加型の取組を進めるに当たって心がけて

いるのは、「日常の暮らし」を体験する機会を提供

すること。例えば民家に宿泊する場合、単なる観光

客としてもてなすだけではなく、美山の日常生活を

受入家庭と訪問者が一緒に体験するようにしてい

る。このことにより、自然な交流が生まれ、美山の

ファンの増加につなげている。

【推進協議会の設立】

推進協議会が設立されたのは、平成22年。平成

15年をピークに観光客数が減少する中で、地域活

性化を図ることを目的としての設立だ。

「遠くから来てくれて嬉しかった」地域住民がそう

思い、「美山での体験が楽しかった」旅行者がそん

な風に感じて帰っていく。

そのようなあり方を目指して、体験型・交流型の

観光に重点を置こうと意識している。

だからこそ、推進協議会では、単に来訪者数を増やすことだけを目的としてはいない。

「人数は少なくてもいい。来てくれた方に、しっかりと楽しんで帰ってもらいたい」それが、

推進協議会の出発点だ。 15



様々な暮らし体験を通じ、交流が続く関係をつくる

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府南丹市）②

【季節ごとに変わる美山の姿】

そのような思いから出発して、美山町では、イベントも

盛んに行われている。そこでも意識されているのが、美

山の暮らしを肌で感じてもらうことだ。

春のお田植え祭、夏の盆踊り、秋の収穫に感謝する

楽農祭り、冬の雪灯廊祭り。

季節ごとに、美山の暮らしに根ざした様々なイベント

が開催されており、その数は年間で70にも達する。

これらのイベントには、長く続く伝統を守りながら行っ

ているものもあれば、最近になって新たに始めたものも

ある。美山という町のその時々の姿を来訪者により深く

体験してもらいたいという思いから、日々試行錯誤を続

けている結果だ。

今後は、いかにこれらの取組を維持していくかが課題

だ。

高齢化が進む中で、地域の祭りを維持していくだけで

も苦労がある。

現在は学生のボランティアに支えられている部分もあ

るが、一般の人にも美山に関心を持ってもらい、これら

の祭りを行う側になってもらいたいと考えている。

【再び訪れたくなるような体験を】

美山を訪れる人には、何度も訪れる人が多い。四季

折々の景色、食事、イベントと、それぞれの季節にそれ

ぞれの楽しみ方があることから、一度訪れた観光客が、

リピーターとなることが多いという。

だが、そういった風景やイベントだけが、美山のリピー

ターにつながっているわけではない。

例えば、観光りんご園。

（現在は、木の老化が進み閉園）

訪れた観光客の方を対象に、希望があればりんご園のりんごの木のオーナーになっ

てもらうのだが、オーナーは美山町の「準町民」として扱う。

「観光客の方を、単なる観光客とは見ていません」

一過性の観光ではなく、美山町を離れた後も、交流が続くような関係。そんな関係を、

美山を訪れる人と築いていきたいというのが、美山町の考え方だ。
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様々な暮らし体験を通じ、交流が続く関係をつくる

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府南丹市）③

【インバウンドへの対応】

美山を訪れる人の約２割が、外国人旅

行客だ。大半が台湾や香港をはじめとす

るアジア地域からだが、近年はフランスや

アメリカ、オーストラリアなどからの来訪者

も増えている。

今後は、外国人旅行客がより美山を訪

れやすくなるよう、英語サイトを立ち上げ

て美山の情報を知ってもらうとともに、そ

のサイト上で事前に決済を行うことができ

るようにする予定だ。

【民家滞在の取組】

美山では、約70軒が農山村教育民泊の受入れを

行っている。

元々は、教育旅行の小学生約70名を受け入れた

のが始まりだ。初めての取組に戸惑いもあったが、

地域振興会（※）が中心となって各受入家庭への

声がけを実施。

※地域振興会：住民の主体的な参加による地域

づくりを目指すことを目的に発足した、地域と行政との連携を深めること等を目的とした組織。

ただ、知名度の向上は、まだまだ課題だ。

「海外からの来訪者は、『Kyoto』で検索します。美山の知名度は決して高くありま

せん。美山だけでの取組では限界があるので、より広域な連携を考えていくことが

必要です。」推進協議会会長の中川幸雄氏は、新たな構想をそう語る。

いったん受け入れてみると、訪れた小学生が今度は家族連れで再度訪れるなど、

新たな交流が生まれた。そうした経験があると、次回の受入れにも積極的になり、

周囲の家庭も受入れをしてみようと考えるようになった。受入家庭は、そうしたことの

繰り返しで増えてきたものだ。

一方で意識しているのが、受入家庭に負担にならないことだ。

例えば、宿泊での受入れが難しければ、宿泊施設に泊まった観光客に対し、受入

家庭での朝食の調理体験の機会を提供するような受入方をする。

他市町と連携し、美山だけでは受入れが難しい場合に受入れをお願いすることが

できるような関係を築いてきた。
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様々な暮らし体験を通じ、交流が続く関係をつくる

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府南丹市）④

【南丹市美山エコツーリズム推進協議会について】
〒601-0722
京都府南丹市美山町安掛下23番地
URL：http://www.miyamaeco.com/
TEL：0771-75-9030
FAX：0771-75-9040
mail：info@miyamaeco.com

【今後の展望】

既に美山のことを知っている国内の旅行者には、美

山の暮らしを体験してもらい、より深く交流する。それ

によって、美山のことをより知ってもらい、再度の訪問

につなげる。そうやって、ファンを獲得していく。

海外からの旅行者には、まずは来てもらう。知っても

らうことが大切なので、まずは数を増やす。

来てもらったら、美山での暮らしや、四季折々の美

山の姿を体験してもらう。このことを通じて何度も訪れ

てくれるファンになってもらう。そのような何度も訪れ

たくなるような日常の生活体験ができる町づくりをして

いく。

今後とも、そのようなあり方を大切にしつつ、観光消

費額の増加にも取り組み、観光客の受入れに取り組

んでいく予定だ。

18

そういった取組を通じて、受入家庭が継続的に受入れを行いやすいような環境を

つくりつつ、受入れに向けての全戸説明会を行うことで、受入家庭の安定的な確保

に取り組んでいる。

「美山の売りは、『普通の暮らしを体験できる』こと。」

訪問者が普通の暮らしを体験できるようにするためには、受入家庭にとっても

「無理をしない」受入れができることが重要だ。



品質・品揃え確保とインバウンド対応も意識した直売所

めっけもん広場（和歌山県紀の川市）①

和歌山県紀の川市のめっけもん広場。ここ

は、大阪をはじめとする都市部からの来店を

中心に年間30億円近い売上げを誇る、日本

でも有数の農産物直売所だ。

約1000㎡の店内には、季節によってみか

んや柿、桃など、様々な農産物がところ狭し

と並ぶ。

めっけもん広場は、生産者との意思疎通を

通じ、小規模・高齢農家の受け皿となる店舗

づくりも意識している。

少しでも品質の悪い農産物が出荷されてしまうと、直売所全体の評判に影響する。こ

のため、基準に沿った生産をしていることを示す生産履歴の提示など、生産者との間で

農産物の品質確保のためのルールづくりを行うとともに、出荷に当たっての注意点など

を知ってもらう講習会も頻繁に開催した。

「出荷者全員に、めっけもん広場を『自分たちの店』だと思ってもらいたい。」めっけも

ん広場では、そのような考えの下、生産者と共に直売所づくりに取り組んでいる。

これらの取組の効果もあり、めっけもん広場では、

開店当初から予想を大きく上回る集客を実現した。

開業５年目に６億円という売上目標は、平成12年の

開業初年度で達成。

口コミで評判が広がり、リピーターが増えた結果、

平成29年度には、約70万人が訪れ、約30億円の売

り上げとなった。

【生産者との意思疎通を通じた品揃え】

安定的に集客を続けるためには、品揃えを確保

する必要がある。

そこで、めっけもん広場では開店に当たり、広い

店内を埋める商品を年間通して安定的に取り揃え

るため、生産者と綿密な打ち合わせを行った。

また、生産者と相談し、新たに取り組んでもらった

作物もある。
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品質・品揃え確保とインバウンド対応も意識した直売所

めっけもん広場（和歌山県紀の川市）②

【若者の取込みに向けて】

現在、めっけもん広場の来店者は、50代以上が多い。これを、

若い人にも来てもらえるようにすることが、今後の課題だ。

このため、めっけもん広場では、クイズ形式で農産物や、その食

べ方を紹介し、親子連れや若者が楽しめるような店舗づくりを

行っている。

更に、めっけもん広場を運営するJA紀の里では、収穫体験や食

育など、親子連れを対象にしたプログラムを展開している。

めっけもん広場を訪れた人が体験プログラムに参加する。ある

いは、体験プログラムに参加した人が帰りにめっけもん広場に立

ち寄る。そういった相乗効果を発揮させることが、狙いだ。

また、めっけもん広場のイートインスペース「イーテン」では、食

事やジェラートなどの提供にも取り組んでおり、来店者がその場

で地元の農産物を使った食事を取ることで、よりめっけもん広場

や和歌山産農産物に親しんでもらうことにもつながる。

店舗の拡大は難しいが、限られた面積で、席数を確保しつつ、

よりおしゃれさを演出し、来店者が足を運びやすい環境をつくれ

るよう取り組んでいる。

▲野菜や果物と一緒にクイズやレシピを掲示するなど、消費者に関心をも

ってもらいやすい店舗づくりに取り組む 20



品質・品揃え確保とインバウンド対応も意識した直売所

めっけもん広場（和歌山県紀の川市）③

【インバウンドへの対応】

関西国際空港に近いことから、和歌山方面への旅行者に

とってアクセスしやすい立地にあるめっけもん広場には、外

国人旅行客も訪れる。

特に、桃のシーズンには、開店前から行列ができるほどだ。

中国や台湾、香港等のアジア地域においては、桃は桃源郷

伝説に代表される特別な果物であり、更に日本の桃はその

品質の高さから需要が高い。

この外国人旅行客の来店をいかに増やしていくかも、

重要な課題だ。

めっけもん広場を運営するJA紀の里では、外国人旅

行客の帰国後を見据えた需要開拓を行っている。

まずは、関西国際空港でマルシェを開いたり、旅行

会社の担当者を対象としたモニターツアーを行って

めっけもん広場を訪れるツアーを増やしたりするなど、

外国人旅行客がめっけもん広場を訪れる機会を作り

出す。

こうして訪れた観光客に、めっけもん広場で日本の農産物を味わってもらい、気に

入った人には自国に持って帰ってもらう。

JA紀の里は、和歌山の農産物を気に入った人たちが帰国後も手軽に和歌山の農産

物を味わえるよう、香港や中国などのアジア地域を対象とする輸出商談会に積極的

に参加し、和歌山産農産物の輸出につなげている。

誘致・販売・輸出というサイクルで、今後更に和歌山産農産物の需要開拓を進めて

いく考えだ。

このほか、めっけもん広場では、平成27年に消費税の免税対応を行っている。

また、国によって違う持ち帰り可能品目を、外国人旅行客が簡単に把握できるよう

ボードにし、指差し確認しながら販売したり、従業員向けにインバウンド対応研修を開

催するなど、めっけもん広場では外国人旅行客に対応するため様々な取組を行って

いる。

これらの積み重ねで、外国人旅行客にとって

より魅力的な店舗となるよう、今後も取り組ん

でいく予定だ。

▲関西国際空港での柿の販売
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品質・品揃え確保とインバウンド対応も意識した直売所

めっけもん広場（和歌山県紀の川市）④

【生きがいとしての農業を支える直売所】

自分が作ったものが売れることを実感できることは、生産者にとって営農継続の意

欲になる。

めっけもん広場に出荷している生産者は、約1,500名。

そのほとんどが50代以上であり、高齢の生産者も少なくはない。

めっけもん広場では、そのような生産者に対して、農業を継続する場を提供したい

と考えている。

高齢になり市場出荷は難しいが技術はあるという生産者の中には、直売所になら

出してみようかという人もいる。そうした生産者が農業を続ければ、耕作放棄地の発

生防止にもつながる。

「自分が作ったものが売れれば、励みになる。めっけもん広場が、そのような方の

元気の源になり、地域振興の核になっていければ。」JA紀の里の下田和敬二営農部

長は、そう語る。

【めっけもん広場について】
〒649-6445
和歌山県紀の川市豊田56番地３
URL：http://www.ja-kinosato.or.jp
TEL：0736-78-3715
FAX：0736-78-3716
mail：mekkemon@kinosato.jawink.ne.jp
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受入家庭との交流を大事にする民家ステイ

一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム（奈良県明日香村）①

利用者の中で多いのは、教育旅行。国内の小中学生

のみならず、外国の学生の教育旅行の場としても選ば

れている。海外から学校の行事として訪れた人が、後日

家族旅行で訪日した際に、再度飛鳥を訪れたというケー

スもあるという。

このような根強いファンを獲得している理由の一つが、

民家ステイの考え方だ。

受入家庭は、来村者のことを、単なる「お客様」ではな

く「家族」として接するということである。食事の調理を一

緒になって行うなど、常に何かしらのコミュニケーション

を取ることで、単に見る、泊まるといった一方通行の観

光よりも、飛鳥での体験を印象強く心に残すことができ

るという。

【受入家庭ごとの工夫】

更に特徴的なのが、受入家庭ごとに工夫をこらした体

験プログラムを用意していることだ。

農作業体験や受入家庭のガイドによる史跡めぐりなど、

体験プログラムは50種類以上。これだけ豊富なプログラ

ムを準備できるのは、受入家庭になってもらう時に、そ

れぞれの家庭の得意な分野、好きなことを聞き取り、体

験プログラムについて打合せを行っているからだ。

京都や大阪から、電車で約１時間の明日香村。

平成23年の発足から７年。年間６千泊以上の来

村者を「民家ステイ」として受け入れているのが、

「一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム」（以下

「ニューツーリズム」）だ。

その取組は、来村者と受入家庭との交流を大事

にする姿勢が根幹となっている。

【民家ステイとは】

民家ステイとは、来村者が食事の調理や日常の活動

を受入家庭と一緒になって行う取組であり、「交流の場」

でもある。

「『ほったらかしの観光』にはしたくありませんでした。」

ニューツーリズムの事務局を統括する下田正寿氏は、

民家ステイを行うに当たり、このことに気をつけていると

いう。

140軒以上の家庭が受入家庭として参加し、50種類
以上の体験プログラムを準備。訪れるたびに、異なる体験ができる。
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【苦労点】

もちろん、設立当初から順風満帆だったわけではなかった。

認知度の向上のために、ニューツーリズムではあらゆる場面を捉えてPRに取り組んで

きた。

旅行会社の担当者に飛鳥に来てもらい、宿泊してもらう。学生を対象にしたモニターツ

アーを行い、その感想を改善に活かす。海外の旅行者にプロモーションを行い、リピー

ターになってもらったり、母国で広めてもらう。

そういった取組を通じて、少しずつ飛鳥の認知度の向上に取り組んできた。

「飛鳥は、国内に関しては、知名度はあったものの、数カ所の名所を見たらそのまま通

過するだけの観光地という状態でした。けれど、滞在して観光するというニーズが潜在的

にはあった。そこに『訪れる人をほったらかしにしたくはない』という私たちの思いがうまく

合致したのだと思います。」

受入家庭との交流を大事にする民家ステイ

一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム（奈良県明日香村）②

例えば、あるイチゴ生産農家では、単にイチゴの摘

み取りだけではなく、まずはイチゴ栽培の作業も体験

することにしている。このことにより、イチゴがどのよう

に育てられているのか、どれだけ大変なのかを身を

もって知ってもらうことになり、飛鳥で食べたイチゴの

記憶がより強く残るという。

このようなプログラムも、全て受入家庭がニュー

ツーリズムとやりとりしていく中で自ら考え出したもの。

それぞれに自分の好きな、得意な分野について、できることを掘り下げ、その上で来村

者を受け入れるからこそ、来村者に印象が強く残り、喜ばれ、そのことによって受入家庭

のやりがいにつながっている。

また、意識しているのが、食事に使う食材だ。

ニューツーリズムでは、受入家庭に、食事には地域

で生産された食材を使ってもらうよう徹底している。

「飛鳥に交流を求めている人たちが食事に求めるも

のは、やはり地場産のものだと思います。」飛鳥の食

材を、飛鳥の人たちと一緒に、飛鳥の家庭のやり方で

調理し、食べる。

そうした地産地消が進めば、地元の農業生産者に

とっても励みになる。
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【受入家庭の確保】

また、受入家庭の確保も重要な課題だ。受入家

庭となるのは、一般の家庭だ。それぞれの生活が

ある中で、民家ステイに継続的に取り組むのは、

難しいこともある。

このため、ニューツーリズムでは、受入家庭を募

る際に、「１度やってみて難しいと感じたら、その後

は無理に続けなくていい」ということを、はっきりと

伝えた上で、受入家庭になってもらっている。

これにより、受入家庭にとっては心理的な負担感

が減り、受入家庭を始めやすくなっている。実際に

は、いったん始めた家庭は、その後も継続を希望

することが多いという。

受入家庭との交流を大事にする民家ステイ

一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム（奈良県明日香村）③

対照的に、外国では、飛鳥の知名度は全くといっ

ていいほどなかった。旅行会社にこつこつとPRを行

い、少しずつ飛鳥のことを知ってもらうことから始め

たという。

「この村では、法律上建築物が厳しく規制されて

いて、それによって昔ながらの景観が維持されてい

ます。特に欧米の方は、高層建築物が一切ない町

並みを実際に訪れて見て、感動されることが多い

です。」

そうした経験をし、飛鳥を気に入った人たちから、少しずつ口コミで評判が広がって

いったという。

とはいえ、高齢等の理由により受入れが困難となる家庭もある。今後とも受入実績を

伸ばしていくためには、受入家庭の安定的な確保が不可欠だ。

このため、ニューツーリズムでは、取組エリアの広域化を進め、より広い範囲で受入

家庭を募ることで、受入家庭の確保につなげている。

一方、特に教育旅行を受け入れる場合は、何かあった時にすぐに対応できるよう、宿

泊エリア全体がある一定程度の範囲でまとまることも必要だ。

そこで、ニューツーリズムは、広域化を進めつつ、団体ごとの宿泊エリアが一定の範

囲に収まるよう受入家庭の確保・調整を行っている。
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【研修制度の充実】

来村者を「お客」ではなく「家族」として接するといっても、来村者と受入家庭との間でトラ

ブルになってはいけない。

そこで、ニューツーリズムでは、受入家庭を対象に、年に５～６回の研修を行っている。

受入家庭となった後も、年に１回は必ず研修を受けてもらうようにすることで、受入家庭

の受入体制の整備につなげている。

日本の作法に慣れていない外国人との間でトラブルにならないよう、英語で作法を記し

たパネルを作成したり、言葉に頼らず身振りで意思疎通を図るなどといった取組も、研修

では行っている。

その上で、クレームにつながるようなことが起きてしまった時には、次の研修の際の題

材に取り上げて各受入家庭に周知するなど、同じことが起きないよう次に活かすことにし

ている。

【今後の展望】

ニューツーリズムでは、現在年間約６千泊の来村者を、教育旅行で年間１万泊、個人旅

行で年間１万泊まで拡大したいと考えている。

「団体の教育旅行と、個人の旅行客では、受け入れ方も変わってきます。それぞれに最

も適したやり方を模索していきたいと考えています。」下田氏は、更なる発展に意欲を示

す。

受入家庭との交流を大事にする民家ステイ

一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム（奈良県明日香村）④

【一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズムについて】
〒634-0112
奈良県高市郡明日香村島庄５番地
URL：http://yamatoasuka.or.jp
TEL：0744-54-1525
FAX：0744-54-1526
mail：info@yamatoasuka.or.jp 26



３ スマート農業
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しそう前田農園は栽培を始めて２年目となるが、

トマトの品質を一定にし、いつ食べても同じおいし

さを味わってもらえるよう、独自に開発したモニタリ

ング装置やハウスの環境を制御するシステムを導

入するなど、トマト栽培のＩＣＴ化に取り組んでいる。

【ハウスの環境制御】

トマトのサイズは、ハウス内の気温、湿度等の

影響が大きいため、目標サイズになるようハウス

内温度をコントロールしている。また、味は水の

やり方（量）の影響が大きく、なるべく少ないかん

水量とした方が味は良くなるが、実割れを防ぐた

めには、かん水のタイミングと量の見極めが非常

に難しいのだと代表の前田剛志さんは話す。

気温、湿度、水分量モニタリング装置

トマト栽培におけるハウス環境制御などＩCＴ化への取組

しそう前田農園（兵庫県宍粟市）①

28

しそう前田農園

兵庫県宍粟市南部の水田地帯の一角に軒の高い

農業用ハウスがある。そこが「しそう前田農園」。

ハウス内では、大玉トマト13a、ミディトマト5a、ミニ

トマト2aがほぼ一年中栽培され、8月末から11月に

かけて出荷されている。

前田剛志代表

前田さんは、かつてのエンジニアとしての勤務経験を活かし、ハウス内の環境を監

視するモニタリング装置を自作した。この自作したモニタリング装置により、気温、湿

度等を監視、データ蓄積し、品質の良いトマトができるよう、試行錯誤しながら、その

時々に応じた適正なかん水のタイミングと量を見極めている。

ハウス内の環境は時々刻々変化し、外気の影

響も受けるため、季節によっても全く違う環境に

なると言う。このため、ハウス内気温については、

常に16℃～17℃程度に保つこととしている。さら

に、ハウス天井の窓も電動で開度調整ができる

ようにし、温度調整が容易に行えるよう工夫がさ

れている。

また、夜から昼にかけての急激な温度変化が

トマトの品質が悪くするため、これが避けられる

よう、温度を徐々に上げるなど、ハウス内の環境

を安定的に保つよう制御している。

このように、収量やより品質の安定したトマトが

栽培できるよう、ＩＣＴを活用したハウス環境制御

に取組んでいる。



【作業の効率化】

環境制御以外にも作業の効率化を図るため、いろ

いろな工夫がされている。

まず、一つはハウスの大きさである。就農に当たり

農地を購入したが、もともとは、水田であったため、

ほ場の大きさに合うよう、標準規格より広めにすると

ともに、腰をかかめずトマトの収穫ができるよう、苗

位置を高く、ハウス高も通常より高く、柱の高さを3.5

ｍと特別な構造としている。

袋詰め支援装置

トマト苗の高配置
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液肥投入かん水装置

軒の高いハウス外観

トマト栽培におけるハウス環境制御などＩCＴ化への取組

しそう前田農園（兵庫県宍粟市）②

【トマト農家を始めたきっかけ】

前田剛志氏は、元々農業と縁が深いわけではなかった。実家はサラリーマン家庭。

ただ、「トマトが好きでした」。トマト好きが高じて、家電メーカーに就職した後も、市民

農園で週末にトマトを作っていたという。

更に、子どもができて、子どもにおいしいトマトを食べさせたい、という思いが強く

なっていった結果、転職を決意。加西市の農業法人へ就職する。

農業法人では、2年間トマト栽培の責任者として栽培管理業務を行っていたが、自分

でトマト経営してみたいとの強い思いから独立を決意。今では、両親とともにトマト栽

培を楽しみながら、経営に励んでいる。

もう一つが、トマトの袋詰め作業である。袋の内容

が一定となるよう、大きさの異なるトマトの重量を瞬

時に判別できる家庭用キッチンスケールを改良した

袋詰支援装置を独自開発。

さらには、自動で液肥が投入されるかん水装置も

独自で開発している。

こうした発想や装置の独自開発により、作業の効

率化へつながるよう取組を行っている。



【独立しての利点】

独立後は、農業法人に就農していた時とは異

なり、経営者としての目線で全てをこなす必要が

あるため苦労も多く、苦労した点は、語り切れな

いと前田さんは言う。

だが、独立したことで、自分の考えで運営がで

き、また、それにより自由が生まれた。

２年目の現在では、作業にも慣れ効率的となり、

収入も農業法人に就農していた時より増えてい

るとのこと。
トマト袋詰め作業
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しそう前田農園（兵庫県宍粟市）③

【当面の課題】

より高品質のトマトの安定生産が、当面の課題の

一つ。自作した装置で環境制御を行い、一定品質の

トマト栽培が可能とはなっているが、より良い品質の

ものを安定的に生産することを目指している。

さらには、栽培ロスの軽減。現時点ではロスは少な

いが、廃棄する作物がでれば、それは加工品として

販売ができればとも思っている。だが、加工まで広

げていくには、今の経営規模では手が出せないと感

じている。大玉トマト

独立してからは、個人的にパートさんとも自由にコミニュケーションを図ることがで

きる。経営者としても効率的な作業となるよう、運営に関しての意見交換をパートさ

んとするなど、日々改善点を探るメリットもある。

このような自由度があることは、自分の考えに合っており、独立して良かったなと

感じている部分。

もう一つは販路。現在は、ＪＡスーパー、小規模スーパーや直売所での少量販売。

小さな農家であるため、以前、大規模スーパーに受入れをお願いしたこともあった

が、大口の取引や安定的な出荷が求められ断られた経験がある。

将来は、大規模スーパーへの受入れも含め、販路をいろいろ開拓し、経営を安定

させたいとの思いがある。

しかし、そのためにはトマト収量を増やす必要があり、その際には、人材の確保な

どが不可欠。このように考えると、販路拡大に対して消極的になり、ジレンマを抱え

ているところ。



【しそう前田農園について】
〒671-2534
兵庫県宍粟市山崎町川戸字蔵の下1523
URL：http://maedafarm.jp
TEL：080-3035-5975
FAX：0790-68-9024
mail：taka@maedafarm.jp

【今後の展望】

現在は、就農２年目で、トマト栽培を中心としキュウリも少々栽培しているが、今

後は、他の作物の栽培も考えており、優良農家さんの論文を読み勉強すれば、独

自にキュウリや果樹（ぶどう・みかん）の栽培も可能になるのではと思っている。

こういった作物についても導入していければ、規模拡大から安定した経営につな

がるのではないかと考えている。

また、ハウスを増設し、独自に開発した装置を用い、同様のハウス環境制御が

できればと思っているところ。

さらには、生産作業をパートさんに任せられるよう人材育成し、私（前田氏）は、

経営を中心にと考えている。

販路としては、神戸などの都市部が近いというメリットを活かし、大規模スーパー

へも拡大し、トマト以外の果樹などの品物も販売できればと思っている。

トマト栽培におけるハウス環境制御などＩCＴ化への取組

しそう前田農園（兵庫県宍粟市）④

３１



京都府精華町のけいはんな学研都市の一角にある、東レ

建設株式会社（以下「東レ建設」）のハウス。中ではトマトや

こまつな、おくらやきゅうりなど、多種類の野菜がところ狭しと

育てられている。

東レ建設のハウス栽培には、大きな特徴が２点ある。１点

目は、「トレファーム®」を用いていること。２点目は、「シェアリ

ング農業」を行っていることだ。

安全で楽な高床式砂栽培とICTを活用した農作業参加システ
ムの導入 東レ建設株式会社（京都府精華町）①

トレファーム®を設置したハウスには、温度・湿度センサー、

土壌センサー、風力計などを設置し、ハウス内の環境変化

をいつでもどこでも把握できる。

天候をみながら、遠隔操作でかん水量の調節をすること

も可能だ。ゆくゆくは、収集したデータから、栽培している品

目や栽培用の砂の種類ごとの最適なかん水量を管理する

ことも目指している。

【トレファームとは】

１００％砂を用いたテーブル式の栽培ベッドと自動潅水シス

テムから成る、東レ建設の農業施設。

建設会社ならではのノウハウを活かしてつくられた栽培ベッ

ドはジャッキ機能により、高さを自由に調節できる。また、この

機能により、斜面や起伏のある土地などハウス栽培に不向き

な土地でも、簡単に設置することができる。さらに、作業時に

腰をかがめる必要がない上、砂遊び感覚でできる軽作業で

あることから、農作業の負担軽減に役立っている。

更に、約300平方メートルのハウス内には30台以上のwebカメラを

設置。たとえハウスから離れていても、いつでもハウス内の様子を確

認することができる。webカメラの情報は、シェアリング農業システム

に登録した「サポーター」も見ることができ、自分の育てた農作物の

状態を、リアルタイムで確認することが可能だ。

また、「サポーター」が希望すれば東レ（株）のウェアラブルセンサー：hitoe

（Ｔシャツ型のセンサー）を使って、自身の心拍数の変化を把握可能。異常が

あればすぐに分かるようになっており、高齢者をはじめ体調管理支援が必要

な人でも安心して農作業に従事できる。
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安全で楽な高床式砂栽培とICTを活用した農作業参加システム
の導入 東レ建設株式会社（京都府精華町）②

【シェアリング農業とは】

様々なライフスタイルを持つ方々が「いつでも・気楽に・楽しく・安全

に・簡単に」参加できる農業。トレファーム®と、参加者の作業日時を

マッチングする「スマイルシェア」を組み合わせることで実現する。

「スマイルシェア」とは、希望する時間等の条件を事前に登録した

「サポーター」と農園主が設定した作業日・時間とをマッチングするこ

とにより、様々な人の農作業への参加を可能とするシステム。サポー

ターは「スマイルシェア」にスマートホンなどからアクセスし、好きな

日・好きな時間を選んで農作業に参加している。

「スマイルシェア」では、直前の参加登録、直前の参加取消しも

OK。また、１時間程度の作業から参加でき、農業を楽しむことがで

きる。少しでも農業の間口を広げたい、東レ建設のそんな思いが、

このような「気軽」に参加できる「スマイルシェア」に詰まっている。

サポーターは収穫した野菜を持ち帰ることができる。ご近所に配

る方もいるし、サポーターとなっている地域のＮＰＯ法人は、持ち

帰った野菜の販売を行っている。このような、様々な形で農業で地

域がつながり、農業シェアリングの新たな仲間が生まれる仕組み

だ。
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東レ建設がその取組に感銘を受けたことが、農業に取り組むきっかけとなっ

た。そして、その建設会社と共同で農業に取組を始め、その中から「トレファー

ム」の仕組みが生まれた。

安全で楽な高床式砂栽培とICTを活用した農作業参加システム
の導入 東レ建設株式会社（京都府精華町）③

【その先に見えてきた「地域コミュニティ形成」と「生きがい」】

栽培から収穫・販売までの一連の作業に様々な人々が関わることで、新しい

形の地域のコミュニティをつくることができるという農業の可能性を見出し、東

レ建設では福岡県宗像市で実証実験に取り組んでいる。

高齢化が進む団地地区で、トレファームを利用し、地域住民が一緒に植え付

けから栽培、収穫、販売までの一連の作業を行ってもらう取組である。この過

程で、いろんな年齢、性別や職業を超えたミクストコミュニティーが生まれてい

る。また、栽培した野菜を朝市などで対面で販売することで、生きがいにもつな

がったという。コミュニティーづくりと生きがいづくりという社会的ニーズ。そして

両者の解決に資する農業。少子高齢化が進む中でこういった社会的ニーズは

ますます高まると考えている。高床式砂栽培施設「トレファーム®」と農業シェア

リングシステム「スマイルシェア」はそういった社会的ニーズを先取りできる貴

重なアイテムである。

【農業に取り組むきっかけ－東レ建設】

もともと、東レ建設は建設会社。それがなぜ、農業に取り組もうとしたのか。

そのきっかけとなったのは、東レ建設の取引先の一つである、とある建設会社

の取組だった。

建設の仕事は機械化が進んだとは言え、やはり力仕事が多く、高齢になったら

働き続けるのが難しい。一生懸命働き世の中に、そして会社に尽くしてくれた社

員にこそ、永く会社で働いてほしい。一方、農業は心にやさしい仕事。体の負担さ

え減らせば高齢であっても楽しく生きがいを持って働ける。このように考えたその

取引先の建設会社は高床式砂栽培にその可能性を見出し、新たに農業に取り組

まれていた。

団地の農園とトレファームの野菜を囲む住民の方々 34



安全で楽な高床式砂栽培とICTを活用した農作業参加システム
の導入 東レ建設株式会社（京都府精華町）④

【東レ建設株式会社・トレファームについて】
本社：〒530-8222

大阪府大阪市北区中之島
三丁目3-3（中之島三井ビルディング）

URL：http://www.toray-tcc.co.jp/construction/torefarm/
（お問い合わせは上記ＨＰで）

実証圃場所在地：〒619-0288
京都府相楽郡精華町光台二丁目
2番地2（けいはんな学研都市・
株式会社国際電気通信基礎技術研究所
（ATR）内）

【苦労の点と解決策／今後の展望】

シェアリング農業の体制を確立する上で、最も苦労したのがスマートホンを用

いることだ。スマートホンでの登録・予約等は、慣れてしまえば手軽で便利なも

のだが、スマートホンに慣れていない高齢の方からは、利用が難しいという声

があった。当初は電話での説明を試みたが、やはりうまくいかない。このため、

現在は、サポーター希望者にはまず農園に来て頂き、対面説明を行うことで解

決を図っている。
事業スタート時はサポーターの多様

なニーズに戸惑うことも少なからず

あったが、自社農園での検証や大学

との連携により、初めて農業に携わる

方でも安心して取り組んでいただける

ようなサポート体制を構築した。

今後は、農業シェアリングシステム

を活用した人手不足の解消や、安全

かつ楽に作業ができるというトレ

ファーム®の特長を生かしたビジネス

モデルを広く提案し、地域コミュニティ

の形成や、生きがいとしての農業の実

現、仕事付き高齢者住宅の開発など、

社会貢献を目指している。
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滋賀県草津市にある株式会社横江ファーム。

琵琶湖にほど近い草津市の北山田地区で、小松菜など

の軟弱野菜を、ハウス栽培で約４ha、露地栽培で約４ha

の規模で生産する農場だ。

ICTを活用してハウス野菜の計画生産・計画出荷を実現

株式会社横江ファーム（滋賀県草津市）①

【目指しているのは計画生産・計画出荷】

横江ファームにおいて、最も重視しているのが、計画生

産・計画出荷の徹底だ。

「どのハウスに」、「いつ」、「何を」、「どれぐらい」植える

のか。

毎年、季節ごとの需要の変化を予測して、１年を通じた栽培計画を立てる。

そして、その計画に沿った出荷が実現できるよう、野菜の生育状況は、約100棟のハ

ウスと露地のほ場ごとに管理している。

その結果、横江ファームの主力である小松菜や水菜、はくさい菜などは年間を通じて

需要に適確に応えた出荷を実現している。

計画的な野菜の生産が実現できれば、

横江ファームにとっては年間を通じて作業

量を安定させることができ、また収入も安

定的に確保できる。

「ほ場は、20か所以上に点在しています。

ハウスが離れていると、経費もかかり、管

理も行き届きにくい。需要を見通した計画

を立てること、その上で、きちんと各ハウ

スの状況を把握することが重要です。」

横江ファーム代表取締役の横江傳造氏はそう言う。

また、計画生産・計画出荷の実現による効果は横江ファームだけにとどまるものでは

ない。

出荷先の販売店にとっては、数ヶ月先までの野菜調達の見通しを立てられるの

は大きなプラスだ。

「無計画に作って、多くとれれば安値で、少なければ高値で売る。販売店のことを考

えると、そういった販売の仕方はできません」

横江氏は、計画生産・計画出荷に取り組む理由を、そうした販売店との関係で語る。
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ICTを活用してハウス野菜の計画生産・計画出荷を実現

株式会社横江ファーム（滋賀県草津市）②

【計画生産・計画出荷に、ICTを活用】

計画生産・計画出荷を重視する横江ファームだが、その実現には、ハウスごとにきめ

細やかな管理が必要となり、全体としてかなりの負担になる。

そこで横江ファームが積極的に取り組んでいるのが、ICTを利用した栽培作業の「見

える化」だ。

システムを利用して、どのハウスで、誰が、いつ、どのような作業を、どれだけ行った

のかが、誰にでも一目で分かるようにしている。

このため、実施済みの作業を確認した上で次の作業の内容を決定したり、前年に

行った作業を参考にして今年の作業を決定したりすることが容易になる。

100棟近いハウスのそれぞれについて、生育状況に応じた管理を行うことで野菜の

品質向上に取り組んでいる横江ファームにとって、各ハウスの情報を簡単に集約・共

有できることは、作業の効率化に大きく貢献するものだ。

「見える化」により、ハウスごとの状況を把握・分析し、その上で、ハウスごとに行うべ

き作業の内容・時期を決定する。

そのような取組が、横江ファームが「より高品質」な野菜を計画的に供給することを支

えている。

横江ファームでは、平成30年６月に野菜で県内

初となるGLOBAL G.A.P.の認証を取得した。

ハウスの状況の見える化は、農薬の使用

状況の確認や、GLOBALG.A.P.の申請資料への

出力といった点で、GLOBALG.A.P.の取得にも大

きく役立ったという。

一方で、システム上での処理になるため、

人によってはその操作に慣れないという課題もある。

このため、システムへの円滑な移行が当面の課題だ。

一時的に紙での処理も並行しつつ、少しずつシステム上での処理に移行させるなど、

システム化をうまく定着させるために、工夫を凝らしている。
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ICTを活用してハウス野菜の計画生産・計画出荷を実現

株式会社横江ファーム（滋賀県草津市）③

【儲かる農業の実現と地域貢献】

「農業を儲かる仕事にしたい。」横江氏はそ

う考えながら営農している。

儲からなければ、誰もやりたがらない。

儲かる農業にしたい、若者が来てくれる農業

にしたい。

そのためには、野菜生産にかかる経費を減

らしていく必要がある。

計画生産・計画出荷に取り組み、新商品の

開発に力を入れるのは、儲かる農業の実現

の点からも効果的だ。

あわせて、横江ファームでは、地域への貢献と地域の雇用創出も重視している。

週休２日制や労働時間の規定、定年制度に労災補償など、他業種の会社と同様の

雇用条件をとっているのは、その結果だ。また、ICT技術の積極的な導入等により栽

培管理の省力化を図りつつ、野菜の調整作業を受け持つパートは約40名雇用するな

ど、地域の雇用の受け皿ともなっている。

【新たな独自商品を展開】

横江ファームでは、自社の野菜を

使用した商品開発にも力を入れている。

「かける小松菜」という特徴的なネー

ミングのソースや小松菜ペーストなど、

小松菜を中心に独自商品を展開。

商品開発のきっかけは、「野菜を十

分に摂ることができない人たちに、栄養

をとりつつ野菜本来のおいしさを手軽に味わってもらいたい。」という思いだ。

この考えから、料理に使いやすい形態での商品の開発に取り組んでいる。

更に、現在視野に入れているのが、冷凍商品の開発だ。春や秋など旬の時期に収

穫した野菜を、新鮮なまま急速冷凍する。それにより一年中、旬のおいしさを味わう

ことができるようになる。

「消費者が何を求めているのか」と、「横江ファームの野菜を消費者に安定的に届け

たい」という思いから、たどり着いた商品だ。
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【今後の展望】

横江ファームは、今後も「計画生産・計画出荷」を目標

に掲げている。あわせて、地産地消を進めるとともに、安

全・安心をモットーにして、生産した野菜をより多くの人に

届けるよう、様々な取組を行うつもりであり、その目は、

日本国内のみならず、広く海外にも向けられている。

ICTを活用してハウス野菜の計画生産・計画出荷を実現

株式会社横江ファーム（滋賀県草津市）④

【株式会社横江ファームについて】
〒525-0061
滋賀県草津市北山田町2254-4
TEL：077-535-5510
FAX：077-535-8002
URL：http://www.yokoe-farm.co.jp/
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コウノトリの野生復帰で知られる、兵庫県豊岡市。

経済成長に伴う環境破壊によって姿を消したコウノトリの

最後の生息地であった豊岡市では、コウノトリも住める豊か

な自然環境と文化環境づくりを目指して、農薬や化学肥料に

頼らない「コウノトリ育む農法」に取り組んでいる。

その取組に作業負担の軽減の観点から貢献しているのが、

IoTを活用した水田センサーだ。

【コウノトリ育む農法】

コウノトリ育む農法とは、豊岡市で平成15年から行われて

いる、コウノトリも住める豊かな自然環境づくりを目指した農

法のこと。

具体的には、「農薬の不使用または８割削減」、「化学肥料

の栽培期間中不使用」、「中干し延期」、「深水管理」、「冬期

湛水」などを行うことが、その内容だ。

田んぼや川の浅瀬でエサをとり、人里近くで暮らす

コウノトリ。

しかし、経済成長に伴う農薬使用等によりコウノトリの

エサとなる生物が激減、コウノトリも姿を消す。

コウノトリが再び空を舞う町にしたいという市民の思い

から始まったのが、コウノトリ野生復帰プロジェクト。

平成17年に初めての放鳥が行われることとなった時に、

豊岡市の農業生産者が「コウノトリも住める」環境

づくりを目指して取り組み始めたのが、コウノトリ育む農

法だ。
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コウノトリは、大食漢で肉食の鳥。コウノトリが自然界で暮らしていくためには、野外に

コウノトリの生息を支えるだけの大量のエサが必要だ。

コウノトリの重要なエサ場である田んぼで、美味しいお米と同時に多様な生きものを

育み、人だけでなくコウノトリも安心して生きられる環境づくりをしていきたい。

それが、コウノトリ育む農法の出発点だ。

・

・

・

・

水田センサーでコウノトリも住める水田づくり

コウノトリ育む農法（兵庫県豊岡市）①

・



実証事業に参加する成田エコファーム代表の成田市雄氏の

場合、自宅から車で20分ほどかかるところにも水田がある。こ

のため、「たくさんの水田を見て回り、少なかったら給水栓を開

き、一通り回り終わったらまた最初から給水栓を閉めて回る。

それだけで３時間はかかります。」と成田氏は語る。

自宅から離れた場所の水田の水位等を監視するシステムで

ある「LTE・M対応MIHARAS（ミハラス）」を導入することで、自
宅にいながら水田の水位を把握できるようになり、見回りが必

要な水田を特定できるようになったことから、労力が大幅に軽

減されたという。

【水田センサーによる水位管理】

その内容は、水田にセンサーを設置し、毎正午センサーが

測定した水位や水温の状況を、携帯電話回線を通じてクラウ

ドサーバーに保存しスマートフォンやタブレット端末から見ら

れるようにするというもの。

また、これらの数値に異常があった場合には、アラームで

すぐに通知される仕組みになっている。
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そこで、豊岡市では、こうした農家の負担を軽減するため、KDDI株式会社と連携し、水

田の水位を自動で計測し、異常があった場合には知らせてくれるという仕組みを導入す

る実証事業を、今年度から行っている。

【コウノトリ育む農法とスマート農業】

コウノトリ育む農法の無農薬栽培では、除草剤を使用しな

いので、慣行栽培に比べ雑草が発生しやすい。

このため、雑草の発生と成長を抑止するために慣行栽培

よりも深く水を張る「深水管理」を行っている。

また、オタマジャクシがカエルに変態するまで中干を延期

するため、水を張る期間が長くなり、慣行栽培と比べて水田

の見回り等の水管理の負担が大きくなっていた。

水田センサーでコウノトリも住める水田づくり

コウノトリ育む農法（兵庫県豊岡市）②

・



【コウノトリ育む農法に取り組むまでの過程】

「手間ばかり増えるのではないか。」取組の開始当

初には、そういった声もあった。

実は、成田氏もその一人だ。

「最初から乗り気だったわけではありませんでした。

ですが、今までと同じような農業を続けていたら、

コウノトリだけでなく自分の子どもたちにも同じことが

起きる可能性があるのではないか、と思ったのです。

父から、『仕事というのは、世のため人のために行

動することだ』と言われていました。それを思い返し、

このままでいいのか、と。」

そうして取り組み始めたコウノトリ育む農法の

栽培面積は年々拡大し続け、今では、成田氏の

水田は、12haのうち約９haがコウノトリ育む農法

（無農薬栽培）によるものだ。

「無農薬栽培の面積がこれぐらいになると、田

んぼを回りきるのも難しい。今回の水田センサー

があるだけで、かなり助かっています。」
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平成30年度、水田センサー「MIHARAS」の導入は5月末で、

田植えの時期からとなった。このため、平成31年度は、4月の

早期湛水から「MIHARAS」を活用する予定だ。

センサーでは水温や地温の測定も可能なため、「雑草が生え

やすい温度になったら代かきをする」といった意思決定に活か

すことも考えられる。

課題は、導入に必要な経費だ。センサーは、現時点で一本当

たり数万円はかかるため、農家へ普及するためには、更なる

低価格化を期待したい。

とはいえ、生きものを相手にする仕事。いかにセ

ンサーで労力を軽減したとしても、完全に見回りを

しないということはしない。

「お天道様と田んぼが、おいしいお米を育ててくれていて、私たちはそれをとらせても

らっている。そのことを忘れずに、米づくりを続けていきたい。」成田氏は、そう語る。

水田センサーでコウノトリも住める水田づくり

コウノトリ育む農法（兵庫県豊岡市）③

・



【コウノトリ育む農法について】
問い合わせ先：豊岡市コウノトリ共生部農林水産課

〒668-8666
兵庫県豊岡市中央町２番４号

TEL：0796-23-1127
FAX：0796-24-7801
URL：http://www.city.toyooka.lg.jp

【今後の展望】

現在、コウノトリ育むお米は、オーストラリア、香港、東南アジアなどにも輸出されてい

る。輸出は徐々に増えてきており、豊岡市では、新たな需要の開拓を引き続き目指して

いる。

コウノトリ育む農法を拡大し、持続可能なものとしていくに当たって、ICT化による作業

負担の軽減は重要だ。

そのため、豊岡市では、平成30年度に引き続き平成31年度にも水田センサーを活用

した水管理労力の削減について検証を行った上で、生産者への普及を図っていく考え

だ。
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水田センサーでコウノトリも住める水田づくり

コウノトリ育む農法（兵庫県豊岡市）④

・



駅前ビルの完全人工光型植物工場で野菜生産

奈良交通株式会社 まほろば水耕園（奈良県奈良市）①

JR奈良駅の真向かいにあるビルの２階。駅前の一

等地で、農業を行っているとは思えない場所に、奈

良交通株式会社が運営するまほろば水耕園がある。

【施設の概要】

まほろば水耕園は、完全人工光型の植物工場。

日光や外気との接触を完全に遮断し、光源はLED

照明で、温度は空調で常に一定に制御している。

約130㎡の広さの部屋には、５段の栽培棚が天井

近くまで重ねられている。限られた敷地を有効に活

用できるのが、人口光を活用した植物工場の強みだ。

栽培品目は、レッドリーフレタスやフリルレタスなど

のレタス類と、大和まな、大和千筋水菜などの

大和伝統野菜。

収穫までの期間は、レタスであれば40日

程度。 １日の収穫量は約200株で、季節や

天候の影響を受けずに一年中、一定の量を

コンスタントに収穫できる。

【植物工場に取り組み始めた経緯】

奈良交通株式会社は、奈良県下のバス輸送を担う地域に

密着した企業だ。

しかし、少子高齢化や人口の減少により、バス事業の利益

縮小が予想されるため、これを補完し、かつ地域の話題とな

る新たな事業ができないか模索していた。

その時に、食の安全・安心に対する需要が増加していたこ

とに注目し、農業に対する経験やノウハウがない者でも参入

しやすい植物工場を選び、農薬を使わない環境で野菜の栽

培を始めた。

こうして始めた植物工場は、ＪＡ奈良駅前の自社ビルで野

菜を作っていることが評判となり、マスコミにも取り上げられ

大きな話題となった。
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【植物工場の強み】

まほろば水耕園では、収穫した野菜は、レストランや直

売所、スーパーに出荷している。

植物工場の強みは、

① 季節や天候にかかわらず安定的な生産が可能で

あり、一定の価格で供給できること

② 病害虫の発生がないため、農薬を使用せずに栽培

することができること

と、奈良交通では考えている。

特に、天候の影響で価格が高騰する野菜にとって、①

は大きなメリットだ。

奈良交通にとっては収入の見込みが立てやすく、取引

先にとっても経費の見通しが立てやすくなる。

このメリットを踏まえ、奈良交通は、「販売価格は変えな

い」ということを徹底している。

空調や光源にかかる電気代など、通常の生産方法と

比べ少し割高になってしまうが、取引先に対しメリットを

わかりやすくPRすることで、安定的な取引につなげてい

る。

この結果、植物工場で生産された野菜は、安定して取

引されている。

▲ まほろば水耕園の

レタスを使用したサラダ
▲ まほろば水耕園の大和まなを

使用したスイーツや食事メニュー

駅前ビルの完全人工光型植物工場で野菜生産

奈良交通株式会社 まほろば水耕園（奈良県奈良市）②
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【植物の生育環境は、なるべく自然環境に近づける】

栽培に当たって気をつけているのは、なるべく自然環

境に近づけることだ。

例えば照明の点灯時間。なるべく自然条件に近づけ、

日の出に合わせて点灯し、日没に合わせて消灯すると

いうサイクルにしている。

もっと点灯時間を延ばした方が生育は良くなるが、食

味を踏まえて今の時間を採用しているという。

株によっても、また栽培する位置によっても、

野菜の生育状況にはばらつきが生じる。

このため、生育状況を日々確認しながら、

例えば栽培する棚を入れ替える、異なるLED

照明を用いるなどによって、品質の安定化を

図っている。

とはいえ、植物工場という言葉からイメージ

されるほど、パターン化されているわけでは

ない。

更に、環境制御といっても、植物工場内の環境を一定

に保つためには、工夫が必要だ。

例えば、温度を一定に保った植物工場は、冬場は周り

よりも温度が高くなるため、結露が発生しやすい。

結露を放置するとカビの原因となることから、結露を

抑えるための拭き取りや、窓の暖めの作業が必要とな

る。

植物工場といえど、最後は人の手が要だ。

駅前ビルの完全人工光型植物工場で野菜生産

奈良交通株式会社 まほろば水耕園（奈良県奈良市）③
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また、効率よく生産するため、日々の研究も欠かせない。

LED照明の色によってどのように野菜の成長や色づき具

合が変わってくるのか、試験栽培用の棚を設け、それぞ

れ異なる色の光を当てて、成長の差を調べている。



【まほろば水耕園について】
〒630-8651
奈良県奈良市大宮町１丁目１番25号

TEL：0742-20-3144
FAX：0742-20-3178
URL：https://www.narakotsu.co.jp/kanren/vegetable/

【今後の展望】

奈良交通がまほろば水耕園を始めて、７年

になる。

敷地面積には限りがあることから大幅な生

産拡大は難しいが、今後も、今の取引先を大

切にしつつ、新たな品種の栽培に取り組み、

植物工場にとってより有望な品種を見つけ出

すつもりだ。

駅前ビルの完全人工光型植物工場で野菜生産

奈良交通株式会社 まほろば水耕園（奈良県奈良市）④
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４ ジビエ利用拡大
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滋賀県日野町で活動している「獣美恵堂」。

名前のとおり、有害鳥獣捕獲されたニホンジカ、イノシシ

を有効活用したジビエ事業に取組んでいる。

日野町猟友会の中から有志11、2名が集まり「獣美恵堂」
を設立。
メンバーは、5、60歳代が中心で、3、40歳代の若い人が2

人程度である。地元に何か貢献がしたいとの思いからこの
事業に取組んでいる。
「獣美恵堂」の処理加工施設は、日野町役場から1km程
の住宅街に存在している。

猟友会メンバーの作業場を改修し、処理加工施設として
利用しており、 メンバーの皆さんは、普段は会社等に勤め
ているため、土・日曜日にジビエ事業の活動は行われる。

土・日曜日の休日による作業とのことではあるが、年間
300頭程の処理を行い、多い時は、 1日に12、13頭を扱うこ
ともある。

フランス料理店や大手外食チェーンなど外食事業者と協力して
販路開拓 獣美恵堂（滋賀県日野町）①

【取組みのきっかけ】

日野町では、平成18年度からニホンジカの被害が増加傾向となり、猟友会として

シカ対策に貢献できることはないか検討していた。

その後、県の指導者のもと、ジビエのフランス料理に活用ができるなど、また、地

元地域のジビエへの関心も高まったことがこの取組みへのきっかけとなった。

以前から何か地域に貢献できればと思っていたところ、駆除されたシカがジビエ料

理として有効利用され、この活動により、地域に貢献ができることは非常に喜ばしい

ことだと猟友会会長の吉澤さんは話す。

【活動組織のネーミング】

＜獣美恵堂＞この組織名の名付けは、女性

会員の発想で生まれた。商標登録も行い、そ

の価値も高まっている。

＜ジビエ＞の当て字ではあるが、我々、男性

猟師の発想ではなかなか思いつかない、女性

ならではの発想によるもので、非常に気に入っ

ていると会長は言う。

処理加工施設

猟友会会長 吉澤氏

女性会員が考案したネーミング

＜獣美恵堂＞
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【鳥獣の捕獲作業】

日野町内にある処理加工施設からは、車で約30分のと

ころに鈴鹿山系の山があり、そこからシカが出没する。山
の麓には、水田ほ場が広がり、その一部において、農業
被害が発生するとのことである。

水田周辺は、鳥獣害防止柵を設置しているものの、シカ
による被害が平成１８年度頃から増加傾向となり、猟友会
での駆除が地元から求められた。

捕獲作業は、猟銃で行い、その場で放血し、１時間以内
に処理加工施設へ搬入することとしている。

やはり、品質確保が重要だと考え、少しでも早く処理が
できるようにと鮮度維持には気をつけている。

また、内蔵摘出時に個体が病気と判断されれば、それ
は、枝肉も含め、全ての個体を廃棄してしまうとのこと。

さらには、国のガイドラインに基づき、金属検出器を使い
安全に処理加工を行った上で、日野の特産品として販売
している。

やはり、衛生・安全には十分な注意を払い、シカ肉を取
扱うよう、常に心がけているとのこと。

【販路の開拓】

シカ肉の販路は、フランス料理店やホテル関係。関西
方面への販売が主となっている。

フランス料理店とのつながりは、平成１９年度に京都フ
ランス料理研究会と猟友会で「天然日野鹿を広める会」
が結成され、シカ肉販売に関する規格や価格、配送方法
等を決められ、京都のレストランへ販売が始まったことか
らであり、現在まで続いているものだと言う。

金属検出器

内蔵摘出時の病気確認

一時保管用冷蔵庫

冷凍用シカ肉

【シカ肉の保存方法】

シカ肉は通常、冷凍保存しているが、フランス料理の
場合は、冷蔵（チルド）として利用する（冷凍にはしない）
のが主であるとのこと。

また、冷蔵用の肉は、捕獲され処理加工を行った上で、
その日のうちに、真空パックにするとの話。

迅速な処理を行うことで、肉質も落ちずに、１年間は持
つものだと言う。
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フランス料理店や大手外食チェーンなど外食事業者と協力して
販路開拓 獣美恵堂（滋賀県日野町）②



【ＩＣＴの活用】

シカの捕獲作業として、獣美恵堂としてではないが、
日野町有害鳥獣被害対策協議会が「檻罠の遠隔監視・
操作システム（まるみえホカクン）」、「檻周辺検知による
野生獣自動捕獲システム（おりわなみはるちゃん）」と言
うＩＣＴ機器を導入している。

【加工品としての取扱い】

日野町の特産品として、天然鹿缶詰（大和煮、味噌
煮）の販売も行っている。製造は、北海道の業者に依
頼して行っているため、料金設定は、少々高めとなっ
ているが、地元の直売所や宿泊施設等で販売してお
り、年間1,100個程度売れると言う。
また、ソーセージとしての加工販売も実施。これらが

地域にも認識され、地域経済の活性化にも繋がって
いる。

ソーセージ（加工品）

天然鹿缶詰（加工品）

また、大手カレーチェーンでの販売や学校給食での活用を図り、ジビエの普及に
大きく貢献している。

カレーチェーン店との契約には、１年以上の月日がかかったが、受入れていただ
いたことで話題性にもつながり、今でも良好な取引が出来ている。

また、学校給食への提供は、日野町内の小中学校へ２回／年程行っており、給
食前には会員から子供たちに対して講話も行ない、情操教育に役立てており、評
判の良いものなっている。

捕獲された場合には、町協議会担当者のスマートフォンへシステム的に自動で
通知される仕組みとなっている。捕獲されたことが迅速に判明するので非常に使い
勝手の良い機器だと町協議会担当者の話だが、シカが捕獲されるのは、深夜が多
く、深夜であっても通知を受け作業に出かけることがあると言う。

この装置を利用したシカの捕獲実績数（現時点）は７～８頭程度であり、捕獲した
シカは全て子シカでジビエ肉にはならなかったとのこと。

しかしながら、今後は、遠方に居ながらでも捕獲確認ができるこのようなＩＣＴ装置
も活用して、迅速な処理を行う作業が少しでも楽になればと思っていると町協議会
担当者は話す。
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【今後の活動】

会長の思いは、地域の子供たちが小さい時からジビ
エ料理にも慣れ、地産地消などの思いを後世へも伝え
て行きたいとのこと。

メンバーは、皆、通常、別の仕事を持っており、シカの
捕獲は全て休日での作業。このため、ジビエ料理をさ
らに広げていきたい気持ちもあるが、現状では、広げる
ことも難しく、今の活動が維持され、地域の鳥獣被害防
止として少しでも役に立てばと思うところ。

また、猟友会としても後継者の育成を考えており、若
手後継者の確保や資質向上について、町等と共に検
討を進めて行くことで、少しでも捕獲頭数が増えればと
考えている。

これにより、新たな町の特産化に向けた活動が継続
的にできればと思うところ。

【獣美恵堂（日野猟友会）について】

獣美恵堂

〒529-1601
滋賀県蒲生郡日野町松尾二丁目４７

日野町有害鳥獣被害対策協議会
TEL：0748-52-6512
FAX：0748-52-2043
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交流会でのレーザー銃による
狩猟の模擬体験



京都縦貫自動車道の丹波ICから車で約10分。

山あいの田園地帯には、獣害防止用のネットが張られ

た田んぼが見られる。

このような地域にある京丹波自然工房では、深刻な農

作物被害を引き起こす厄介者であるシカを、逆に地域資

源と捉えている。

「きちんとした処理をすれば、シカなどのジビエは、安全

でおいしい」。京丹波自然工房では、捕獲したシカをジビ

徹底した衛生管理を行う国産ジビエ認証施設第１号

京丹波自然工房（京都府京丹波町）①

【捕獲は罠】

京丹波自然工房では、シカの捕獲に、銃を使用していない。銃弾が胃や腸などの内

臓を傷つけ、その内容物が肉を汚染するおそれがあるからだ。

このため、捕獲にはくくり罠や箱罠を用いる。

この場合、見回りにかかる労力が課題になるが、京丹波自然工房では、例えば罠が

作動すれば携帯に通知が来るシステムを試験導入して実証実験を行うなど、見回り労

力の負担軽減にも努めている。

【処理施設の各段階で徹底した衛生管理】

処理施設に搬入されたシカは、「と体洗浄・皮はぎ・内臓摘

出」「熟成・冷蔵」「トリミング・枝肉洗浄・カット処理・精肉」「パッ

ケージング・商品検査」といった工程を経て、ジビエ製品となる。

京丹波自然工房では、汚染を防ぐため、この各工程で部屋

を完全に分け、処理工程の異なるもの同士が接触しないよう

にしている。また、各部屋を一直線上に並ぶように配置し、一

方通行にしているのも、そのような「交差汚染」を防ぐためだ。

処理の各段階でチェックすべき事項と方法については、整理

表とマニュアルを整備。製品になるまでの間には、捕獲時の体

温や内臓の状態などをはじめ、実に92項目のチェックを経る。

【罠は、処理施設から１時間以内の場所のみ】

捕獲したシカは、捕獲場所で血抜きを行う。実施するのは、

解体処理に精通したハンター。ここの血抜きを適切に行うこと

が、肉の鮮度維持のポイントである。

また、その後の処理施設への搬入も、時間との戦いだ。京丹

波自然工房では、鮮度維持のため、血抜きをしてから１時間

以内に処理施設へ搬入することを徹底している。このため、罠

を設置する場所は、処理施設までの時間も考慮して決定して

いる。
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エとして出荷するまで徹底した衛生管理と迅速な処理を両立させるたゆまぬ努力が行わ

れている。



【国産ジビエ認証第１号を取得】

京丹波自然工房は、国産ジビエ認証（※）取得の第一号。

「京丹波自然工房は、決して大規模な処理施設ではありませ

ん。そんな施設でも認証をとれるのだと、全国の事業者の参

考になればと思っています。」京丹波自然工房の垣内規誠代

表は、全国に先駆けて認証を取得に込める思いをそう語る。

徹底した衛生管理を行う国産ジビエ認証施設第１号

京丹波自然工房（京都府京丹波町）②

【猟の文化を未来につなぎたい】

「私は31年間猟師をやっていますが、猟師の世界も高齢化と減少が進んでいます。猟

は、日本の文化です。これからも残していきたい。そのためには、獲物が売れなければ

いけません。売れて、「ほかとは違う」というような評価を受けられれば、必ず今後も続

いていけると思っています。」

垣内代表がジビエの処理を始めることにしたきっかけだ。

鳥獣害防止のために駆除されたシカが、山で放置されている。これを地域資源として

活用できないか。

だが、それをただ売るだけでは、消費者には受け入れられない。

「衛生管理が悪い肉が流通し、万が一にも食中毒などが起きてしまったら、黎明期に

ある日本のジビエ界にとって取り返しのつかないダメージになります。」

鮮度管理・衛生管理を徹底しているのは、そうした危機感の現れでもある。

「すべての処理施設が認証を取得すれば、必ずジビエは普及します。認証は取ってい

て当たり前、そんな時代が早く来てほしいと思っています。」

更に、その全てについて作業記録を保存。個体ごとに識別番号を付けて、そのジビエ

がどのようなシカで、どのように処理されたのかが後から追えるようにしている。

衛生管理の核だからこそ、マニュアルについて
は社内での話し合いを決して欠かさず、必要な
見直しを常に行っている。

大手百貨店高島屋でも取り扱われている京丹
波自然工房のジビエ。それが実現したのも、この
ような徹底した衛生管理を前提に、処理施設の
運営・管理状況の確認作業を繰り返し、約１年か
けて衛生面・安全面の確認を行った結果だ。

（※）国産ジビエ認証制度：食肉処理施設の自主的な衛生管理等を推進する

とともに、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保

を図ることを目的としており、衛生管理基準及びカットチャートによる流通

規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティの確保等に適切に

取り組む食肉処理施設の認証を行うもの。
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【シカへのこだわり】

鳥獣被害といえばシカと並びイノシシによるものも大き

いが、京丹波自然工房がシカにこだわっているのには、

理由がある。

京丹波自然工房のある京丹波町は、伝統的にイノシシ

肉を食べている兵庫県丹波篠山地域と地理的に近い。ボ

タン鍋は知名度も高く、ブランドともなっている。

「一方で、シカは、まだまだジビエとしての知名度が低い。

これを何とかしたいのです。」適切に処理されたシカ肉は

おいしいのに、そのことがまだ十分に知られていない。

徹底した衛生管理を行う国産ジビエ認証施設第１号

京丹波自然工房（京都府京丹波町）③

【苦労と解決策】

６年前に処理を始めた時は、全てが試行錯誤。

「解体に使うナイフからつり下げるハンガーに至るまで、全て自分で選び、一頭解体す

るごとに、見直していきました」

当時、日本ではまだジビエという言葉自体になじみが薄く、ジビエの処理加工施設に

取り組む事業者も少数。当然、器具も専用のものなどなく、ほかの用途に使われるもの

でジビエの処理に向いていそうなものを、見繕い、試しながら揃えていったという。

処理行程についても、「当時は、『これが正しい』という基準がありませんでした。国の

研修会への参加や、同じように取組を始めた人との情報交換を行い、さらに自分で試行

錯誤をしながら少しずつ改善し、今の処理方法を確立していきました」

だからこそ、京丹波自然工房では、あえてシカ肉にこだわっていきたいと考えている。

このため、垣内代表は、新たに、シカ肉に絞ったブランド「鹿肉のかきうち」を創設。

現在ターゲットとして考えているのは、都会だ。

「意外に、都会の方がジビエに抵抗感がありません。『ジビエは特別なもの』と考えて

いる層にアピールしていければ、味わって気に入ってくれた人たちが京丹波町を訪れる

という波及効果も生むことができます。」高級ブランドとして、ギフト商品の需要発掘も見

据えている。

「また、海外の方もターゲットです。日本には日本のジビエがあり、四季折々の味わい

を楽しんでいただけます。外国の方にも、自信を持っておすすめしたい」

一方で、消費の裾野を広げていくためには、より食べやすい形態も必要と感じている。

「調理が簡単でないと、食べてもらうのは難しい。シカ肉を用いた惣菜の開発などを模

索しています」

例えば冷凍庫のドアノブ。検査をすると、どれだけ消毒して

も、なぜか細菌が検出されることがあった。

いろいろ苦労しながら見つけた原因が、ドアノブの材質。目

には見えない微細な凹凸のために、消毒し切れない部分が

出ていたのだという。試行錯誤の結果、ドアノブにゴムを用い

ることで解決した。 55



徹底した衛生管理を行う国産ジビエ認証施設第１号

京丹波自然工房（京都府京丹波町）④

【京丹波自然工房について】
株式会社アートキューブ
〒622-0234
京都府船井郡京丹波町塩田谷大将軍10ｰ1
URL：https://shikaniku-kakiuchi.com/
TEL：0771-82-0802
FAX：0771-82-3024
mail：info@artcube.in

【今後の展望】

現在、京丹波自然工房の年間処理頭数は、約400頭だが、これを1,000頭にまで増

やすことが当面の目標。時間がかかるはく皮の工程を自動化することで、処理スピー

ドを上げていく予定だ。

更なる衛生管理にも余念がない。現在同じ部屋で行っているはく皮と内臓摘出の処

理工程を、別々の部屋で行うことにする予定だ。

一方、猟師の育成が重要な課題だ。「獲ってくれる人がいなければ、仕入れができま

せん」適切な処理ができる技術を持った猟師がいてこそのジビエだと、垣内代表は考

えている。

「ジビエの認知度が高まり、食材として受け入れられるようになっていけば、消費の

裾野が広がります。そうすれば、猟師の経営も安定する。そんな良い循環が生まれる

ようにしたいと思っています」

また、部屋と廊下には段差を設け、各部屋で流した水が他の部屋や廊下に流れ出

ないようにしている。処理室の照明は埋込式にしてカバーを取り付けることで、破損な

どした場合でも製品に混入しないようにしている。

全て、取り組みながら少しずつ改善してきた成果だ。一つ一つは小さなようでも、そ

の積み重ねで、安全なジビエ肉の提供が実現されている。
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高島屋の店頭で
地元産ジビエを販売



ジビエのブランド化やアスリートと連携した商品づくり

和歌山県古座川町（和歌山県古座川町）①
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和歌山県の最南端、串本町から少し北に上った和歌山県

東牟婁郡古座川町。山に囲まれたこの町では、シカ肉のブ

ランド化を進めるとともに、アスリート向けの食品として売り

出すなど、ジビエとしてのシカ肉の消費拡大を推し進めるこ

とで、鳥獣被害対策と地域資源の活用としての取組が進め

られている。

農作物被害を防ぐためとはいえ、シカを捕獲するだけでは

忍びない。シカを山の恵みととらえ、命をいただくことに感

謝し、ジビエとして有効活用する。

古座川町がジビエの消費拡大を推し進めるのには、その

ような思いがある。

【ジビエ消費拡大のきっかけ】

三方を山々に囲まれた古座川町では、山から下りてくる

シカなどにより、農作物・農地などへの被害が深刻となって

いる。

このため、町では、獣害対策に力を入れ、年間約1,200頭

ほどの規模でシカなどを捕獲している。

以前は、狩猟者の方々が捕獲されたシカを処理し、独自

に調理した肉を食べる方法がとられていた。猟師には昔か

ら「無駄な殺生をするな」という教えで、自分が食べる分以

上シカを捕らないルールがあったが、獣害駆除で食べきれ

ない肉が増えたため、山に埋めていたとのこと。

しかし、これでは山の貴重な資源が無駄になってしまう。

そこでジビエとして活用していこうと、町での取組みが始

まった。

また、一方、ジビエ料理を提供している同町内の店では、食品衛生法による事情で

地元のジビエが提供できず、京都などから肉を仕入れていたという。そこで鳥獣食肉

処理加工施設「山の光工房」を町で整備し、衛生管理の行き届いた施設で加工された

ジビエを町内の店でも提供することとした。

【高度な衛生管理施設】

平成２６年度に、「古座川ジビエ山の光工房」

処理加工施設を整備。施設は、シカの搬入か

ら商品の搬出までを一方向で、効率的な作業

により、素早く適切な処理ができるよう設計さ

れている。



ジビエのブランド化やアスリートと連携した商品づくり

和歌山県古座川町（和歌山県古座川町）②

ジビエは処理加工後、施設内で肉を熟成、その後、瞬間冷凍することによって、品質

を維持したまま、消費者に届けることを可能にしている。この施設においては、３名の

職員により、高品質なジビエを提供するため、徹底した安全管理と衛生管理を実施し

ている。具体的には、金属探知機などの安全検査機器のメンテナンスと、保冷庫や熟

成庫など、保存環境の管理を日々徹底している。

このような管理が、高品質なジビエを提供できる所以であるとのこと。

【ジビエ食文化の普及と伝承】

また、町内小中学校の給食でジビエを提供すると

ともに、体験ツアーで子供たちに狩猟の疑似体験

をしてもらうことにより、狩猟や地元産物について

学んでもらっている。さらに、ジビエを食することで

命の大切さについて子供たちに伝え、ジビエ食文

化への普及や伝承に努めている。

【狩猟者との連携】

高品質なジビエの生産のために、町でまず意識しているのが、狩猟者との連携だ。

シカは、捕獲した後、いかに衛生的に、かつ迅速に、処理するかが重要になる。

捕獲から処理加工施設へ持込む時間は、夏場で1時間、冬場は２時間以内とし、こ

れを厳守し、鮮度保持に努めている。

捕獲後の処理の仕方が良くないと、商品もいい物にならない。このため町では、地元

狩猟者を対象に食肉向けの捕獲、処理方法の講習会を実施し、受講者の捕獲個体の

みを利用することとした。また、狩猟者の高齢化が進む中、後継者の育成としても力を

入れる。

【「金もみじ」ブランドの確立】

町で取り組んでいるジビエの消費拡大策の一つが、「金もみじ」ブランドの展開だ。

「金もみじ」ブランドの商品は、シカのモモ、ロース肉など良質な部位をプロの解体

師が丁寧な技術で食肉化したもので、東京、大阪、和歌山の高級レストランなどで出

している。

また、商品のパッケージには、「金もみじ」には一目でそれと分かるマークを付け、

消費者に対しても、高級ブランド品としてアピールしている。

ロゴマーク
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ジビエのブランド化やアスリートと連携した商品づくり

和歌山県古座川町（和歌山県古座川町）③

2016年には、全国ご当地バーガーグランプリで「里山のジビエバーガー」としてグラ

ンプリを受賞。

バーガーでの大会でジビエが賞を取るのは難しいと言われたが、大会では、逆にそ

れを励みにし、会場でジビエの説明、ＰＲを行い販売したところ、2日間で1,400個が売

れ、グランプリを受賞することができた。

グランプリ受賞で、ジビエに対する消費者の見る目が大きく変わったと、古座川町

役場担当者の細井孝哲さんは、喜びの声。

【古座川ジビエバーガーの開発】

さらに町では、外向けのＰＲ活動のみならず、地元でもジビエを多く知ってもらうため

の活動を行っている。

ジビエをより身近な食材として、地域の子供たちにも親しんでもらえるようにと思い

ついたのが、ジビエバーガーである。そこで、和歌山県内の「パン工房」に依頼し、「里

山のジビエバーガー」を開発。

【アスリートなどと連携した商品開発】

さらに町では、高タンパク、低カロリーに加え、カ

ルニチンや鉄分などのミネラルを多く含むことから

アスリートに良いというシカ肉の特徴を活かした商

品開発にも取り組んでいる。

また、古座川町に移住してきた総合格闘家との

繋がりで、開発した商品が格闘家仲間にも広まっ

た。さらに格闘技イベントでの販売や通信販売など

により、古座川ジビエが全国展開されている。

人との繋がりが功を奏し、新たな市場開拓へと広

がっていけたのだと細井さんは話す。
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【和歌山県古座川町について】
〒649-4104
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URL：www.town.kozagawa.wakayama.jp
TEL：0735 – 72 – 0180
FAX：0735 – 72 – 1858
mail：tiikisinkou-0@town.kozagawa.lg.jp

【今後の展望】

古座川町では、現在、地元産シカ肉の消費拡

大のため、「古座川ジビエコンソーシアム」という

共同事業体を立ち上げて、消費者から受け入れ

られるジビエづくりに力を入れている。

地元小中学校での食育に加え、格闘技イベント

での販売などでのＰＲ活動に取組み、ジビエの普

及に努めているが、まだまだ活動する必要があ

ると意欲を見せる町担当の細井さん。

まずはジビエのネット販売。一般家庭向け商品

として、「高品質でおいしいジビエ肉でお客様の

こころを打ち抜きたい。」との思いから「こころうた

れる」と銘打ったシリーズで平成31年2月からネッ

ト販売を開始した。

農作物被害を抑えつつ、ジビエの普及に力を

注ぐ。「厄介者を地域の宝に！マイナスからプラ

スへ」その思いを抱きながら、古座川町は取組を

続けていく。


