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  今 月 の 農 政 情 報   

 

「新規就農者を応援する会」の開催 

～「第１９回全国農業担い手サミット inぎふ」１周年記念イベント～ 

 

１ はじめに 

「第１９回全国農業担い手サミットｉｎぎふ」は、平成２８年１１月に、皇太子同妃両殿下のご臨席を

仰ぎ、過去最大規模の参加者により、盛大に開催された。 

この担い手サミットは、季節を巡りながら稲作とそれにまつわる農業文化を通じ地域ぐるみで行う担い

手育成の大切さを表現した「担い手応援メッセージ」や、農業高校生・若手農業者ら次代の担い手の活躍、

サミットを契機に設立された就農応援隊など、岐阜県ならでの担い手育成の取組みを県内外に広くアピー

ルできた大会となった。 

  その担い手サミットの開催から１年を契機に、地域ぐるみで新規就農者を応援する機運を一層醸成する

ため、就農研修生や新規就農者など次代の担い手に対する激励会として「新規就農者を応援する会」を平

成２９年１１月２９日に開催した。 

 

２ 開催概要 

(1) 主  催  岐阜県 

(2) 共  催  連合就農応援隊、就農応援隊 

  (3) 日  時  平成２９年１１月２９日（水） １３時３０分～１４時４０分 

(4) 場  所  ぎふ清流文化プラザ 長良川ホール（岐阜市学園町３－４２） 

(5) 参加者数  500名   内訳：来賓等 50名、就農研修生・学生 80名、新規就農者 50名、 

就農応援隊 140 名、担い手リーダー（農業士等）50名、 

関係機関（市町村、ＪＡ、県等）130名 

(6) 内    容  ・ オープニングアトラクション 

               ・ 知事あいさつ 

               ・ 清流の国ぎふ 農業担い手証書授与 

               ・ 就農応援隊応援自慢 

               ・ 次代の担い手の誓い 

               ・ 飛騨・美濃就農応援大使委嘱式（流れ星、ＳＫＥ４８北野瑠華） 

               ・ 流れ星応援トークライブ／就農応援大使フリートーク 

 

３ 開催結果 

  (1) オープニングアトラクション 

  ①  担い手サミットダイジェスト 

第１９回全国農業担い手サミットｉｎぎふ

の「担い手応援メッセージ」を中心としたダ

イジェスト映像をスクリーンで放映。担い手

サミット全体会に参加されなかった人にもそ

の雰囲気を感じていただいた。 

 

 

 

 写真１ 担い手サミットダイジェスト版を放映 
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②  谷汲踊り 

担い手サミット全体会でも出演いただいた、たにぐ

み幼児園、谷汲踊保存会の皆様に「谷汲踊り」を、

披露いただき華々しいオープニングとなった。 

 なお、「谷汲踊り」は岐阜県重要無形民俗文化財

第 1 号の指定を受け、県を代表する郷土芸能のひと

つである 

 

 

 

  (2) 知事あいさつ 

        開会にあたり主催者を代表し、古田知事から「担い手サミットから

１周年という節目を新たな出発点として、皆さんとともに、次代の担

い手育成の取組みをさらに加速化させたい。岐阜県農業の充実・発展

に向け、引き続きご支援・ご協力をお願いする。」とのあいさつがあ

った。 

 

 

  (3) 清流の国ぎふ 農業担い手証書授与 

「清流の国ぎふ 農業担い手証書」は、担い手育成プロジェクト２０００の取組みの一つとして、

就農研修生の士気を高めるとともに、新規就農に向けた激励の意味を込めて交付する制度で、今年

度から新たに始まった。交付対象者は、県において経営開始（雇用就農を含む）又は経営開始する

ことが確実な者のうち、県が認めている研修施設等において、概ね年間 1200時間以上の研修を実施

の上、修了した者である。 

今回は、平成 29 年 4月以降に経営開始又は平成 29年 12 月末日までに経営開始することが確実な

者に対して、古田知事から農業担い手証書が授与された。あわせて、記念品としてミナモのロゴが

デザインされたジャンパーと帽子が授与された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清流の国ぎふ 

農業担い手証書 
 

○○ ○○様  

 

あなたは岐阜県農業の就農研修を修

了したことを証します 

 次代の担い手として大いなる活躍を

期待します 

 

平成  年  月  日 

岐阜県知事 古田 肇 

 

 

写真４ 担い手証書授与 写真５ 記念品のジャンパーを披露 

写真６ 授与者と記念撮影 写真７ 知事の呼びかけで急遽全員 

が登壇し記念撮影 

図１ 農業担い手証書の文面 

写真２ オープニングアトラクション 

「谷汲踊り」 

写真３ 古田知事あいさつ 

図１ 農業担い手証書の文面 
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  (4) 就農応援隊 応援自慢 

        「応援自慢」と題した就農応援活動事例の報告に先立ち、各就農応援隊長がステージに登壇、整

列し、応援隊を代表して岡田忠敏連合就農応援隊長があいさつを述べられた。 

        応援自慢は、中濃、飛騨、岐阜、酪農、飛騨牛応援隊の順に、それぞれ特徴的な取組みについて

趣向を凝らした発表がなされた。 

 

表１ 就農応援隊応援自慢の概要 

応援隊 内容 発表者（敬称略） 

中濃就農応援隊 美濃白川就農応援会議の設立と、

地域一丸となった生活サポート 

竹川初美（研修指導者） 

藤田実（研修生） 

飛騨就農応援隊 大阪市中央卸売市場の視察研修

と、建設業協会による作土の提供 

倉本昌也（岐阜県飛水会） 

八木大輔（新規就農者） 

塩見昌久（新規就農者） 

岐阜就農応援隊 人手不足に悩む農家の援農シス

テムの構築 

井尾剛人（応援隊） 

加藤未希（岐阜大学） 

岐阜大学のみなさん 

酪農就農応援隊 婚活イベント「ＣＯＷコン」でパ

ートナー探しを支援 

和田幸治（美濃酪） 

尾関友香（県酪連） 

飛騨牛就農応援隊 次代の担い手である農業高校生

の全国和牛能力共進会への参加 

石黒利治（応援隊長） 

畜産協会のみなさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 各就農応援隊長が整列する中、岡田連合就

農応援隊長があいさつ 

写真９ 新規就農者がデザインしたイラストが

プリントされた出荷箱や看板を紹介 

【中濃就農応援隊】 

写真 10 飛騨ほうれんそうのゆるきゃら「飛騨のほ

うちゃん」も登場【飛騨就農応援隊】 

写真 11 サークル活動で援農に取組んだ岐阜大

学生も農機具を持参して登壇 

【岐阜就農応援隊】 
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  (5) 次代の担い手の誓い 

      農業担い手証書を授与された新規就農者全員が登壇し、澤田直樹（岐阜市・いちご）さん、長谷

川智絵さん（東白川村・夏秋トマト）の発声に引き続き、全員で声を合わせ力強く宣誓された。 

      【澤田さん】私たちは地域の皆さんに応援されて、農業をはじめることができました。 

      【長谷川さん】私たちは、先輩たちからしっかり学び、受け継いだ技術をつなげていきます。 

      【澤田さん】先輩農業者の皆さんのように 

      【全員】がんばります！ 

        なお、誓いを受けて、先輩農業者を代表して岐阜県青年農業士連絡協議会菱川暢之会長が新規就

農者に対する激励の言葉を述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (6) 飛騨・美濃就農応援大使委嘱式 

      「流れ星」のふたり、ＳＫＥ４８の北野瑠華さんを「飛騨・美濃就農応援大使」に委嘱し、知事

から委嘱状と応援タスキが授与された。 

      この２組は、昨年度「農業担い手サミット応援大使」として担い手サミット開催までに開催した

各種イベントへの出演や担い手サミット開催のＰＲなどに協力いただいた実績がある。 

      今後、大使の２組には、日頃の芸能活動やＳＮＳ等を通じて本県の農畜産物や就農支援施策など

について、広く県内外へ情報発信してもらうことで、農業の担い手育成にかかる取組みを応援して

もらうこととなる。 

   なお、大使の２組には、地域の就農応援や農業のイベント等に参加依頼することが可能であるの

で、積極的に活用願いたい。 

 

写真 12 婚活イベント時に司会者が着用した乳

牛のかぶりものを被って発表 

【酪農就農応援隊】 

写真 13 全共で日本一に輝いた飛騨高山高校の

「ともみさと」の模型も登場 

【飛騨牛就農応援隊】 

写真 14 当日授与されたジャンパーと帽子を着用

し、新規就農者全員が登壇 

写真 15 激励の言葉を述べられる菱川会長（右） 

    左は司会のぎふチャン東アナウンサー 
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  (7) がんばろう三唱 

      ステージ上に、農業大学校生、園芸アカデミー生、就農研修生、新規就農者、担い手リーダー、

就農応援隊長、ご来賓の皆さんら総勢約６０名が登壇し、第 19回全国農業担い手サミットｉｎぎふ

実行委員長を務められた岐阜県指導農業士連絡協議会杤本弘明会長の力強い発声に引き続き、会場

と一体となって「がんばろう」が三唱された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 16 知事から委嘱状を授与される流れ星 写真 17 応援タスキを披露する北野瑠華さん 

写真 18 大使のみなさん 

左２番目から ちゅうえいさん、瀧上伸一郎さん、北野瑠華さん 

写真 19 力強いがんばろう三唱で会場のボルテージが最高に上がった 
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(8) 流れ星応援トークライブ・就農応援大使フリートーク 

流れ星の応援トークライブでは、地元ネタ、農業ネタを交えたお笑いで観客席は爆笑に包まれた。 

なお、流れ星の持ち歌である「岐阜ミーチャンス」の背景に県産農畜産物や研修生の映像をのせ

たＶＴＲが放映され、流れ星のふたりが曲にあわせてダンスを披露した。この「岐阜ミーチャンス」

の映像は、今後１年間に限り農業イベント等で放映することが可能となるので積極的に活用願いた

い。 

また、応援トークライブの後は、司会の岐阜放送アナウンサー東千晴さんの進行により、流れ星

のふたりと北野瑠華さんのフリートークが行われ、２組からは「今後、岐阜県農業を積極的に応援

したい」との意気込みが語られた。 

 

(9) その他会場展示等 

玄関ホールには担い手サミットの振り返りパネル、ホワイエには、各就農応援隊の活動事例、担

い手リーダー、ぎふアグリチャレンジ支援センター、農福連携の紹介パネルを設置し、それぞれの

取組みをＰＲした。 

また、県関連施策として、岐阜かかみがはら航空宇宙博、関ヶ原古戦場、アジアジュニア陸上競

技選手権大会、連続テレビ小説「半分、青い。」の紹介も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の取組み 

全国農業担い手サミット 1 周年記念「新規就農者を応援する会」は盛大に開催され、新規就農者を応援

する機運が高まった。サミットを契機に設立された就農応援隊の活動も軌道に乗り始め、今回の応援自慢

（活動事例報告）を参考に、各就農応援隊による応援活動の強化をお願いしたい。また、今回「清流の国

ぎふ農業担い手証書」、「飛騨・美濃就農応援大使」という仕組みが新たに制度化されたところであり、

継続して運用していく。 

今回の「新規就農者を応援する会」をはずみに、平成２９年から平成３３年度の５年間で新たに 2,000

人・経営体を育成する「担い手育成プロジェクト２０００」を着実に進める。 

写真 20 担い手サミット振り返りパネル 写真 21 ホワイエでは県関連施策も紹介 

写真 22 全応援隊の活動事例をパネルで紹介 写真 23 応援自慢で発表できなかった活動も紹介 
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気 象 象 災 害 等 を 踏 ま え た 農 作 業のポイント  
  
 
これまでの気象経過 

◆11月下旬～12月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 11月下旬は、高気圧に覆われ晴れた日が多くなり、

旬の中頃と終わりに前線や冬型の気圧配置となった

影響で雨や雪となった日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに低く、降水量は、

岐阜は少なく、高山は平年並となり、日照時間は、

岐阜、高山とも平年並みとなった。 

 12月上旬は、高気圧に覆われ晴れたひと、低気圧

や気圧の谷の影響で雨や雪となる日があり、天気は

周期的に変化した。 

 平均気温は、岐阜、高山とも低くなり、降水量は、

岐阜はかなり少なく、高山では少なくなり、日照時

間は、岐阜は平年並、高山ではかなり多かった。 

 12月中旬は、冬型の気圧配置となって、晴れまた

は曇りとなり、山地を中心に雪となる日が多かった。 

 平均気温は、岐阜ではかなり低く、高山は低く、

降水量は、岐阜、高山とも少なく、日照時間は、岐

阜では多く、高山では平年並であった。 

  

 

 

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 １２月２３日～１月２２日までの天候見通し   

名古屋地方気象台１２月２１日発表 

  

 平年に比べ晴れの日が多く、山間部では、平年に比べ曇りや雪の日が多い。 

 向こう 1か月の降水量は、平年並または少ない確率ともに４０％で、日照時間は、平年並または多い確率

とも４０％である。 

 週別の気温は、１週目は、平年並の確率５０％、２週目は、平年並の確率５０％である。３～４週目は平

年並または低い確率ともに４０％である。 

 週別の天候は、１週目は期間のはじめに低気圧が通過して雨の降る日があるが、その後は冬型の気圧配置

となるため平野部では晴れる日が多く、山間部では雪の降る日が多い。２週目は、冬型の気圧配置となる日

が多く、また、強まる日もあり、平年に比べ平野部では晴れる日が多く、山間部では曇りや雪の日が多い。

３～４週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、また強まる時期もあり、平年に比べ平野部では晴れる日が

多く、山間部では曇りや雪の日が多い。 

2017 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 野  菜（施設）  ～雪害対策～ 

(1) 事前対策 

  ①  積雪時応急補強用の支柱、筋かい等は利用しやすい場所に整理保管する。 

  ②  屋根フィルム等の表面に雪の滑落を妨げるような突起物がないか、点検する。 

  ③  補強材として、中柱、陸はり、束、筋かい、ブレースを取り付ける。 

  ④  ボルトの点検、交換、柱の傾き、点検、交換。 

  ⑤  被覆材のたるき、おさえ材のゆるみ修正、交換。 

  ⑥  融雪施設の点検（暖房機と燃料等） 

  ⑦  除雪器具の準備 

  ⑧  常に気象情報に留意し、栽培者相互の連絡を習慣づける。  

 

(2) 降雪時対策 

  ①  積雪時応急補強用の支柱、筋かい等は注意報、警報発令時

や降雪が予想される場合、早めに取り付ける。支柱は主管の

棟部の対象位置を支えるのが有効で、間隔は 3ｍより細かく

配置する（図 1）。 

  ②  雪が積もったら速やかに雪降ろしを行い、フィルムが雪で

たるみ、滑落困難になるのを防ぐ。 

  ③  無加温の場合は、二層カーテンを開放し、地熱の放射によ

り雪の滑落を図る。 

  ④  加温設備の場合は可能な範囲で室温を高め、二層カーテン

を開放し、雪の滑落を図る。 

  ⑤  東西方向に長軸を有する施設では、南側屋根の雪が、日照を受けて早く落下し、一時的に北側屋根

上の雪が残ることがある（図 2）。また、風上側の雪が風下側に吹き寄せられることもある（図 3）。

建物の片側に偏って積雪すると、主骨組に予想外の大きい力が加わり倒壊の危険を生じるので、速や

かに雪降ろしを行う。 

  ⑥  体積雪は屋根雪の滑落を妨げるので、特に連棟谷部の体積雪は速やかに除雪する（図 4） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事後対策 

  ①  全壊、半壊ハウスの場合 

       ａ．ハウスの資材、ビニール（古ビニールでよい）の手配、準備が整ってから建て替える。この場合、

中に植物体があるので、できれば晴天日の１日で行うとよい（組合員等関係者で協力する）。 

     ｂ．早急にできない場合は、トンネル、べたがけ等で作物体の保護に努める（但し、日中は換気する）。 

図 1 豪雪対策のための支柱 

図 4  滑落不可能な体積雪 

図 3  風雪状態の屋根上積雪 図 2  片寄った積雪 
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    ②  ハウスが健全な場合 

      ａ．ハウスの周囲に屋根から滑落体積した雪は施設に側圧がかかり、次の積雪時に屋根から雪が滑落

出来なくなるので、速やかに除雪する。 

      ｂ．ハウス各部の損傷、ゆるみ、たるみ等の有無を点検し、必要であれば速やかに補修しておく。  
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

 農業女性の能力向上と 6次産業化推進をめざして 

～平成 29 年度 農村女性起業化促進研修を開催～ 
１ はじめに 

農業の 6次産業化の担い手として重要な役割を果たしている女性の更なる活躍は、農業の成長産業化や地

域活性化にとって不可欠である。農業女性の能力向上ならびに県内６次産業化の更なる推進を目的に、岐阜

県６次産業化サポートセンターと合同で、12月 11日（月）、12月 14日（木）に２会場（岐阜会場および高

山会場）で女性強化促進研修を開催したので、その内容を紹介しつつ加工活動への展開を考える。 

 

２ 研修の概要 

今回の研修は、３部構成（「食品の衛生」、「商品開発企画」、「食品機械の紹介」）で、それぞれ県生

活衛生課、商品企画専門家、機械メーカーによる講義形式のセミナーとした。６次産業化に取組む女性起業

グループを中心に、岐阜会場 38名、高山会場 27名が参加した。 

 

３ 研修の内容 

(1) 食品衛生「岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度について」 

＜概要＞ 

平成 27年７月１日から施行された岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度について学んだ。 

        現在、ＨＡＣＣＰは、優れた食品衛生管理手法として国際標準としての地位を確立しており、国際

的にも導入が進んでいる。しかし、我が国では、中小食品営業者のＨＡＣＣＰの普及率が低く課題と

なっている。県では、平成 27年３月に「岐阜県食品衛生法施行条例の一部改正（施行７月）」を行い、

衛生管理の不備に起因する健康被害を未然に防止することを目的として、平成 27年７月に、ＨＡＣＣ

Ｐの概念に基づく高度な衛生管理を推進するとともに、一定水準以上の衛生管理を行っていると認め

られる施設を認定する岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設制度を創設した。平成 29年９月現在で認定施設は

25施設となっている。                              

  ＜主な講義内容＞ 

    ①  ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理 

      ・  ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis and Critical Control Point 

のそれぞれの頭文字をとった略称で「危害要因分析重要管理点」

と訳される。食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生する

おそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析（ Hazard 

Analysis ） し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階で

どのような対策を講じればより安全な製品を得ることができる

かという 重要管理点（ Critical Control Point ） を定め、

これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生

管理の手法である。  

      ・  安全な食品をつくるためのＨＡＣＣＰプランは、「安全で衛生的な原材料」と「ＰＲＰに基づく

作業環境」という基礎となる土台の上に位置する「食品の取り扱い」部分である。そのため、まず

は、基礎の土台部分をしっかり管理することがＨＡＣＣＰ導入の前提である。なお、ＰＲＰとは、

一般的衛生管理プログラム（Prerequisite Programs）の略省で、岐阜県食品衛生法施行条例で定め

る「営業施設基準」及び「管理運営基準」が該当する。 

      ・  ＨＡＣＣＰ導入の準備として、まず取り組むべき事項は、「社内の組織体制づくり」と「一般衛生

管理プログラム」を徹底することが重要である。 

 

【HACCPについての講義】 
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       表  ＨＡＣＣＰ導入の７原則 12手順 

手順１ 

HACCPチームの編成 

製品を作るための情報がすべて集まるように、各

部門の担当者が必要です。 

（例）調達、工務、製造等 

手順２ 

製品説明書の作成 

製品の安全管理上の特徴を示すものです。 

手順３ 

意図する用途及び対象となる消費者の確認 

体の弱い人のための食品ならば、より衛生等に気

をつけることが大事だからです。 

手順４ 

製造工程一覧図の作成 

工程について危害分析を分析するためのもので

す。 

手順５ 

製造工程一覧図の現場確認 

工程が勝手に変更されていないか、間違いがない

かを確認します。 

手順６原則１ 

危害要因の分析（食中毒菌、化学物質、危険

異物など） 

原材料や製造工程で問題になる危害の要因を挙げ

ます。 

手順７原則２ 

重要管理点の決定（つけない、増やさない、

殺菌するなどの工程手順） 

製品の安全を管理するための重要な工程（管理点）

を決定します。 

手順８原則３ 

管理基準の設定（温度、時間、速度など） 

重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメー

ターの許容限界。例えば、中心温度）を設定しま

す。 

手順９原則４ 

モニタリング方法の設定（温度計、再加熱な

ど） 

管理基準の測定方法（例えば、中心温度での測定

方法）を設定します。 

手順10原則５ 

改善措置の設定（廃棄、再加熱など） 

あらかじめ管理基準が守られなかった場合の製品

の取扱いや機械のトラブルを元に戻す方法を設定

しておきます。（例えば、廃棄、再加熱など）。 

手順11原則６ 

検証方法の設定（記録、検査など） 

設定したことが守られていることを確認します。 

手順12原則７ 

記録と保存方法の設定 

検証するためには記録が必要です。 

記録する用紙と、その保存期間を設定します。 

    ②  岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度 

      ・  認定制度の特徴は、県食品衛生法施行条例の管理運営基準に定めるＨＡＣＣＰ導入型基準が認定

基準の基本であり、認定を目指すうえで、一般衛生管理プログラム（ＰＲＰ）が確実にできている

ことが前提である。ハード面（施設整備）でなく、ソフト（衛生管理マニュアル）を重視しており、

大きな経費負担がかからず中小事業者も取り組みやすい。 

      ・  申請から認定までの流れ 

 相    談        ・・ ＨＡＣＣＰ相談窓口（各保健所、センター、生活衛生課に設置）

に申請方法等を相談、認定を希望する場合は所管保健所へ申出 

            申請準備        ・・ ＨＡＣＣＰチーム編成、衛生管理状況を確認・文書化、 

                                    申請書（手順書、図面等）の作成、認定基準を満たしているかを自

主点検、県ホームページから自主点検表をダウンロード、申請内容

どおり実際に行い記録作成                       

 保健所へ申請    ・・ 施設のある所管保健所へ申請（申請手数料は無料）    

            

 書類審査／現地確認 ・・ 食品衛生監視員による施設立入 
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           （認定決定）        

 認定書・マーク交付 ・・ 県知事名の認定書・認定マークの交付、県ホームページでの施設名

公表 ＊３年ごとに更新手続きが必要 

  

  (2) 加工品をつくるには～商品開発のコツ 

    ＜概要＞ 

       岐阜県６次産業化プランナーの長田絢氏から、講師が関わった実践事例を題材に、商品企画から開

発、販売までの手法を学んだ。加工品の開発時には、事業計画を立て、スケジュールを立て、専門家

のアドバイスを参考にしながら、ＰＤＣＡ（Plan→Do→Check→Action）サイクルを繰り返し実践する。

以下に講義内容の中から抑えておきたいポイントを示す。 

  ＜主な講義内容＞ 

    ①  商品企画開発の際に留意すること 

      ・  「生産者」と「流通」と「店舗」と「消費者」が、良いつながりを持ち良い商品（役に立つ、喜

んで貰える）をつくる。 

      ・  商品の企画開発は以下の流れで行う。いきなり具体的な商品企画を行うのでなく、準備をしっか

り行う。 

      （準備） 

手法：現状調査、課題発掘、明確な目標設定、コンセプト設定、ターゲット確定、マーケティ

ング調査、生産・仕入オペレーション、作業オペレーション等 

      （企画） 

手法：素材アイデア出し、組み合わせの相乗効果、栄養エビデンス（科学的根拠）、ストーリ

ー性見た目、ネーミング、パッケージ・デザイン、試作、原価計算、食品分析、流通想定等 

      （実施） 

手法：試食ブラッシュアップ、意見徴集、反省ブラッシュアップ、プロモーション戦略、接客

の情報提供、看板・広告・紙媒体、インターネット、口コミ、テレビ・雑誌取材、リアルイベ

ント実施等 

 

     ・  商品をつくる際は８つの項目を抑える。 

            【①コンセプト】【②市場調査】【③ターゲット】【④香り・味】【⑤ネーミング】 

【⑥見た目】【⑦適正価格】【⑧広報戦略】 

      ・  漠然としたターゲット設定（みんなに買って欲しい、食べて貰いたい）や、思い込み（いいもの

だから売れるはず、こだわりいっぱいだから伝わるはず、付加価値＝高いもの）をしない。 

    ②  実践事例 

         講師が手掛けた商品企画開発について、３事例（地域活性化、地域ブランド、飲食店）を、その

手法と併せて示された。そのうち、１事例（地域ブランド）を紹介する。 

    ＜地域ブランドとなる商品づくり：新商品開発×農商工連携（地域ブランド）＞ 

地域ブランドとは、下記のように考えられる。 

ａ．食材がなぜこの地域にあるのか、ここでなくてはならない理由が歴史や風土に裏付けされ

ていて、地域固有性・正当性が確立している。 

ｂ．場の説明や公開、その商品を生み出していることを象徴する環境が設定されている。 

ｃ．ブランドの対象に込められた誇り。ブランドとはお客様との約束で、決して裏切ることの

ないゆるぎないもの。格式や権威となり人を引き付けるエネルギーとなる。 

事例として、農商工連携により、廃棄処分になってしまう完熟いちごを、地域の和食料理店で「い

ちご羊羹」として、商品開発を実施した。周年供給できるよう、いちごはジャムに加工し、他にない

羊羹を試作した。パッケージは贈答用に高級感のあるものとし、商品は贈答用と一般用の２種類を完
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成させた。市長への表敬訪問、記者発表会を実施し、和食料理店での販売、百貨店や小売店への卸販

売、ウェブショップでの販売を行っている。 

    ③  消費者の共感ＰＲのポイントについて 

消費者から共感を得るための下記のポイントをいかに多く商品に盛り込めるかを考える。 

ａ．新規性 ・商品やサービスにナンバーワン、オンリーワン、業界初があるか？ 

ｂ．優位性 ・強豪や既存と比較して優れている点がいくつあるか？ 

ｃ．意外性 ・驚かれる、感心される、これまでの概念を覆す内容はあるか？ 

ｄ．人間性 ・経営者や職人のストーリー、エピソードはあるか？ 

ｅ．社会性 ・流行やトレンドに合わせた社会的要素はあるか？ 

ｆ．貢献的意義 ・社会や世の中の課題解決に役立つものはあるか？ 

ｇ．季節性 ・季節との関連性、制定されている記念日にかかるものがあるか？ 

ｈ．地域性 ・地域限定、エリアの特徴はあるか？ 

    ④  まとめ 

加工品の開発を考えた時・・・ 

・事業計画を立てる。 

商品コンセプト企画立案、ターゲットの選定、市場調査を行う。 

・スケジュールを立てる。 

 いつまでに何を行うか、明確なスケジュールを半年～１年で立てる。 

・専門家のアドバイスを参考にする。 

 分野ごとのスペシャリストの力を借りることで、質を高めることができる 

・ＰＤＣＡ（Plan→Do→Check→Action）サイクルを繰り返す。 

 粘り強さを強い情熱が成功につながる。 

 

  (3) 食品機械の活用による加工品作り～機械の活用～ 

    ＜概要＞ 

今後導入を検討したい食品機械（レトルト加工、粉末加工、金属探知機）について各メーカーから

紹介してもらった。そのうち、レトルト加工については、県内の女性起業グループにおいて委託加工・

自社加工とも取り組まれている例は少ない。しかし、レトルト食品は、巷の販売店での陳列状況から

もわかるとおり、軽量で取扱いやすくわずかな時間で温められること、さらに容器の廃棄処理がしや

すい等から、いまや一般の家庭では欠かせない食品となっている。また、常温保存可能な点で安全性

も高いことから製造者側にとっても利点の多い食品である。今回は、自社加工できる「小型高温高圧

調理器」を紹介したのでその内容を示す。 

  ○  小型高温高圧調理機 

    ①  レトルト殺菌とは 

         レトルト殺菌は包装された食品を「レトルト（高温高圧釜）」に入れ、100℃以上の蒸気や加圧熱

水により殺菌することであり、レトルト殺菌の条件は食品衛生法において｢原材料等に由来して当該

食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法であること｣、

「その pH が 4.6 を超え、かつ、水分活性が 0.94 を超える容器包装詰加圧加熱殺菌食品にあって

は、中心部の温度を 120℃ で 4 分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法であるこ

と」と定められている。 

          食中毒菌の大腸菌 O-157は 75℃・1分間の加熱で死滅し、多くの病原菌、食中毒菌も耐熱性は低

いが、耐熱性が高く、毒素の強いボツリヌス菌については 120℃・4分間で死滅する。そのため、食

品の中心温度が 120℃で 4分間の加熱が原則になっている。 

    ②  レトルト食品の加工手順 

          下ごしらえ        ・・・・ 食材の皮むき、下ゆで等 
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         袋  詰         ・・・・ 食材、調味料を併せる 

 

         真空包装         ・・・・ 脱気、シーラー  

 

         小型高温高圧調理器 ・・・・ 加熱調理、殺菌、冷却        

    ③  機械（小型高温高圧調理器「達人釜」）の特徴 

      ・  101℃以上の高温高圧調理 

      ・  ボイラー技士等の特別な免許不要 

      ・  マイコン制御で加熱調理から連絡まで全自動運転。操作は電子レンジ並みに簡単 

      ・  サイズは家庭用全自動洗濯機並みのコンパクトサイズ 

      ・  芯温センサー（内臓）で食品温度を表示し、F値（レトルト食品の安全性を示すもので、121℃・

1分を F値＝1と規定し、レトルト食品は F値 4以上を推奨）の測定表示でレトルト食品を安全に管

理 

      ・  給排水と電源があれば設置可能 

    ④  価格等について 

小型の機械であるといっても、導入には数百万を要する。 自社で加工をする場合は、一度に多

種類の商品を試作することができるが、高価格な機械であることは否めない。機械を導入すること

が困難な場合は、自社加工でなく委託加工を検討する。委託加工の場合は、発注ロットの問題が大

きいが、最近は、少ロットで委託をうける業者も出てきており、選択肢は多くなっている。 

 

４ おわりに 

研修会参加者によるアンケート結果では、「県ＨＡＣＣＰ」については「初めて聞いたので参考になった。」

という声がある一方で、難しさを感じた声もあった。今回は概要説明であったので、認定事例により理解を

図る必要がある。また、厚生労働省は、ＨＡＣＣＰによる食品の衛生管理の制度化や営業許可制度等の見直

しを含めた食品衛生法の改正案を平成30年通常国会へ提出予定であり、今後の法改正の流れを注視する必要

がある。 

 「商品開発」については、「いくつかの事例も含めた講義で非常に興味が持てた」「６次化を始める場合

の注意点や商品開発手順など大変わかりやすかった」と、専門家による講義の評価が高かった。 

「食品機械の紹介」については、「良かった」という声もあったが「小さなグループでは、機械を買って

いると収入に結びつかない」という声もあった。機械の導入は各事業者の経営判断になるが、有用と思われ

る機械の情報提供は今度も必要であり、折を見て伝えてゆく。 

今回のセミナーの実施にあたっては、６次産業化サポートセンターと連携したことで内容が深まった面も

多く、参加者からどの講義も参考になることが多かったとの評価を得ることができた。 

食品産業を取り巻く情勢がめまぐるしく変わる中、セミナー等を通じた情報提供の機会はますます必要で

ある。 

 

引用・参考資料 

  ○  岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度の手引き（平成 28年 12月 岐阜県） 

  ○  平成 29年 12月 11日（月）、14日（木）研修資料 

  ・  岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度について（岐阜県健康福祉部生活衛生課） 

  ・  「加工品をつくるには～商品開発のコツ～」（（株）JapanFoodExpert 長田絢） 

  ・  小型高温高圧調理器 達人釜（パナソニック産機システムズ（株）） 

 

 



 

- 15 - 

畜産における鳥獣被害について 

 

  近年、岐阜県では被害対策への意識向上や防護柵の設置、加害獣の捕獲等の対策が行われ、野生鳥獣によ

る農作物被害額は減少の

傾向にある（図１）。し

かしながら、被害額とし

て計上されにくい作目も

ある。放牧地や採草地、

飼料畑でのニホンシカや

イノシシ等による食害等

がこれにあたる。今回は

見逃しがちな畜産におけ

る鳥獣被害について獣種

ごとに紹介したい。 

 

 

 

１  ニホンジカ 

  (1) 食性 

        牛と同様に反芻胃を持つ草食動物で、多種多様な植物を食べるため、多くの農作物や飼料作物への

被害が発生している。 

  (2) 繁殖 

        年１回、５～７月に１頭を出産する。母親の栄養状態が良いほど子どもの分娩時体重が重く、その

後の生育も良好で、生存率が高くなる。 

  (3) 被害状況 

        畜産業においてシカは最も厄介な野生動物で、牧草や飼料用トウモロコシへの直接的な食害が多く、

配合飼料の盗食等も報告されている。また。家畜の共通感染症やダニ等の寄生害虫を媒介する可能性

があるため、疾病予防の観点から畜舎やほ場周辺に近づけないことも重要である。 

        放牧場や採草地での食害については、被害量を算出することが難しく、シカの食害を受けているこ

と自体把握していないケースも多い。県内のある採草地における調査では、１番草で２～１０％、３

番草では２０～５０％がシカによって食べられているとのデータが示されている。 

また、ある放牧場でライトセンサス※１）調査を実施したところ、１０頭程度の小さな群れから５０

頭以上の大きな群れまで見られ、全体で約４００頭ほど確認された。この調査は夏から晩秋まで毎月
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図１ 野生鳥獣による農作物被害の推移 

ライトを照射され光るシカの目 ライトを照射されるシカの群れ 
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３回実施されたが、全体の出現頭数が大きく変わらないことから、積雪期まではこれらのシカがこの

牧場を餌場として定着しているものと思われる。 

※１）ライトセンサス：日没後、定められたコースで自動車を低速で走らせながらサーチライトを

照射し、動物の頭数をカウントする調査方法で、動物の目がライトの光を反

射することから、１００ｍ以上離れた個体も確認することが可能。 

                      同じコースを定期的に調査することで、そのエリアの対象動物の生息頭数

増減の傾向を把握することができる。 

  (4) 対策 

        シカは跳躍力が高く柵を飛び越すイメージが強いが、実際には柵の隙間や地際からの潜り込みによ

る侵入が多い。ホンシュウジカ成獣雌の場合、高さ１００cm幅２５cmの隙間や地際にできる高さ２５

cm幅２００cmの隙間を通り抜けられるとの報告もある。このため、防護柵を設置する際には地際を固

定することが重要になる。また電気柵を設置する際には、電線を地面から３０cm間隔で張らなければ、

シカの鼻先や唇が電線に接触しないため、侵入防止効果を得られない。子ジカの場合は２０cm間隔を

薦める。 

        しかし、放牧地や採草地は傾斜地や積雪地域に多く、中には冬季にスキー場となっているところも

あり、常設柵や電気柵の設置が困難な場所では捕獲等も検討していく必要がある。 

 

２  イノシシ 

  (1) 食性 

        雑食性だが、ほぼ草食と言っていいほど植物性の物を中心に採食している。 

  (2) 繁殖 

        基本的に年１回、３～６月に４～６頭を出産する。離乳までに狩猟等で子どもをなくすと、発情が

きて、年内にもう一度出産することもある。 

  (3) 被害状況 

        飼料用トウモロコシの食害や配合飼料の盗食、放牧地や採草地の掘り起しなどの被害が以前から発

生していたが、イタリアンライグラスを主とする寒地型牧草の食害も明らかになっている。 

        国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という）の調査で下記の報

告がされている。 

○  寒地型牧草地で冬にイノシシの糞を調べた結果、イタリアンライグラス等のイネ科草木を中心

とした単子葉植物の割合が４０％を超え、糞中の繊維質もイネ科草本由来の可能性が高く、食性

の９０％近くが牧草地の植物である可能性がある。 

○  採食被害が深刻な地域では、１２～３月の間に牧草を含む全体の草量が約５０％減少し、３～

５月の間に全体の草量が約３０％減少した。 

        また、シカ同様、家畜の共通感染症やダニ等の寄生害虫を媒介する可能性があるため、疾病予防の

観点から畜舎やほ場周辺に近づけないことも重要である。 

(4) 対策 

      シカ同様に障害物を飛び越えることはほとんどなく、障害物の下部の隙間を探して、そこに体を潜

り込ませるように侵入する。そのため、防護柵は下部に隙間を作らないよう地面と柵をしっかり固定

することが重要である。電気柵を用いる場合には、電線を地面から高さ２０cmの間隔で張らなければ、

イノシシの鼻先が電線に接触しないため、侵入防止効果が得られない。 

      安価で簡便な方法として、臭いや音、光などの忌避材を利用することも取り沙汰されているが、最

初は効果があったようにみえた物でも必ず慣れてしまい、効果が長続きしないとの検証結果が報告さ

れている。 

 

３  ニホンザル 

  (1) 食性 

        雑食だが植物食の割合が高く、新芽、葉、花 等、様々な部位を食べる。 
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  (2) 繁殖 

        初産は７～８歳で、通常２、３年間隔で１頭出産するが、高栄養な農産物を食べる個体は初産が早

まり、出産間隔も１、２年になる。 

  (3) 被害状況 

        飼料用トウモロコシに加え、あまり知られていないが寒地型牧草も食べる。餌の少ない冬季にイタ

リアンライグラス等の栄養価の高い牧草を食べることで厳しい冬を乗り切り、その結果、自然死が減

り生き残る個体数が増えてしまうことになる。 

  (4) 対策 

        トタンや金網柵（５cm以下の格子）を設置し、その上に１０cm間隔で電気柵を張るとサルは防げる

が、上に樹木や電線等があると伝って越えられてしまう。 

 

４  ツキノワグマ 

  (1) 食性 

植物食が中心の雑食性だが、蜂蜜や昆虫、魚や動物の死骸を食べることもある。 

  (2) 繁殖 

        ６～８月に交尾するが、受精卵の子宮への着床は冬まで遅延し、秋に十分な栄養を摂取すると着床

し、冬ごもり中に出産する。 

  (3) 被害状況 

        ツキノワグマの生息域が拡大して民家周辺にも出没し、クマと遭遇して死亡あるいは負傷するとい

った人的被害も報道されている。畜産業では、飼料用トウモロコシの食害が多いが、蜂蜜への嗜好性

が非常に高く、強い執着を示すため、養蜂農家も被害を受けやすい。 

  (4) 対策 

        侵入防止には電気柵が有効で、電線を地上から２０cm 間隔で３段設置する。電気柵設置の際には、

周辺に樹木があると、クマは木を登って侵入するので、あらかじめ木から離して電気柵を設置するか、

木を伐採する必要がある。 

        蜜蜂に対する対策は、日本養蜂協会が手引書をまとめ、クマの生態と電気柵の設置方法等を記載し

ている。 

 

５  カラス 

  (1) 食性 

        雑食性で様々な物を食べるが、ハシブトガラスの方が動物質を好む。 

  (2) 繁殖 

        なわばりを持つつがいが２～４月から繁殖を開始し、産卵数は３～５個。ひなが巣立つまでに約２

か月かかる。 

  (3) 被害状況 

        俗にカラスと呼んでいるのは、ハシブトガラスとハシボソガラスの２種で、畜舎等に集まりやすい

のは動物質の餌を好むハシブトガラスだが、ハシボソガラスが混ざることも珍しくない。 

        もっとも狙われるのが濃厚飼料で、通路等にこぼれた飼料が格好の餌となる。カラスの畜舎内への

侵入は、濃厚飼料の盗食にとどまらず、乳房や子牛をつつくことによる乳房炎や死廃事故につながる

ことがある。また、移動範囲が広く、複数の畜舎を行き来する個体も多くいることから、感染症を拡

大させる要因と指摘されており、施設内への侵入をできるだけ防ぐ必要がある。 

  (4) 対策 

        開口部を網目７５mm以下の防鳥ネット等でふさぐと良い。アブやサシバエ予防も兼ねて網目の細か

い防風ネットの設置も効果的である。カラスは地面に降りて歩いて移動することも多く、地際に隙間

ができないようにすることも重要である。網を設置できない場所や屋外ではテグスを張ることも有効

である。カラスは飛行中、小回りが利かず、飛来の際に翼等にテグスが当たることを嫌うので、侵入

を防ぐ効果がある。 
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６  おわりに 

  畜産業における鳥獣被害としては、放牧地や採草地におけるシカやイノシシの食害や掘り起しが大きな問

題となっているが、飼料生産を目的としているため直接被害額として算出することが難しく農作物被害に計

上されていない場合が多い。また柵等の設置は条件的に厳しく、コストをかけることは経営を圧迫すること

になるので、決め手となる対策が見いだせないのが実情である。しかし、被害を把握することは、今後の対

策を検討する上で非常に重要であり、まずは正確な状況把握をすることが必要である。 

  一方、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の感染症は、野生鳥獣による伝播が一因とされており、野生

鳥獣の施設への侵入は、それらの感染症を発症させる可能性を秘めていることを十分理解したうえで対策す

ることが重要である。 

 

 

引用・参考資料 

○  江口祐輔、堂山宗一郎 「有害鳥獣ファイル」 ＤＡＩＲＹＭＡＮ 2017年 2～6,11月号 

○  「イノシシの牧草地被害対策Ｑ＆Ａ」  農研機構 西日本農業研究センター 

 

 


