
信州ジビエの取組状況について 

平成 30年 2月 7日 

観光部・農政部・林務部 

■富士見町産ジビエの出荷制限一部解除

○信州富士見高原ファーム 12月 7日から出荷再開（国も同日で一部解除）

■販売先の状況

○軽井沢プリンスホテル メニュー提供再開（2月 23日～25日）

○イオングループ 近日の販売再開に向けて調整中 

○その他の販売先 出荷制限前の状況に回復 

■ジビエ消費拡大プロモーション

○信州富士見高原ファームの販売支援

銀座 NAGANO にジビエコーナーを設置、積極的なＰＲを実施（1 月 16 日～） 

○県庁におけるジビエ加工品販売イベント

富士見高校、販売事業者 6 社が出店し、ジビエ加工品を販売（12 月 17 日） 

○県内外におけるジビエイベントの開催

・ジビエをＰＲする信州魅力発見 café（2月 14日、銀座 NAGANO） 

・信州ジビエ×NAGANO WINEの特別授業＆晩餐会（2月 24日、東京上野） 

・信州ジビエフェア 2017-2018 ファイナル 

（2月 23日～25日、軽井沢プリンスホテル） 

○地域振興局開催によるジビエイベント

・料理人を対象としたジビエ料理講習会（2月 2日、富士見町婦人の家） 

・シカ革活用とジビエ料理試食会（2月 28日、木曽合同庁舎） 

銀座 NAGANO 特設ジビエコーナー 県庁ジビエ加工品販売会 

 

その他資料２ 



「おいしい信州ふーど（風土）」プレミア企画 

 

信州ジビエ×NAGANO WINE 
の特別授業＆晩餐会 

【企画テーマ】 

ニホンジカ問題からジビエを考える 
 ～いただいた命を無駄なく活かす～ 

【主催】長野県 信州ジビエ研究会 

問合せ  長野県農産物マーケティング室 TEL 026-235-7217 

 marketing@pref.nagano.lg.jp   (担当：小林） 

企画内容  詳細は裏面をご覧ください。 
 第1部 特別授業 13:30～16:00 

信州ジビエの背景を学ぶ 

第2部 晩 餐 会   16:30～19:00 

山の幸・野の幸のマリアージュ 

定 員  第1部 100名       第2部 50名
 第2部のみの参加はできません。 
 先着順とさせていただきます。 

参加費 第1部 無料  第2部 10,000円
申込方法は裏面をご覧ください。 

会場 いいオフィス上野 
  東京都台東区上野2-18-7 共同ビル３Ｆ 

2018.2.24㊏

 13:30～19:00 

コーディネーター 
「おいしい信州ふーど（風土）」大使 

鹿取みゆき氏 （パネルディスカッションほか） 

 （ジビエ料理４品、NAGANO WINE4銘柄などをご用意します。） 



【参加申込方法】 
 １）下記内容を記載して、農産物マーケティング室へメールでお申込みください。 

①ご氏名、②ご所属、③ご住所、④ご連絡先（電話番号）、⑤E-mailアドレス、
⑥参加希望枠（以下のA or Bからご希望の枠を記してください） ※第2部のみの参加はできません。

A：第１部（特別授業）のみ 、 B：第１部（特別授業）と 第２部（晩餐会) 

 ※団体やグループで参加を希望する場合も、お一人ずつお申し込みください。 

２）申込期限 

   2月9日(金)  お申込みメール受信日

  ※先着順となっております。期限前に定員に達した場合は、その時点で締め切らせていただきます。 

３）第1部と第2部の両方に参加される方へ 
  お申込みいただいたメールアドレス宛に、振込口座をお伝えしますので、 
 参加費のお振込みを済ませてください。 
（お振込手数料は、参加者ご負担でお願いいたします。） 

 2月14日(水）までにお振込の確認が取れない場合は、キャンセルとさせていただきます。 

「おいしい信州ふーど（風土）」プレミア企画 

 信州ジビエ×NAGANO WINEの特別授業＆晩餐会
農林業、自然生態系等に被害を出すようになったニホンジカを地域資源と捉え、ジビエとして活用する動きが長野
県内ですすんでいます。この度の企画では、ニホンジカ問題やジビエ振興に関わる現場の方々が出演し、ニホンジ
カの被害の状況、捕獲・解体の様子、ジビエ流通・活用などについて参加者の皆様へお伝えするとともに、信州ジ
ビエの美味しさを、信州産ワインや「おいしい信州ふーど(風土)」※の食材と共に味わっていただきます。  
※「おいしい信州ふーど(風土）」ネットをご覧ください。 https://www.oishii-shinshu.net/ 

【企画内容】 
  第1部 特別授業  信州ジビエの背景を学ぶ 13:30～16:00 

   １）取組紹介 「ニホンジカ問題とジビエ振興」 長野県鳥獣対策･ジビエ振興室 

 ２）現場報告 「ニホンジカの捕獲と活用の最前線」  地元ハンター 
 ３）パネルディスカッション 「ニホンジカを地域資源と捉え、ジビエの文化を育てる」 
  出演者：鹿取みゆき氏、地元ハンター、農業者、長野県鳥獣対策･ジビエ振興室 

  第2部 晩 餐 会   山の幸･野の幸のマリアージュ 16:30～19:00 
  信州ジビエ、NAGANO WINE、おいしい信州ふーど(風土)を楽しむ 

（アミューズ、ジビエ料理4品、デザート、シードル＆信州産ワイン4銘柄） 
※ワイン銘柄：kidoﾜｲﾅﾘｰ 城戸ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘｻﾞｰﾌﾟﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ、ﾄﾞﾒｰﾇ中島 ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝほか 

 申込みE-mail ：  marketing@pref.nagano.lg.jp 
 E-mailの件名に 「2月24日信州ジビエ企画の申込み」と記してください。 

【会場】 
  いいオフィス上野 

東京都台東区東上野2-18-7 共同ビル 3F 

   TEL 03-5812-4433 

https://iioffice.liginc.co.jp/  

  〈アクセス〉 

東京メトロ上野駅3番出口から徒歩1分 

 ＪＲ上野駅広小路口から徒歩5分 



【問い合わせ先】 
木曽森林管理署　森林技術指導官　久保　喬之 　 
電話 0264-52-2083
木曽地域振興局　林務課　畑　有介
電話 0264-25-2224

参加申し込みは裏面の申込書により FAX
または右の QR コードにてお申し込み下さい。

参加締切り２月１６日 申込用QRコード申込用QRコード

※中部森林管理職 HP、木曽地域振興局 HP でもご案内

しております。

講師の紹介
ジビエ料理研究家
信州ジビエマイスター
農園カフェラビット経営

ジビエ料理食事会
講師　　ジビエ料理研究家　児玉　信子氏

ジビエ（Gibier）とはフランス語で、狩猟で捕獲したシカやイノシシな
ど野生の獣や鳥の肉のこと、ヨーロッパでは高級食材として昔か
ら人気があります。動物の尊い命を奪う代わりに暮らしの中
で生かし、命に感謝していかなければなりません。
山野を駆け巡った天然の肉は、脂肪が少なく栄養価も高
い、まさに森からの贈り物。今回、ジビエ料理研究家
児玉信子氏が腕をふるい、ジビエ料理を紹介します。場所：上松町ねざめ亭

2 月 28日
（水）18:00 より

参加料 3,000 円

木曽の地酒と一緒にジビエ料理５品程度を紹介します先着５０名

農業や林業に被害を与えるという理由から有害鳥獣
と呼ばれる野生の獣たち、、たくさんのシカやイノシ
シが捕獲され、何にも利用されることなくただ廃棄され
ています。その現状を嘆いた猟師の井野春香氏は、獣の命
に感謝し「暮らしの中で大事に使っていく」ことを伝えるた
め、「けもかわ PROJECT」を立ち上げました。命の尊さ、重さを
伝える、あたたかなプロジェクトの紹介です。

講師　けもかわプロジェクト　代表　井野　春香氏

講演会　ーけもかわプロジェクトー

講師の紹介
1988 年　熊本県出身

熊本県立菊池農業高校卒業後
　　　　  島根大学生物資源科学科卒業。
2010 年　NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センター就職
2013 年　泰阜村役場地域おこし協力隊就任
2016 年　個人事業として「けもかわ project」開業

場所：木曽合同庁舎
二階講堂

2月 28日（水）
14:30 より

入場無料

森の中で生き、 暮らしの中でも生き森の中で生き、 暮らしの中でも生き

木曽谷は古くから豊かな森林に囲まれ、さまざまな恩恵を森林から受けてきました。
有害鳥獣と呼ばれる動物、中でも近年増えすぎたシカは地域の森林への被害を拡大させる可能
性があり、被害を抑えるためには捕獲し適正な生息数に戻す必要があります。
今、この捕獲したシカを森からの恵みとし、地域の資源として有効に利用し、暮らしの中に生
かしていく事が必要なのです。

森に生きる命に感謝
ーけもかわプロジェクトの取組とジビエ料理食事会ーーけもかわプロジェクトの取組とジビエ料理食事会ー

2 月2 月
28 日28 日

主催 ： 中部森林管理局木曽森林管理署、 長野県木曽地域振興局
共催 ： 長野林政協議会木曽流域部会、 木曽猟友会、 木曽山林協会



木曽森林管理署 森林技術指導官　久保　あて

【FAX ： 0264-52-4059】参加申込書

参加については２月１６日 （金） までに FAX 又は電子メールにてご返送願います

森に生きる命に感謝
－けもかわプロジェクトの取組とジビエ料理食事会－

下記のとおり参加を申し込みます。

参加する企画に○を記入して下さい。　※両方参加される方は両方に○

【講演会に参加します・食事会に参加します】

※ご記入いただきました情報は、緊急時の連絡等のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。

【申込み方法】

■ＦＡＸでのお申込み

この参加申込書に記入しＦＡＸしてください。

ＦＡＸ番号 ０２６４５２４０５９

■電子メールでのお申込み

右の QR コードを読み取り内容を記入し送信してください。

［その他］

・食事会に参加の方は、参加費 (３，０００円 ) を当日会場受付でお支払いください。

・食事会は飲酒を伴うイベントですので飲酒される方はお車のご来場をご遠慮下さい。

・食事会は木曽郡内にお住まいの方、先着５０名で締め切らせていただきます。

・食事会は申し込みの状況により関係者の方の申し込みはお断りする場合もありますので

御了承ください。

会社名等

ふりがな

氏 名

住 所

連絡先電話番号

食食事会参加の方は下記項目へ○を記入願います。は下記項目へ○を記入願います。

・ 地酒の飲酒について　　　　　　　　　　　　　　　　　 【飲酒する ・ 飲酒しない】

・ 食事会会場のねざめ亭までの来場について　　　【自家用車 ・ 送迎バス】

・ 送迎バス利用の方は下記乗車場所と下車場所にチェックをお願いします　

□ 【17:00】木曽合同庁舎 【20:00】ねざめ亭　発

□ 【17:10】木曽福島駅 □ 【20:10】上松駅

□ 【17:30】上松駅 □ 【20:20】木曽合同庁舎

【17:40】ねざめ亭　着 □ 【20:30】木曽福島駅

乗車場所 下車場所

バス運行路程と運行時間

申込用QRコード申込用QRコード


