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本書は「青野ワイナリー構想」の概要です。

詳細は「『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」をご覧ください。

以下のサイトにて公開しています。

なごみLABO　http://labo.nagomifarm.jp

仁城亮彦     〒715-0012  岡山県井原市青野町1520    T 080-1942-0825   F 0866-62-4386    akihiko@nagomifarm.jp   www.nagomicul.com
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要旨

目的
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。 

目標
これから半世紀後の〈ぶどうの里100年〉に向け、10年以内に、地域初のワイナリーを作り、 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次産業の基礎を作る。

解決方法
・「ワイン用ぶどう」を専門的に栽培する。「マスカット・ベーリーＡ」は有力品種である。 

・地域外のワイナリーで技術を習得した醸造家を手配し、ワイナリーを開設する。

・ワイナリーを中心に地域農産物を地域において食する場と機会を作る（飲食店、イベント、ワークショップなど）。

・ワインは〈農産物〉である。半世紀にわたって培われた〈ぶどう〉の販路を活かし地域外へ発信する。

・目的に賛同する人々から、広く出資を募る。

・農的暮らしを求め半農半Xを実践する方々を地域の後継者として歓迎する。

・空き家と農地の情報を収集・共有し、移住のコーディネートを推進する。

・井原市に対し、国の構造改革特別区域制度の「ワイン特区」に申請するよう申し入れる。

・「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。
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資料
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※JAの売上高はここ10年ほども大幅に減少（半分以下）。一方、葡萄浪漫館は着実に増やし平成23年には逆転。全体の売上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葡萄浪漫館に出荷されている（青野地区農家の数字で
はない）。

情報提供：岡山県井笠農業指導普及センター
H13 H18 H23

￥91,385,000 ￥109,156,000
￥154,306,645

￥240,327,000

￥145,527,968
￥114,261,947

￥331,712,000

￥254,683,968 ￥268,568,592

【青野地区】ぶどうの売上高

JA 葡萄浪漫館 JA + 葡萄浪漫館

※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。
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【井原市】ぶどうの成園面積と青野地区の農家世帯員総数の変化
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成園面積 農家世帯員総数 参照情報：岡山農林水産統計年報、農林業センサス
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【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~ 参照情報：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。



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、11年目に利益が生じるという計画。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 金額
設備費 酒造施設 ￥4,800,000設備費

カフェ店舗 ￥1,000,000
設備費

ぶどう栽培 ￥3,990,000

設備費

登録免許税 ￥210,000

設備費

小計 ￥10,000,000

設備費

消費税 5% ￥500,000

設備費

設備費計（税込） ￥10,000,000

項目項目 金額
運営費 人件費 ￥28,500,000運営費

材料・資材・水道光熱費（10年分） ￥7,200,000
運営費

酒税 ￥1,200,000

運営費

小計 ￥36,900,000

運営費

消費税 5% ￥1,845,000

運営費

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）

項目項目 金額
収入の部 2013~16年　ワインカフェ、パン屋の売上 ￥1,380,000収入の部

2017~19年　ワインカフェ、パン屋の売上、イベント収入 ￥11,200,000
収入の部

2020~22年　商品『Myブランドワイン』売上 ￥34,320,000

収入の部

小計 ￥46,900,000

収入の部

消費税 5% ￥2,345,000

収入の部

収入の部　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）。

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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