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ナゴミカルの宣言

ナゴミカルは野良芸術研究所 なごみLABO所長 仁城亮彦と、デザイン事務所 ハイカルチャー代表 山中史郎による地域

農業経営体（準備中）です。2012年2月、私たちは〈青野ワイナリー構想〉に基づき、岡山県井原市青野町仁井山地区

を拠点に活動を始めました。

ナゴミカルは宣言します。

１．青野でぶどう作りから始めて青野のワインを作ります。

２．パンやチーズも青野で作ります。

３．それらを提供する小さなレストランを作ります。

４．安心してワインを楽しめるように宿泊施設も作ります。

５．ワインを中心としたイベントを企画します。

６．多様な農業の姿、地域の表現を内外に発信します。

７．地域農業で日本の未来を示唆します。

８．「ぶどうの里青野」のブランド価値を高めます。
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〈青野ワイナリー構想〉の目的

岡山県井原市青野町を中心とする「ぶどうの里青野」をより魅力的なぶどうの産地へと変えていくために、地域初のワ

イナリーを地域住民の発案で建設しましょう。ぼくらと地域の皆さんの心を響き合わせて「とても夢のあることだ。私

もふるさとの変革に参加したい！」そう思っていただける、そんな〈ワイナリー作り〉を目指したいと思います。

もちろん、ワイナリーが建てばそれでいいというわけではありません。原料となるワイン用のぶどう、そしてワイン、

またワインとともに楽しめるパンやチーズ、地域農産物の料理店、ゆっくりくつろげる民宿、そして、ワインのお祭り

も作らねばなりません。その担い手たちも必要です。「この地は、私のもう１つのふるさとだ！」そう思っていただけ

る、そんな〈ふるさと作り〉を共に楽しみたいと思います。

〈青野ワイナリー構想〉は、代々受け継いだ集落の暮らしに基づく地域農業の持続可能性を高め、「ぶどうの里青野」

という地域ブランドにもう１つの可能性を見いだし、地域活性化ならぬ〈地域熟成化〉をおこしていくための、ソーシ

ャル・ビジネス・プロジェクトです。
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〈青野ワイナリー構想〉の目標

これから半世紀後の〈ぶどうの里100年〉に向けて、ワイナリーを中心に、地域に根をおくようにして広がる「ぶどう

の里青野」固有の６次産業を、地域を支える確固たる柱として育てます。10年以内にその基礎固めを完了させます。

地域農業のこれまでと今をとらえ直し、地域資源を最大限に生かす「もう１つの農業のあり方」を「農村でのもう１つ

の暮らし方」として表現します。それらは日本のもう１つの未来をも示すことになるでしょう。

『ぶどうの里100年』に向けて −〈青野ワイナリー構想〉のための考察 3

AONO WINE



「ぶどうの里青野」状況分析

まずは、地域農業やぶどう農家の置かれている状況から論じていきます。

成り立ち

青野地区は青野町、北山町、稗原町の３町を合わせたエリアで、各地に集落が点在する人口944人（平成24年８月現

在）の山あいの農村、いわゆる中山間地域です。かつては青野村として自治体のあった地域でしたが、昭和28年に他の

３町６村と合併し井原市の一部となりました。

戦後早くから地方都市の一部として農業振興が行われ、地域完結型の自給的な農業ではなく、都市の市場向けに商品作

物を栽培し出荷する近郊農業が地域をあげて取り組まれてきました。青野地区では、葉たばこ、い草、大根の漬け物な

どいろいろな特産品作りが試みられました。

そうした中で、ぶどうについては昭和26年に農協青壮年部によって試作がされました。そして昭和30年代後半にぶどう

栽培が特に推進され、昭和60年頃にぶどう生産量がピークを迎えます。

「ぶどうの里青野」では、当初「マスカット・ベーリーA」という品種のぶどうの生産が特に多く「西日本有数のマス

カット・ベーリーAの産地」と呼ばれるようになります。現在はマスカット・ベーリーAの単一品種でなく様々な品種の

ぶどうが栽培されるようになっています。

平成５年に地域の有志によってぶどうの直売所「葡萄浪漫館」がオープンしました。平成13年には井原市によってその

店舗の規模が大幅に拡大され、ぶどうのシーズンになると、山あいのぶどう畑に囲まれたぶどう直売所「葡萄浪漫館」

（井原市地域農産物交流センター）に多くの消費者が訪れます。近年は関西、四国、九州ナンバーの車も見かけるよう

になりました。
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ぶどう農家

半世紀以上続いてきた「ぶどうの里青野」は、ぶどう農家が３世代にわたっています。産地を起こした世代を〈初代〉

とすれば、すでに〈３代目〉がいてもいいはずですが、〈２代目〉以降が山里を降りてしまった家も多く、地域全体と

しては世帯・人口は大きく減って過疎が進んでおり、農家世帯の少子・高齢化は非常に顕著です。（p8.グラフ「【青野

地区】農家世帯員の年齢別構成比率の変化」を参照）

ぶどう農家は、代々専業で続けているところは稀で、実家を継いだ２代目が〈勤め人〉をしながら兼業農家として取り

組んできた例が多く、また３代目が農業を営んでいる割合は非常に小さいです。この状況を「ぶどうの里青野」では

「後継者不足」と呼んでいます。

現在の青野地区、旧青野村も第２次世界大戦で多くの男手を失いました。初代ぶどう農家は幸いにも戦地から生還され

た方やまだ若くて徴兵されなかった世代です。彼らが地域でぶどう農家を営む共通の動機は〈戦後の復興〉でした。

〈子どもたちにはぶどう農家の苦労をさせたくない〉という初代の思いを受けて、次の２代目の多くは〈学校〉に行き

〈勉強〉をして〈勤め人〉になりました。近年彼らは兼業農家として初代の仕事を支えながら〈勤め人〉としての定年

退職を向かえているところです。地域と産業の関係を身をもって理解し、定年後さらにぶどう農家を続ける彼らが、現

在の「ぶどうの里青野」を支える主力メンバーです。葡萄浪漫館を立ち上げた方々の世代とも重なります。

そして、その主力メンバーの子どもたち、つまり３代目は、バブル崩壊後に社会に出て就職氷河期を経験し、日本経済

の低成長期が始まった中で〈勤め人〉となり家族を養っています。彼らは世の中の価値観が大きく揺らいでいる中で生

活を送ってきました。最近は、身の回りで田舎暮らしや農業をしたいという声を聞くようになりました。３代目にも

代々の専業ぶどう農家を継いでいる人もいますが、未だ多くはぶどう農家になろうとは思っていないようです。
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地域農業と農家人口

青野地区がぶどうの産地となって始めの30年、ぶどう農家は主に農協の組織として共同選果を行い市場へ出荷するとい

う手段で農業を続けてきました。加えて、葡萄浪漫館の開設以後は、ぶどう農家は個々の責任において選果、荷造り、

出荷をすることで、生計を立てることができるようにもなりました。そこからさらに20年が経ち、現在に至ります。

葡萄浪漫館が立ち上がった当時、地域の若手経営者集団は「単一品種、市場出荷だけでは『ぶどうの里青野』の将来が

見えない」という危機感を持っていました。地域内で従来の農業をしていたベテラン農家等からの反対の声もあり、当

初参加する農家は少なかったようです。しかし、多くの消費者がぶどうを買い求め、ボランティアで建設した販売所は

すぐに「混乱」するほど盛況となりました。

最初の販売所は平成5年に建設され、平成13年には「中山間総合整備事業」として行政が新しい施設を建設し、従来の

スタッフによる運営となりました。結果、地域の多くのぶどう農家が登録するようになりました。また、取扱高は概ね

右肩上がりで（H23年はやや下がっている）、今や「ぶどうの里青野」の要となっています。
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葡萄浪漫館　ぶどう出荷者数と取扱高

ぶどう出荷者数 取扱高 情報提供：井原市農林課

※葡萄浪漫館は平成１３年から「公設民営」。開設後、間もなく多くの農家が出荷登録をした。出荷者数が変わらない中、取扱高は増えている。



「ぶどうの里青野」では、地域での共同出荷に参加するか、直売所へ個別に出荷をするか、この地で農業を営む農家

個々の動機に合わせて、農業のあり方を決められるようになりました。半世紀以上にわたってぶどうの産地は持続して

いますが、その大きな持続可能性は、地域内に直売所が開設されてぶどう農家自身が農業の経営方法を選択できるよう

になったことにより見いだされたものです。
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【青野地区】ぶどうの売上高

JA 葡萄浪漫館 JA + 葡萄浪漫館 情報提供：岡山県井笠農業指導普及センター

※JAの売上高はここ10年ほどで大幅に減少（半分以下）。一方、葡萄浪漫館は着実に増やし平成23年までには逆転。全体の売上高も若干持ち直してい
る。ただし、平成16年以降は青野地区以外にも井原市に合併した芳井町、美星町でもぶどう作りが推進されている。

※産地化が始まったS30年代後半から一気に成園面積が増えて、S60年にピークに至る。一方その時点で農家世帯員の総数がほぼ半減しているという、一
見矛盾した変化をする。しかし結局その後はどちらも減少。〈ぶどう〉に必要な労働力は限界値で推移していると考えることができる。
※H17年の成園面積はH16年が63haだったという数値からの推計。H19年以降は県レベルの統計値のみのため表示不可。



しかしながら一方では、全国の農山村同様、高齢化、過疎化という問題もあり、近郊農業の場としてそれなりの成功を

収めているかのように見える「ぶどうの里青野」でさえ、地域農業の世代交代が行われず、後継者が十分ではないと言

われる状況が長年続いています。70歳以上の生産者も多く、10年後、５年後の産地をイメージすることさえ難しいとの

声を地域においてもよく耳にするようになりました。

『ぶどうの里100年』に向けて −〈青野ワイナリー構想〉のための考察 8

AONO WINE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S35年 S40年 S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年

41%39%33%29%20%18%17%14%13%11%10%

8%11%17%20%25%25%26%29%33%41%43%

【青野地区】農家世帯員の年齢別構成比率の変化

割
合

0~19歳 20~49歳 50~64歳 65歳~ 参照資料：農林業センサス1960~2010年

※農家世帯の高齢化と少子化は顕著である。仮にこれらの農家世帯員のうち20～64歳の農業に従事する時間が増えたとしても、将来にわたってこのグラ
フの傾向に変化はない。世の中の価値観の変化を読み取り、現行の地域農業のあり方を見直して、地域外からの若い移住者を受け入れる体制作りを進め
なければならない。



市場型農業と直売所型農業

ここでは「ぶどうの里青野」の既存の農業のあり方を、〈生産者と消費者の関係のあり方の違い〉で２つのタイプにわ

け、また、それぞれに共通する「出荷基準」について考えます。 過去から現在にかけての地域農業のあり方を反省する

ことによって立ち上がってくる〈もう１つの農業のあり方〉を、「ぶどうの里青野」における３つ目のタイプに位置づ

けることの試みです。

初代のぶどう農家のみなさんが、都市市場に向けて共同出荷するタイプを〈市場型農業〉、２代目世代によって産地の

中に建設された直売所「葡萄浪漫館」を利用するタイプを〈直売所型農業〉とします。市場型農業と直売所型農業は

「ぶどうの里青野」で共存関係にあります。

市場型農業
都市の物流機構や市場を通して〈ぶどう〉を消費者に届けるために、初代ぶどう農家たちは主として農協の組合員とし

て共同選果、共同出荷を行い農業を営んできました。

大掛かりなインフラを動かすことになるため、そのコストに見合う大量生産と大量消費が前提となります。その前提に

対応するため、ある面では一軒の農家の営みよりも、「ぶどうの里青野」という１つの産地としての〈生産効率〉が優

先されました。 例えば、産地内で収穫されたぶどうは一カ所に集められ基準ごとに均質化されるので、栽培者が特定さ

れなくなります。

生産品目としてマスカット・ベーリーＡという単一品種が栽培されたということも生産効率の優先を裏付けます。もち

ろん、結果的にマスカット・ベーリーＡの生産量と品質が群を抜いていたことで、産地として「西日本有数の」という

形容詞を手に入れることができたのも事実です。ただそれは、市場にとっては価値あることですが、消費者にとっては

必ずしも重要ではありませんでした。（マスカット・ベーリーＡについては後述します）

また、先に書いた通り、取り組みは主として農協としてでしたが、中には農家自身が個別に市場とのパイプを構築する

場合もあります。いずれにしても、市場型農業では基本的に消費者と生産者が直接顔を合わせることはありません。流

通の末端である〈農家の知らない土地のどこかのお店〉で〈消費者の知らない土地、農家によって作られたぶどう〉が

消費者の手に渡ります。
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直売所型農業
消費者がぶどうを受け取る現場の１つに「ぶどうの里青野」の中に建設された葡萄浪漫館が加わり、直売所型農業が成

立しました。ぶどう農家の２代目たちが推進役となりました。

直売所は農家から農産物を仕入れる（在庫を抱える）のではなく、農家自身が農作物を収穫・出荷して、売れ残ればそ

の日の夕方に引き取りにいく、というのが基本的な営業スタイルです。したがって、直売所型農業は〈生産者にとって

消費者の存在が近い〉農業のあり方といえます。

直売所型農業によって、消費者は物流の時間や中間コストのかかっていないぶどうを、新鮮なうちに安く買うことがで

きます。売り場には様々な出荷者の様々な生食用ぶどうが並びます。商品の多様化が直売所の付加価値となっていま

す。また、商品のラベルを見て出荷者番号からぶどう農家を特定することもできます。〈安心〉が１つの付加価値とし

て機能することも期待されます。

「ぶどうの里青野」の生産者は、それまでマスカット・ベーリーＡの単一品種だったぶどう栽培を、 直売所型農業の始

まりで多品種栽培へ大きく変更させることになりました。つまり、商品にいかに付加価値をつけるかという意識が強ま

ります。近年は大粒・種無しを基本とし、〈黒、赤、緑〉の３色詰め合わせ（１箱３品種）のために品種を増やしたり

栽培技術で成熟期を揃えたり、新しい人気品種に対応するのも有効だとされます。

出荷者は産地に売り場があることで、どのような人がどのようにぶどうを選び購入するのか自分でリサーチすることが

できます。出荷者が特定できるという仕組みによって、ぶどう農家が生産者、出荷者としての責任をより感じることに

なります。また、売り場では自ずと小さな競争がおこります。出荷者（＝生産者）はその中でできるだけ多くかつ確実

に売り切るためにも、付加価値をつけて「消費者の目先を変えること」により重きを置くようになりました。その傾向

は、市場型農業にも反映されるようになりました。

消費者からのクレームは直売所が対応します。いわば、直売所型農業は、生産者と消費者がマジックミラー越しで見る

／見られるの関係にある、とも言えます。また、限られた売り場内での過度な価格競争やこれによる品質低下を起こす

ことは、出荷者同士の共倒れにつながりますので、その防止のため直売所が調整役になる場合もあります。ただし、市

場型農業における農協のような強制力はありません。生産者の自主性が重んじられます。
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出荷基準という共通点
「ぶどうの里青野」では、市場型農業と直売所型農業の共通点として「出荷基準」があります。「出荷基準」があるこ

とそれ自体について良し悪しを論じることはできません。それはある程度必然的に生じるものです。

市場型農業ではぶどうの品質にムラがあると、市場での評価に響きます。つまり市場向けの地域ブランディングの点で

出荷基準が必要となってきます。また、直売所型農業でも、たとえ農家が個別の責任で出荷する前提があったとして

も、直売所の売り場に同じぶどうの品種で異なる品質の商品があれば、問い合わせやクレームの対応にコストが発生す

るので、その点からもやはり出荷基準が必要になってきます。

かといって、農家の有志が立ち上げた産地内の直売所が独自に基準を定めるということは、「ぶどうの里青野」に２つ

の基準、ダブルスタンダードが生じることになり、意図しない混乱を生む可能性が生じます。となれば、後発の直売所

型農業のほうが出荷基準について検討すること自体に消極的になります。結果、葡萄浪漫館で販売されるぶどうにも、

市場型農業で定められた色、粒重、房形、糖度などの基準が適用されることになります。

〈伝統〉としての出荷基準
さて、別の観点から出荷基準についてもう少し考えてみます。出荷基準があるということは、ぶどうが〈一房のぶど

う〉として生産され出荷され消費される、ということです。〈一房のぶどう〉の姿をある規格に沿わせるということ

は、すなわち〈栽培方法〉も同じようにする必要があります。栽培方法は年々改良されつつ農業関連団体により「栽培

暦（防除暦）」としてまとめられ、ぶどう農家がそれに従って栽培しています。

ぶどうの産地にはたいてい「ぶどう品評会」があります。最近では2012年７月31日に井原市主催で施設ぶどう品評会

（ビニールハウス等で栽培されたぶどうの品評会）が行われました。会場は「葡萄浪漫館」、審査員は「井笠農業普及

指導センター所長を審査長に、井原市、ＪＡ岡山西、備中県民局、全農おかやま、農業共済連の職員」。いわば市場型

農業で培われた〈伝統行事〉が直売所型農業においても受け継がれているわけです。

品評会の評価基準というのは「出荷基準」に示される〈理想のぶどう〉にどれだけ近いかということになります。もち

ろん品評会では「房」（出品は中の見えない掛け袋のまま２房）を総合的に審査するので、当然ながら、房の中から美

味しそうな部分を切り分けて出品することはできません。また、品評会で優秀な成績を収めると、ぶどうの産地で「ぶ

どう作り名人」と呼ばれるようになります。つまり、こうした取り組みにおいても〈一房のぶどう〉の出荷基準という

のは強化されていきます。
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〈一房のぶどう〉と後継者問題
出荷基準というのは農家同士の共通言語でもあります。ただ、〈一房のぶどう〉の規格があまりにも要求の高いものと

して強固に定着してしまうと、翻って〈ぶどう農家〉のあり方を、さらに言えば〈ぶどう農家〉の生き方をも限定的に

してしまいます。

「日本のぶどうは『美術工芸品』だ」というのを「ぶどうの里青野」でもよく耳にします。これはぶどう栽培技術に対

する高い評価を意味する場合もありますが、農作物に対して過剰に人の手を加えなければならない状況に対する否定的

な意味合いもあります。特に、農家がそう発言するときは否定的な感情が働いているはずです。

しかしながら、依然として〈一房のぶどう〉の出荷基準の呪縛からぶどう農家は逃れられません。そこから逃れられな

い限りは、ぶどう農家の経営上のリスクは増していくばかりです。したがってこれは「ぶどうの里青野」の後継者問題

につながります。出荷基準が相対化され呪縛から逃れられなければ、市場型農業と直売所型農業の２タイプを持ってし

ても、後継者問題は本質的な解決に向けての進展がないことになります。

市場型農業だけでなく直売所型農業も加わり、ぶどう農家はより主体的に農業を営み、自己決定権の幅がさらに広がっ

たことは確かです。それでもなお、「ぶどうの里青野」の後継者が〈一房のぶどう〉という呪縛から逃れるのは、なか

なか難しいのではないでしょうか。現在は、ぶどう農家として認めてもらうには、どうしても「出荷基準」が立ちはだ

かります。ぶどう農家として一人前かどうかは、これをクリアーするぶどうを作れるかどうか、という点でのみ評価さ

れるからです。

しかしながら、現在の「出荷基準」とは少なくとも消費者のためのものではありません。直売所型農業によって、消費

者は自分の手にしているぶどうを作ったぶどう農家を特定できます。番号を控えておけば、次の買い物の時の参考にで

きます。安心して購入するかどうか、購入したぶどうが美味しいかどうか、もう一度買うかどうかは消費者が決めま

す。「出荷基準」と「購入基準」は必ずしも一致しません。したがって、「出荷基準」つまり〈与えられた理想のぶど

う像を求めること〉と、〈ぶどうに付加価値をつけること〉は必ずしもイコールではないのです。付加価値は〈一房の

ぶどう〉として求めるほかにも手段があります。発想の転換が必要です。
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生食用ぶどうの限界性
生食用ぶどうに付加価値をつけるということは、今や市場型農業と直売所型農業に共通する命題となっています。付加

価値のために多品種に取り組むということは既に触れましたが、単一品種から多品種という流れによって、自ずと大量

生産から少量生産にならざるを得ません。栽培管理が複雑になり要求される技術が高くなります。栽培に関する新しい

ことには、古くから市場型農業で形成された農協を中心とした情報・技術の共有体制で、ある程度対応できます。しか

し、品種の寿命が短くなるというのは物理的に対応が難しい問題です。

例えば、マスカット・ベーリーＡについては中には産地の始まったころからの年季の入った木もありますが、近年の大

粒系品種は、気候との相性や技術的な問題も加わって、十年そこそこで栽培を断念するか、他の品種への植え替えに迫

られる場合もあります。植え替えても成木になるまで５年かかり、その間、収穫はできません。さらに、収穫できる頃

になってその品種がどのように受け入れられる品種かは、その時にならなければわかりません。また、マスカット・ベ

ーリーＡから新品種への植え替えの際に、品質や生産性の高いマスカット・ベーリーＡの木は残されるようにしながら

様々な品種がその時々で植えられているため、ぶどう畑の中はモザイク状に新品種が乱立し、全体として管理が煩雑に

なっています。ぶどう畑では先物取引のようなリスクが発生している上に、断片化が起こり非効率な状態になっている

のです。

収穫・出荷の集中する時期は取引価格が下がるので、ビニールハウスなどによって温度管理をし出荷時期を早めたり、

逆に他の方法で遅くしたりということも、付加価値をつける手段になります。ただし、大きな設備投資が必要となり、

また加温のための冬場の燃料費もかさむという問題点があります。また、加温設備の騒音が問題となって地域住民の反

発を受けることもあります。さらに、燃料は重油や灯油が主なので、近年の石油価格の高騰がぶどう農家の経営を直撃

しています。

直売所型農業は産地の持続性を高めましたが、以上のように比較的リスクの高い農業経営の上に成り立っています。市

場型農業との地域内共存で、ある程度はリスク回避することができます。しかし、老年の生産者や新規就農者にとって

は特に厳しい経営環境となっていることは、否定できません。

この根深い呪縛をほんの少しでも解きほぐし、これからのぶどう農家が一人でも多く、より自由に、安定した農業のあ

り方を探求できるようにする必要があります。そうした環境を作り出すことは、（部分的にであれ）後継者問題を解消

すると共に、「ぶどうの里青野」のこれからの50年を、生産者と消費者が新しいパートナーシップで〈新しい食と農の

時代〉として築いていくためにも有効なはずです。「ぶどうの里青野」における３つ目のタイプの農業のあり方には、

高い持続可能性が求められていると私たちは考えます。
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なぜ「ワイナリー」なのか

私たちは〈青野ワイナリー構想〉によって、「ぶどうの里青野」の既存の農業のあり方と共存共栄する、しかし関心の

異なる３つ目のぶどう産業のあり方を示さなければなりません。しかし、なぜ「ワイナリー」なのか。勘の良い方は、

ここまで読んで、だいたいのことはお察しかもしれません。

「ぶどうの里青野」を育てたマスカット・ベーリーＡ

風前の灯

現在、「ぶどうの里青野」でも「ワイン用ぶどう」は生産されています。マスカット・ベーリーＡという品種です。 マ

スカット・ベーリーＡは産地が始まった当初から生産されてきたことにはすでに触れました。まさに「ぶどうの里青

野」というぶどうの産地を育てあげた品種なのです。 ところが、現在の生産量は、ピーク時に対して、ほんの数％にま

で激減してしまいました。

実は、マスカット・ベーリーＡを生食用の〈一房のぶどう〉として作ると、近年の大粒系品種よりもはるかに手間隙の

かかる（コストのかかる）品種です。その上、市場では時代遅れのぶどうとして大粒系品種の半値ほどに価格が抑えら
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れています。ぶどう農家は近年の需要にこたえるため多品種栽培していますが、こうなると一番に伐られてしまうのは

マスカット・ベーリーＡの木です。

「ぶどうの里青野」の「ワイン用ぶどう」は、他地域にある大手酒造メーカー１社に納品されています。現在は、その

メーカー１社におさめられる「ワイン用ぶどう」としてのマスカット・ベーリーＡの出荷量は１年間に50～60トンで、

地域全体（約100トン）のおよそ半分を占めています。「ぶどうの里青野」のマスカット・ベーリーＡは〈ワイン用〉

となったことで、かろうじて絶滅を免れている格好です。

マスカット・ベーリーＡの市場価格

S56 H18 H23

総出荷量 1,021,944kg 258,102kg 100,261kg

総販売額 ￥472,097,000 ￥92,376,981 ￥36,959,657

平均単価（円/kg） @462 @358 @369

その他のぶどうの市場価格

S56 H18 H23

総出荷量 64,424kg 85,094kg 119,988kg

総販売額 ￥45,197,000 ￥53,150,987 ￥77,302,290

平均単価（円/kg） @702 @625 @644

固定観念
すでに半世紀の歴史がある青野のマスカット・ベーリーＡですが、実は「ワイン用ぶどう」としての〈加工用〉の需要

は十年ほど前からに過ぎません。これより前の何十年もの間は、農家の習慣として出来の悪いぶどうを〈ジュース用と

して処分〉していました。そのためぶどう農家にとっては、〈ジュース用〉も〈ワイン用〉も同じ〈加工用〉として扱

う感覚になりがちです。しかし、ワインの原料は基本的にはぶどうのみです。アルコール度数や酸味の調整などは行わ

れますが、よいぶどうでなければ、絶対によいワインにはなりません。その点が、ぶどう果汁の他にも多くの材料が使

用され品質が調整される、製品単価も安いジュースとは異なるところです。
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本来は〈加工用〉でも厳格に品質管理されるべきところですが、ぶどう農家の意識が低いため、ワインメーカーとして

も現状の「ぶどうの里青野」の「ワイン用ぶどう」に、よい価格をつけることが難しいはずです。また、地域外にある

一般企業から「ワイン用ぶどう」の品質を求められても、地域にワインを楽しむ文化がなければその思いはなかなかぶ

どう農家に伝わらないでしょう。いずれにしろ全体的にマスカット・ベーリーＡの価値は低く抑えられてしまっていま

す。

「ぶどうの里青野」を復活させるマスカット・ベーリーＡ

「ぶどうの里青野」の歴史からするとマスカット・ベーリーＡは〈生食用〉のぶどうであり、〈加工用〉は例外的な扱

いでした。現に生産量も価値もわずかなもので、もはや「ぶどうの里青野」でマスカット・ベーリーＡをこれ以上持ち

上げる理由はないように思われるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか。視点を変えて考えることは困難な

ことでしょうか。

〈風土〉という視点
「青野はベリーＡの栽培に適したところだ」という声は根強いです。本来、 日本の本州以南は、夏に高温多雨のある温

暖湿潤気候なので、〈ぶどう〉という雨や湿気に弱い果物の栽培に適していません。〈気候〉は適さないのに、それを

自ら「適している」というのは、青野という地に暮らす人々がそうした中でもよりよく栽培することができる、それを

はっきりと自覚するということに他なりません。つまり、マスカット・ベーリーＡは青野の〈風土〉にあった作物であ

る、と解釈してよいでしょう。「ぶどうの里青野」は、かつて「西日本有数のマスカット・ベーリーＡの産地」でし

た。〈風土〉にあった作物を作る、これはリスクの小さい健全な農業です。

〈日本〉あるいは〈世界〉という視点
実は、マスカット・ベーリーＡは由緒ある日本固有の「ワイン用ぶどう」です。「日本のワインの父」と呼ばれる川上

善兵衛氏が1927年に交配した品種で、糖度は高く21～22度に達し、酸味もあり、食味は濃厚で品質よく、赤ワイン用

原料としては日本の第１位品種として確固とした地位を築いています。近年「日本ワイン」と呼ばれる市場も大きく育

って来て、その筋ではさらに存在感を増しています。数年前に「甲州」という名の、日本に（いつからなのか定かでな

いほど）古くからあるぶどうが「O.I.V.」（国際ぶどう・ぶどう酒機構・・・ぶどうの栽培・ワイン造りに関する問題に

取り組むフランスの政府機関）に品種登録を認められました。それに続いてマスカット・ベーリーＡも国際品種にしよ

うという動きも噂されています。
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〈付加価値〉という視点
既に触れましたが、「ぶどうの里青野」では、長年にわたって栽培されたマスカット・ベーリーＡから、種無し大粒系

の多品種ぶどうへと切り替えられています。いずれにしても、その前提となっているのは、〈一房のぶどう〉として生

産されている、ということです。４キロ箱に同じ種類を８房入れようと、２キロ箱に１房ずつ３種類入れようと、〈一

房のぶどう〉にいかに〈付加価値〉をつけるか、という枠組みの中での発想です。加えて、ぶどうの売り方もまた、既

存の市場や直売所での流通・販売です。

そのような〈生産者〉→〈消費者〉という一方通行の関係を反省し、〈消費〉それ自体の繰り返しにこそ飽き飽きして

いる〈消費者〉を〈生産者〉はイメージすべきです。ところが、〈一房のぶどう〉を出荷するという農業に偏ったまま

の地域農業しかなければ、そのようにイメージする機会もありません。

「ぶどうの里青野」に〈一房のぶどう〉にとらわれない農業が必要ですが、その流れはすでに起きていると考えます。

葡萄浪漫館が開設されて〈消費者〉が「ぶどうの里青野」を訪れるようになりました。また、近年は栽培を断念する既

存のぶどう農家からぶどう畑を借り受けて、同地域のぶどう農家のサポートを受けながら、出来る範囲で栽培に携わる

非農家であった一般家庭も出現しています。

消費者／生産者と別なく、地域農業そのものへ〈付加価値〉を求めるというのは、現実的な選択肢の１つです。これは

いいかえれば、地域農業へコミットすることによって自分自身の生活そのものに〈付加価値〉を加えるということなの

です。

「ぶどうの里青野」で「ワイン用ぶどう」としてのマスカット・ベーリーＡの生産を、これからの時代に応じた方法で

復活させるというのは、地域にとって特別な意味合いが生じます。これまで存在しなかった〈地域のワイン〉の出現

は、様々なレベルで地域農業への〈付加価値〉を具現化することになるでしょう。マスカット・ベーリーＡの復活は

「ぶどうの里青野」という地域ブランドの復活なのです。
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「ワイン特区」という切り札

井原市が国に「ワイン特区」を申請し認可されることで、〈青野ワイナリー構想〉は一気に現実味を帯びてきます。

「ワイン特区」はワインを製造するための酒造免許が取りやすくなる制度です。現行の酒造免許制度が大変厳しいもの

である以上、むしろ「ワイン特区」こそがすべてのスタートだと言っても過言ではありません。

酒造免許というハードル 

通常の酒造免許の取得はハードルが高いです。特に２つの点が厳しいといわれます。

１つはワインが作れるかどうかの技術的要件です。これは現状では〈経歴〉で判断されます（〈試験〉はない）。つま

りワイナリーでの修行の経験があるかどうか。しかし、ワイナリーの数は特定の産地に偏っており、この近辺にはそれ

ほど多くないので、地域を思い、ワインの醸造技術を持つ人を確保するのは極めて困難です。

２つめは年間製造量の要件です。毎年6キロリットル以上を安定的に製造する必要があります。実際には10キロリット

ル近いキャパシティをもった設備で、余裕を持って要件をクリアしなければなりません。十分に経営できる状態と認め

られるまで、免許は１年更新の、いわば仮免のようなままという制限もあります。

ハードルを下げる「ワイン特区」
国の構造改革特別区域制度の中に「ワイン特区」というものがあります。自治体が国に申請し認可されれば、そのエリ

アでの酒造免許が取りやすくなります。ワイン特区には２つの免許があります。

①特定農産物による果実酒製造

申請した自治体が指定する地域の特産品を原料にワインを作ることを条件に、年間製造量の要件が2キロリットルにな

ります。通常免許の1/3の規模でよいということになります。

②特定農業者による果実酒製造

農業者が自身で栽培した原料を使ってワインを作り、かつ自身で営業する農園レストランや農家民宿のみで消費される

ことを条件に、年間製造量の要件がなくなります。

「ワイン特区」の活用
①の免許を活用すれば、農業以外の商工業の企業を井原産ワイン市場へ参入させて、「ワイン用ぶどう」の需要を創出

することが可能です。結果として、品質も価値も上がっていきます。
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②の免許の活用は、農業者に限られることになります。「ぶどうの里青野」にはぶどう農家がたくさんありますが、農

園レストランや農家民宿を経営しているところはありません。ほとんどすべての農家は生食用ぶどうで生計を立ててい

ますので、それらとはまったく異なる経営方法でぶどう農家を目指すことが免許活用の前提となります。ただし、原料

は自分で栽培しますし、最低限のワイン生産量にしばりはありませんので、極めてリスクの小さな「ワイナリー」経営

です。規模的には「趣味が高じて醸造」のレベルともいえます。

①と②いずれの免許も物量的には大幅な規制緩和であることは確かです。しかし、依然として技術的要件のハードルは

変わらないまま存在するという問題があります。「ワイン特区」が国に認められる要件に、地方自治体による〈技術的

ハードルを下げる施策〉は必要ありませんが、現実には、書類をそろえて申請するだけでなく、地方自治体による具体

的な〈技術的ハードルを下げる施策〉こそが「ワイン特区」を活用し、地域でワインの生産を推進することの必須条件

となります。地方自治体がそこにコミットすることなしに「ワイン特区」の推進は実現しないでしょう。

例えば、つぎのような施策が考えられます。

（１）ワインの醸造技術を地域で活かすことを条件として、その技術習得のための修行・研修に、地方自治体の既存の

奨学金制度（大学・高校通学者向け）の対象を拡大し、研修内容に見合った形で適用する。

（２）税務署の酒造免許に関する指導のもと、地方自治体と近隣のワイナリーがワイン醸造技術指導に関する提携を結

ぶ。

「ワイン特区」という制度は、これらの具体的な施策がなされれば、名実共に地域農業の切り札となるでしょう。
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地域ブランド再興のために〈解き放たれた風景〉を

「ワイン用ぶどう」には、当然のことながら従来の〈一房のぶどう〉のための「出荷基準」が適用されません。より重

要なのはワインになってからの質です。何トンという量の〈ぶどうの粒〉がつぶされて１つのタンクに入ります。〈一

房のぶどう〉というのは、外界から遮断された管理の世界ですが、一方で「ワイン用ぶどう」は最低でもほ場単位の品

質が求められることになります。近視眼的な管理の意識は弱まり、むしろ「ぶどうの里青野」を巡る大きな自然や風

土、あるいは場所そのものに視点が移り付加価値がつけられます。それこそが〈ワインを作る〉ということなのです。

そのことは結局、改めて、ぶどう農家にして「ぶどうの里青野」に生かされていると思わしめることになります。これ

は、より根本的にぶどう農家にとってのやりがいを生みます。また、多くの消費者が滞在することになりますので、地

域住民自身に風景の中で生きるという意識が生まれ、地域に暮らす価値も見直されて高まっていきます。「ぶどうの里

青野」が、消費者と生産者がお互いの生活を介して更新され続ける、より開かれた〈ぶどうの里〉になります。

本格的な観光と雇用
これはよく言われることですが、「ワイナリー」にはワインを飲む場所、ワインと楽しめる食事がつきものです。アル

コール飲料なので、宿泊施設もあった方がいいです。そうなれば、消費者にとって「ぶどうの里青野」がもっともっと

楽しめる場所になります。つまり〈一房のぶどう〉ではなく「ぶどうの里青野」という〈場所〉に付加価値をつけると

いう発想が必要です。それこそが〈地域ブランド〉作りの王道です。

葡萄浪漫館にすでに多くの人が訪れ続けています。加えて、青野地区では地域をあげてのイベント（ぶどうの里ふれあ

いマラソン大会など）もあります。せっかく縁あって訪れるお客さんです。地域全体でさらに歓迎したいものです。葡

萄浪漫館は井原市の重要な〈観光ポイント〉ですが、「ぶどうの里青野」が〈観光エリア〉となり、さらには周辺地域

へ連携する〈観光拠点〉にもなるのです。

葡萄浪漫館ができてぶどうの出荷シーズンにはずいぶん交通量が増えました。生産者は、それまでは意識の遠くにあっ

た消費者の存在を、地元にいながらにして目にするようになりました。そのことはぶどう農家に張りを生みました。こ

れは端的によいことであり、市場型農業では得られないことです。「ぶどうの里青野」の生産者は実体験をもってこの

ことを理解します。
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しかし、一方で現在の葡萄浪漫館はぶどうの出荷シーズンの半年間（６月～１１月）で１年分の売上を上げなければな

りません。それ以外のシーズンはまったく客足が途絶えているということです。このことは開設当時から言われ続けて

いる課題ですが、事実上ぶどうの直売所として運営されている以上宿命的とも言えます。葡萄浪漫館にすべてを押し付

けて解決させようとするのは得策ではありません。

これまで見たように〈青野ワイナリー構想〉の基本的な考え方は、市場型農業と直売所型農業の次に出現し、それら２

つのタイプの農業と共に三つ巴となって「ぶどうの里青野」を支える新しいタイプの農業を生み出す、ということで

す。

ワインは商材としてもその魅力は大きいです。生食用ぶどうのシーズンは限られていますし、〈一房のぶどう〉となれ

ば、美味しく食べることができる期間はせいぜい１、２週間です。一方で、ワインは通年どころか、むしろ数年以上の

長きにわたって楽しまれます。これは地域産業に安定性をもたらします。そうした点でも、次世代の「ぶどうの里青

野」にふさわしい生産物だということができます。

飲食店、宿泊施設、あるいはそこでワインとともに提供する食事を、地域の農産物や加工品で対応するならば、それら

を生産する場所も含めて、地域に新しい農家や雇用を産むことになります。地域に多様な後継者が生まれ、より豊かな

産業の地になっていきます。集落の担い手として外部からの移住者を受け入れしやすくもなります。それは「ぶどうの

里青野」の根本的な課題をも解決に導きます。

そもそも、世界的に見てぶどうの産地とは、むしろそれ以前にワインの産地なのです。ワインは人類がはじめて飲んだ

お酒と言われるほど歴史が古いものです。現在のようにテクノロジーが高度に発達するはるか以前から存在すること自

体が証明するように、ぶどうからワインを作る条件としては物理的にも技術的にも複雑なものは必要ないのです。ぶど

うとワインの関係は、地球規模で考えれば卵が先か鶏が先かのような話で、本来、ぶどうの産地にワイナリーがあるの

は当たり前のことなのです。
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解決方法

以上の論点を整理し解決方法をまとめます。

地域ブランド再興の共通意識
地域農業に携わる生産者は〈一房のぶどう〉に付加価値を求めるという旧来の方向性を見直し、〈地域〉そのものに付

加価値を創造していく方向性を求める。その１つの具体的な提案として、本書をとらえる。

「ワイン特区」の申請
井原市が国の構造改革特別区域制度の１つである「ワイン特区」に申請し認可されることで、酒造免許を取りやすくな

る。「特定農業者」または「特定農産物」という条件を満たせば醸造量の下限値が大幅に下げられる、あるいは撤廃さ

れる。これを活用し、目標達成への糸口をつかむ。

ワイン用ぶどう栽培農家の育成
「ワイン特区」における「特定農業者」として新規就農を希望する者を、地域農業の後継者（中心経営体）と位置づ

け、新規就農支援の対象とするよう、行政および農業関連団体に申し入れる。具体的には〈ワイン用ぶどう〉の栽培技

術習得を「農業実務研修」のメニューに加える。

ワイン醸造家の育成
地域の総意で醸造家を育てる。井原市内にワイナリーはないので修行に送り出さねばならない。彼（彼女）の肩にすべ

ての責任がかかる。〈ふるさと〉が彼（彼女）を助けねばならない。地域に移住を希望する醸造家が現れれば話は早

い。地域初のワイン醸造家が、地域で後進の指導にあたることで「ワイン特区」の活用も加速度的に推進される。

ワインの多様な消費方法の共有
作ったワインをどうするかは何も心配ない。ワインは〈農産物〉である。「ぶどうの里青野」には半世紀にわたって培

われた〈ぶどう〉の販路がある。一方で、シーズンには大変な集客力を持つぶどう直売所「葡萄浪漫館」もある。そし

て、〈ワイン〉は消費者を産地に呼び寄せ、とどまらせる１つの重要な呼び水となる。例えば、ワインの音楽祭なども
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面白い。ワインを飲んで、歌い、踊り、語らい、笑う。「ぶどうの里青野」にそんな日が毎年訪れる。「ぶどうの里青

野」は、皆が楽しめることには寛大である。そうでなければ、そもそもこんな構想を自由に語ることはできない。

住民主体の移住者受入コーディネート
3.11で時代の価値観は明らかに大きくシフトした。農的暮らしそのものを求める消費者が現れる。彼ら、彼女らが半農

半Xのぶどう農家、醸造家、料理人、パン職人、酪農家、自伐林業家、猟師、大工、芸術家などとして移住してくるの

を歓迎し、次世代の「ぶどうの里青野」の担い手となる可能性を追求する。空き家と農地の情報を収集し共有する。地

域住民による移住のコーディネートを進める。

〈文化的土壌改良剤〉としてのワイン作り
ワイナリーを独立採算の小さな世界に閉じ込めてはならない。〈ぶどう〉と〈容器〉があればワインはできる。「ぶど

うの里青野」でワインを作る限り〈ぶどう〉を仕入れる必要はない。だから必要なのは〈容器〉だけ。作られるワイン

を「ぶどうの里青野」の〈文化的土壌改良剤〉として地域で共有するのが、もっとも賢い使い方だろう。

ナゴミカルの活動持続性を維持
上記の「解決方法」は、「ぶどうの里100年」を迎えるために描かれた〈青野ワイナリー構想〉を進めるにあたって、

よりよいプロセスのあり方を示すものである。ナゴミカル自身は自力で活動を維持していきつつ、上記のような関係各

所との連携が必要な事柄については、絶えず機会を探っていく。
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予算

ナゴミカルの就農に向けて
最もスローペースの場合を想定してこれからの10年間を基盤作りとして計画する。11年目に利益が生じる。外部からの

支援などにより、本計画は前倒しで進行していく可能性がある。ワイン製造量は最大3キロリットル、ぶどう畑は最大

50aとしている。 現在利用可能な圃場は約15a（未成園）。

以下は、当初10年間に予測される支出と収入。

支出の部（当初10年間）
支出の部は、設備費と運営費に分けて表記し合計する。

項目項目 数 単価 金額
設備費 ワイン製造施設（建屋） 1 ￥2,000,000 ￥2,000,000設備費

ワイン製造施設（設備） 1 ￥2,800,000 ￥2,800,000
設備費

ワインカフェ店舗作り（古民家改装工事） 1 ￥1,000,000 ￥1,000,000

設備費

ぶどう畑10a（ほ場整備） 5 ￥400,000 ￥2,000,000

設備費

ぶどう畑10a（ワイン用ぶどう苗木250本） 5 ￥250,000 ￥1,250,000

設備費

登録免許税（通信販売酒類小売業免許） 1 ￥30,000 ￥30,000

設備費

登録免許税（一般酒類小売業免許） 1 ￥30,000 ￥30,000

設備費

登録免許税（酒類製造免許） 1 ￥150,000 ￥150,000

設備費

農機類など 1 ￥740,000 ￥740,000

設備費

小計小計小計 ￥10,000,000

設備費

消費税 5%消費税 5%消費税 5% ￥500,000

設備費

設備費計（税込）設備費計（税込）設備費計（税込） ￥10,000,000

※ワイン製造量は3キロリットル、ぶどう畑は合計50aとしている。 現在利用可能な圃場は約15a（未成園）。 
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項目項目 数量 単価 金額
運営費 2013~14年 人件費（１年分） 2 ￥2,000,000 ￥4,000,000運営費

2015~16年 人件費（１年分） 2 ￥2,500,000 ￥5,000,000
運営費

2017~19年 人件費（１年分） 3 ￥3,000,000 ￥9,000,000

運営費

2020~22年 人件費（１年分） 3 ￥3,500,000 ￥10,500,000

運営費

2013年　材料・資材（¥36,000/年）・水道光熱費（¥3,000/月） 1 ￥66,000 ￥66,000

運営費

2014年　材料・資材（¥48,000/年）・水道光熱費（¥4,000/月） 1 ￥108,000 ￥108,000

運営費

2015年　材料・資材（¥60,000/年）・水道光熱費（¥5,000/月） 1 ￥180,000 ￥180,000

運営費

2016年　材料・資材（¥84,000/年）・水道光熱費（¥7,000/月） 1 ￥324,000 ￥324,000

運営費

2017年　材料・資材（¥108,000/年）・水道光熱費（¥9,000/月） 1 ￥588,000 ￥588,000

運営費

2018年　材料・資材（¥132,000/年）・水道光熱費（¥11,000/月） 1 ￥1,092,000 ￥1,092,000

運営費

2019年　材料・資材（¥168,000/年）・水道光熱費（¥14,000/月） 1 ￥2,088,000 ￥2,088,000

運営費

2020年　材料・資材・水道光熱費 1 ￥918,000 ￥918,000

運営費

2021年　材料・資材・水道光熱費 1 ￥918,000 ￥918,000

運営費

2022年　材料・資材・水道光熱費 1 ￥918,000 ￥918,000

運営費

2017年　酒税（1KL） 1 ￥80,000 ￥80,000

運営費

2018年　酒税（2KL） 2 ￥80,000 ￥160,000

運営費

2019年　酒税（3KL） 3 ￥80,000 ￥240,000

運営費

2020~22年 酒税（3KL、1年分） 3 ￥240,000 ￥720,000

運営費

小計小計小計 ￥36,900,000

運営費

消費税 5%消費税 5%消費税 5% ￥1,845,000

運営費

運営費計（税込）運営費計（税込）運営費計（税込） ￥36,900,000

項目項目 金額
支出の部 設備費計 ￥10,000,000支出の部

運営費計 ￥36,900,000
支出の部

支出の部　合計（税込） ￥46,900,000
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収入の部（当初10年間）

項目 数 単価 金額
2013年　ワインカフェ、パン屋の売上 1 ￥80,000 ￥80,000
2014年　ワインカフェ、パン屋の売上 1 ￥180,000 ￥180,000
2015年　ワインカフェ、パン屋の売上 1 ￥350,000 ￥350,000
2016年　ワインカフェ、パン屋の売上 1 ￥770,000 ￥770,000
2017年　ワインカフェ、パン屋の売上、イベント収入(ワイン1KL含む) ※1 1 ￥1,600,000 ￥1,600,000

2018年　ワインカフェ、パン屋の売上、イベント収入(ワイン2KL含む) ※1 1 ￥3,200,000 ￥3,200,000

2019年　ワインカフェ、パン屋の売上、イベント収入(ワイン3KL含む) ※1 1 ￥6,400,000 ￥6,400,000

2020年　商品『Myブランドワイン』（仮称、30L）の売上 ※2 104 ￥110,000 ￥11,440,000

2021年　商品『Myブランドワイン』（仮称、30L）の売上 ※2 104 ￥110,000 ￥11,440,000

2022年　商品『Myブランドワイン』（仮称、30L）の売上 ※2 104 ￥110,000 ￥11,440,000

小計小計小計 ￥46,900,000
消費税 5%消費税 5%消費税 5% ￥2,345,000

合計（税込）合計（税込）合計（税込） ￥46,900,000
※1 委託醸造によるワイン。
※2 自家醸造によるオリジナルワイン（商品としては顧客から製造委託を受けたワイン）。
参考：ワイン30リットルはワインボトルの40本分（１本750ml）。

『ぶどうの里100年』に向けて −〈青野ワイナリー構想〉のための考察 26

AONO WINE



2023年（11年目単年度）の収支

項目項目 数 単価 金額
支出の部 人件費 1 ￥3,500,000 ￥3,500,000支出の部

材料・資材・水道光熱費 1 ￥918,000 ￥918,000
支出の部

酒税（3KL、1年分） 1 ￥240,000 ￥240,000

支出の部

小計小計小計 ￥4,658,000

支出の部

消費税 5%消費税 5%消費税 5% ￥232,900

支出の部

合計（税込）合計（税込）合計（税込） ￥4,658,000

項目項目 数 単価 金額
収入の部 商品『Myブランドワイン』（仮称、30L）の売上 100 ￥110,000 ￥11,000,000収入の部

小計小計小計 ￥11,000,000
収入の部

消費税 5%消費税 5%消費税 5% ￥550,000

収入の部

合計（税込）合計（税込）合計（税込） ￥11,000,000

項目項目 金額
利益の部 収入の部 ￥11,000,000利益の部

支出の部 ￥4,658,000
利益の部

利益の部（税込） ￥6,342,000
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予算解説

2013～6年の４年間

ワインカフェ、パン屋の営業をしながらぶどうの栽培をする。合わせて委託醸造先を探す。（仮にこの間、酒造免許に

おける技術的要件を解決できれば、特定農業者の果実酒醸造免許を取得する。解決方法①地域から有志（自社スタッフ

を含む）が修行に出向く②地域外から醸造家を招き雇用する。ただし、いずれも時間とお金がかかり、この間で実現さ

せるには少々ハードルが高い。またどの程度の技術で酒造免許が得られるか、不明な点もある。したがってナゴミカル

単独の計画においては特定農業者の酒造免許は必須としていない。）

2017～9年の３年間

成園となった自社ぶどう畑のぶどうを原料にワインを委託醸造する。前提として酒販免許取得が必要となる。特定農業

者の酒造免許と異なり、ボトルなどでの販売が可能になる。近隣の飲食店への販売、Web通販、酒販免許を持つ産直施

設への出荷、イベントの参加賞などを販売チャンネルとする。

2020年以降

基本的に飲食・イベント事業は別部門とし『Myブランドワイン』の販売に主力事業をシフトする。『Myブランドワイ

ン』とはワインオーナー制度。顧客自身がぶどうの栽培、収穫やワインの製造過程に参加し、最終的には顧客オリジナ

ルのワインを最終形態にとらわれず製造する、というもの。基本は大きな容器（樽や甕）のまま納品する。表中の単価

は、体験参加費、空のワインボトルやオリジナルワインラベル制作などのサービス料込みの価格。
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スケジュール

日付 タスク
2013年1月 井原市ワイン特区申請 ／ぶどうの栽培開始
2013年4月 パン屋、ワインカフェ順次開業
2017年3月 ぶどう畑が成園に
2017年9月 酒販免許取得
2017年10月 ワインを委託醸造
2020年9月 ワイナリー完成、特定農産物による果実酒醸造免許取得
2020年10月 ワイン初醸造
2020年11月 『MY ブランドワイン』（仮称）初出荷
2023年 葡萄浪漫館30周年
2063年 ぶどうの里100周年
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プロフィール

なごみLABO × ハイカルチャー = ナゴミカル

仁城亮彦｜Akihiko Ninjo

なごみLABO所長。野良芸術家・教員。1972年 岡山県生まれ 広島育ち。岡山県井原市青野町仁井山地区在住。実家で家

族７人暮らし。 京都造形芸術大学情報デザインコース卒業。同大学通信教育部芸術学コース卒業。岡山県立井原高等学

校と同矢掛高等学校で非常勤講師（美術）、および京都造形芸術大学通信教育部非常勤講師。地域の文化的、精神的な

表現としての〈ぶどう〉を探求しながら、農家としての自立を目指す。

715-0012 岡山県井原市青野町1520

tel 080-1942-0825 / fax 0866-62-4386
akihiko@nagomifarm.jp
labo.nagomifarm.jp

山中史郎｜Shiro yamanaka

ハイカルチャー代表。アートディレクター・デザイナー。1974年 北海道 函館生まれ 大阪育ち。大阪府豊中市在住。妻

と息子(4歳)の3人家族。京都芸術短期大学映像科卒業。同専攻科学士課程修了。2011年 奈良県月ヶ瀬 2代目茶農家 巽

直哉氏との共同プロジェクト、『オーガニック茶畑のオーナー制度、UMEZUKI 梅月』にて「グッドデザイン賞」受賞。

自称『永遠の図工少年。』DIY・ローカル・マイノリティー・オルタナィブをキーワードにこれからの時代に求められて

いる姿・形をデザインしていきたいと考えている。

560-0033 大阪府豊中市蛍池中町3-8-14 1F

tel 06-6850-2565 / fax 020-4668-8405
shiro@hi-culture.com
www.hi-culture.com
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