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農業粗⽣産額		
http://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0208/09.html	
農業総産出額とは、農家の⼈が稲作（いなさく）や、野菜栽培（やさいさいばい）、果実栽培（かじ

つさいばい）、畜産（ちくさん）などの農業⽣産（のうぎょうせいさん）によって得（え）られた農

畜産物（のうちくさんぶつ）と、その農畜産物を原料（げんりょう）として作られた加⼯農産物（か

こうのうさんぶつ）を販売（はんばい）して得た利益額（りえきがく）のことです。�

2017（平成29）年の⽇本の農業総産出額は92,742憶円でした。主（おも）な農業の部⾨別（ぶも

んべつ）の順位（じゅんい）は、次のとおりです。�

1位�野菜 24,508憶円��

2位�⽶� 17,357憶円�

3位�果実� 8,450憶円�

4位�⽣乳� 7,402憶円�

5位�⾁⽤⽜���7,312憶円	

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162201/files/2011042200080/2011042200080_www_pref_kochi_lg
_jp_uploaded_life_68327_210832_misc.doc	

その年の１⽉から12⽉の１か年の間に⽣産された農産物や加⼯農産物について、	

	 	 ⽣産量に農家庭先販売価格を乗じ算出したもので、市町村を推計単位としたもの	
	 				都道府県及び市町村における農業振興を図るうえで重要な基礎資料となる	
	 				平成12年までは「農業粗⽣産額」という名称を使⽤していたが、全国を１つの	
																			 推計単位として算出する「農業総算出額」と市町村を推計単位とする「農業粗⽣
産額」とは推計上の概念に変わりがないことから、平成13年から名称を変更した	

	

セシウム汚染	

https://genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/824	

東京電⼒福島第⼀原発事故から７年半。半減期が２年と短いセシウム１３４は当初の１０分の１

未満にまで減った。今後は半減するまで３０年かかるセシウム１３７がほとんど。濃度低下のス

ピードは遅くなる可能性が⾼い。��

http://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0208/09.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162201/files/2011042200080/2011042200080_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_life_68327_210832_misc.doc
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/162201/files/2011042200080/2011042200080_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_life_68327_210832_misc.doc
https://genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/824


 （本紙： ⼭川剛史、⼩川慎⼀  協⼒：関東学院⼤ 鎌⽥素之准教授）�

�
	

	

https://jisin.jp/domestic/1709440/�

原発事故から8年⽬の「17都県最新放射能測定マップ」は次のとおり（各地点で測

定した⼟壌のセシウム134＋セシウム137の数値を、減衰補正により2019年1⽉に

換算して表した）。�

��

■⻘森県の⼟壌汚染：最⾼値14.9Bq／kg、中央値3.59Bq／kg�

■岩⼿県の⼟壌汚染：最⾼値3,030Bq／kg、中央値103Bq／kg�

https://jisin.jp/domestic/1709440/


■秋⽥県の⼟壌汚染：最⾼値180Bq／kg、中央値8.49Bq／kg�

■宮城県の⼟壌汚染：最⾼値20,493Bq／kg、中央値249Bq／kg�

■⼭形県の⼟壌汚染：最⾼値787Bq／kg、中央値44.2Bq／kg�

■福島県の⼟壌汚染：最⾼値112,759Bq／kg、中央値1,291Bq／kg�

■茨城県の⼟壌汚染：最⾼値4,219Bq／kg、中央値257Bq／kg�

■栃⽊県の⼟壌汚染：最⾼値20,440Bq／kg、中央値335Bq／kg�

■群⾺県の⼟壌汚染：最⾼値2,490Bq／kg、中央値315Bq／kg�

■埼⽟県の⼟壌汚染：最⾼値1,153Bq／kg、中央値82.7Bq／kg�

■⼭梨県の⼟壌汚染：最⾼値398Bq／kg、中央値16.2Bq／kg�

■⻑野県の⼟壌汚染：最⾼値1,038Bq／kg、中央値3.92Bq／kg�

■新潟県の⼟壌汚染：最⾼値397Bq／kg、中央値8.48Bq／kg�

■千葉県の⼟壌汚染：最⾼値4,437Bq／kg、中央値339Bq／kg�

■東京都の⼟壌汚染：最⾼値1,663Bq／kg、中央値65.3Bq／kg�

■神奈川県の⼟壌汚染：最⾼値433Bq／kg、中央値46.5Bq／kg�

■静岡県の⼟壌汚染：最⾼値515Bq／kg、中央値12.6Bq／kg�

	

簡易型茶飲料	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#box_search=%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81
%9F%E3%81%84%E8%A8%80%E8%91%89%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A
%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84&kensuu
=100&sort=0&logic=1&page=0&bunya=&koumoku=11013&db=&uid=0	

	 	簡易型茶飲料	、とりわけ緑茶飲料は各種清涼飲料のなかでも最も繊細な飲料であるため、加
熱殺菌処理による	カテキン類	および⾹りの劣化が起こりやすい。その防⽌対策として、⽸⼊り飲
料では、加熱充填による	溶存酸素	量の低減化、⾼温での体積膨張によるヘッドスペース量の減少

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#box_search=%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E8%A8%80%E8%91%89%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84&kensuu=100&sort=0&logic=1&page=0&bunya=&koumoku=11013&db=&uid=0
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#box_search=%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E8%A8%80%E8%91%89%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84&kensuu=100&sort=0&logic=1&page=0&bunya=&koumoku=11013&db=&uid=0
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#box_search=%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E8%A8%80%E8%91%89%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84&kensuu=100&sort=0&logic=1&page=0&bunya=&koumoku=11013&db=&uid=0
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#box_search=%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E8%A8%80%E8%91%89%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84&kensuu=100&sort=0&logic=1&page=0&bunya=&koumoku=11013&db=&uid=0
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11013
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10924
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15388


化、巻締め時の窒素ガス封⼊による酸素除去などの対策が⾏なわれている。同様に、ペットボト

ル⼊り緑茶飲料では、加熱充填による	溶存酸素	量の低減化、⾼温での体積膨張によるヘッドス
ペース量の減少化、酸素透過性の少ないハイバリヤー性ボトルの使⽤などの対策が取られてい

る。	

	

特定保健⽤⾷品認可茶飲料	

https://www.suntory.co.jp/customer/faq/001935.html	

「特定保健⽤⾷品（トクホ）」とは、有効性、安全性などの科学的

根拠を⽰して、国の審査のもとに消費者庁(※)の許可を受けた⾷品

のことを指します。�

1991年に栄養改善法で法制化された⾷品で、｢特定の保健の⽬的で摂取する者に対

し、その摂取により当該保健⽬的が期待できる旨の表⽰が許可された⾷品をいう｣と

定義されています。�

(※)2009年9⽉創設。⾷品衛⽣法やＪＡＳ法、健康増進法等の法律が消費者庁に移

管される中で特保制度の所管も厚⽣労働省から消費者庁に移⾏。�

農林⽔産物輸出促進事業	
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_conf/index.html�

農林⽔産物等輸出促進全国協議会は、我が国の⾼品質な農林⽔産物・⾷品の輸出

を⼀層促進するため、関係者が⼀体となった取組を推進することを⽬的に、平成

17年4⽉27⽇設⽴されました。�

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=15388
https://www.suntory.co.jp/customer/faq/001935.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_conf/index.html


農林⽔産団体、⾷品産業・流通関係団体、外⾷・観光関係団体、経済団体、47

都道府県知事、地域ブロック輸出促進協議会、関係省庁が参加し（全173会員

（平成30年12⽉現在））、官⺠⼀体となった取組を推進しています。�

�

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_intro/pdf/2603.pdf�

�

�

⽇本茶輸出促進協議会	

http://www.nihon-cha.or.jp/export/	

⽇本茶輸出促進協議会は、⽇本茶の輸出を促進するため、輸出に適した産地の育成、輸出先国の輸⼊条件の把握

や、それへの対応策、輸出先国におけるセミナーの実施やPR等を通じて、⽇本茶の普及態勢を整備し、⽇本茶

業の振興に資することを⽬的に設⽴致しました。�

 これまで、それぞれの団体・関係者が実施していた輸出⽤茶の⽣産体制の整備、輸出環境の整備等を⼀体的に

進めてまいります。�

�

�

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_intro/pdf/2603.pdf
http://www.nihon-cha.or.jp/export/


藩制	

https://kotobank.jp/word/%E8%97%A9%E5%88%B6-606701	

１�		封建時代	、	地⽅	に	藩	を置いて国を治める制度。	

２�	藩内における諸制度。	

	

加⼯農産物	

https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%81%AE
%E5%8A%A0%E5%B7%A5-809551	

農畜産物を原料として物理的・化学的変化を加えて新たに⽣産物を⽣産す

ることをいう。	
�

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/syokuhin/6ji/attach/pdf/23susu

me-4.pdf�

https://kotobank.jp/word/%E8%97%A9%E5%88%B6-606701
https://kotobank.jp/word/%E5%B0%81%E5%BB%BA%E6%99%82%E4%BB%A3-627430#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9-72427
https://kotobank.jp/word/%E8%97%A9-117798
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%B7%A5-809551
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%B7%A5-809551
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/syokuhin/6ji/attach/pdf/23susume-4.pdf
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/syokuhin/6ji/attach/pdf/23susume-4.pdf


�

�

奥久慈茶・猿島茶	

https://okukuji-cha.jp/?page_id=178	

https://okukuji-cha.jp/?page_id=178


茨城は、関東有数のお茶の産地です。県内には、南⻄部の「さしま茶」、県央部の

「古内茶」、そして、県最北に位置する「奥久慈茶」と３つの茶産地があります。	

	

奥久慈茶の特徴	

	 奥久慈茶は、久慈川の源流がある⼋溝⼭地に近い町北部の集落の⼭間の畑で栽培されています。	

500軒ほどの農家が、やぶきた種を中⼼にお茶栽培を⾏っています。	その栽培⾯積は119ヘクタール

で、製茶の年間⽣産量は120トンという、⼩さなお茶産地です。	

多くの茶畑が⽇当たりの良い産地地斜⾯や河岸段丘を利⽤して栽培されています。	

	

https://www.ibaraki-shokusai.net/brand/tea/	

⽇本茶として初めて海外に輸出�

さしま茶�

�

https://www.ibaraki-shokusai.net/brand/tea/


特⻑�

⽢みが強く、まろやかな深蒸し�

茨城県⻄部で⽣産されている、さしま茶。安政6年（1859年）には、⽇本茶として初めて海外に輸

出されました。煎茶を作る最初の⼯程「蒸し」の時間を⻑くとる「深蒸し製法」により、⽢味が強

く、まろやかな味に仕上がります。⼈気の⼿揉み茶は、数百g�の茶葉を得るのに、4〜7時間もかか

る、重労働から⽣まれます。できあがった⼿揉み茶は、針状で艶があり、湯を注ぐと元の茶葉の形が

現れます。その茶の⾊は⼭吹⾊で、⼿揉みならではの深い⾹りと味わいがあります。伝統の茶摘み製

法の技術継承のため、若⼿を中⼼に組織された「さしま茶⼿揉保存会」が、「全国⼿もみ製茶技術競

技⼤会」で平成23年と平成27年の2回優勝するなど、全国的にもその味が評価されています。�

	

武蔵川越	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9	

川越藩（かわごえはん）は、	武蔵国	⼊間郡	（現在の	埼⽟県	川越市	）周辺を領した	藩	。武
蔵国⼀の⼤藩。藩庁は	川越城	に置かれた	

https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%
BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E9%96%A2%E6%9D%
B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B7%9
D%E8%B6%8A%E8%97%A9-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C/	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E9%96%93%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%9F%8E
https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C/
https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C/
https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C/
https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E8%97%A9-%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C/


	

	

	

狭⼭⽕⾹	

http://ichajing.com/%e7%8b%ad%e5%b1%b1%e8%8c%b6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%82%8
4%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%ef%bc%89	

http://ichajing.com/%e7%8b%ad%e5%b1%b1%e8%8c%b6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%82%84%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%ef%bc%89
http://ichajing.com/%e7%8b%ad%e5%b1%b1%e8%8c%b6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%82%84%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%ef%bc%89


	

	

⻄多摩郡瑞穂町等	



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA	

瑞穂町（みずほまち）は、	東京都	の	多摩地域	にある	町	である。	⻄多摩郡	に属し、	多摩地
域	に3つある町のひとつ。	

狭⼭丘陵	の⻄端に位置している。南部は	在⽇⽶軍	横⽥基地	[1]	で占められているため、⼈
⼝密度が約2,000⼈/km	2	と周辺と⽐べて低い。	⼈⼝は2005年ごろをピークに微減してい
る。	

http://map-it.azurewebsites.net/Map/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD__%E8%A5%BF
%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1_%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA/mint	

	

	画像をダウン
ロード	

	

⾜柄地⽅	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%9F%84%E7%9C%8C	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%9C%B0%E5%9F%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E4%B8%98%E9%99%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E7%94%B0%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA#cite_note-1
http://map-it.azurewebsites.net/Map/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD__%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1_%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA/mint
http://map-it.azurewebsites.net/Map/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD__%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1_%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA/mint
http://map-it.azurewebsites.net/ja/DownloadPng?src=https%3A%2F%2Fmapitdata.blob.core.windows.net%2Fimg01%2Fja%2Fmint%2F%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD__%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1_%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA.500x500.png
http://map-it.azurewebsites.net/ja/DownloadPng?src=https%3A%2F%2Fmapitdata.blob.core.windows.net%2Fimg01%2Fja%2Fmint%2F%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD__%E8%A5%BF%E5%A4%9A%E6%91%A9%E9%83%A1_%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA.500x500.png
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%9F%84%E7%9C%8C


⾜柄県（あしがらけん）は	1871年	（	明治	4年）に	相模国	⻄部、	伊⾖国	を管轄するために
設置された	県	。現在の	神奈川県	⻄部、	静岡県	伊⾖半島	、	東京都	伊⾖諸島	にあたる。	

	

相模国	⾼座郡	は、	安政の五ヶ国条約	による外国⼈の遊歩区域に含まれることから	神奈川
県	の所属に改められ、	相模川	が神奈川県との境界となった。これにより、⼩⽥原県、荻
野⼭中県、韮⼭県が統合され、上記区域内に分布していた六浦県などの⾶地も管轄下に

編⼊された。⼀⽅で、韮⼭県が従来管轄していた	武蔵国	内などの区域は神奈川県などの
管轄下に編⼊された。	

1876年	（明治9年）、第2次府県統合により相模国が神奈川県に、伊⾖諸島を含む伊⾖
国が	静岡県	に合併され、⾜柄県は廃⽌された	[2]	。	

	

太⽥川	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D	

太⽥川（おおたがわ）は、	広島県	を流れる	⼀級河川	太⽥川⽔系の本流。中流域は	環境省
の	名⽔百選	に選定されている	[1]	。	

	

http://www.shizuoka-kasen-navi.jp/html/ota/basic_02.html	

太⽥川⽔系の概要�

太⽥川の⽔源は静岡県周智郡森町⼤⽇⼭（881m）に発し、森町を縦断しつつ、途中、三

倉川、瀬⼊川を合わせ、平野部を流れます。さらに南流し、磐⽥市域で敷地川を、浅⽻町

域で原野⾕川を合わせ、河⼝付近でぼう僧川と合流し、遠州灘に注ぎます。��

流域�⾯積約488平⽅キロメートル、幹線流路延⻑は約44kmの�⼆級河川�です。流域に関わ

る市町村は、磐⽥市（旧豊⽥町・旧福⽥町・旧⻯洋町・旧豊岡村を含む）、掛川市（旧⼤

須賀町・旧⼤東町地域は含まず）、袋井市（旧浅⽻町含む）、菊川市（旧菊川町・旧⼩笠

町）と、森町の4市1町です。�

https://ja.wikipedia.org/wiki/1871%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%BA%A7%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E9%80%9A%E5%95%86%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1876%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%9F%84%E7%9C%8C#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%B4%9A%E6%B2%B3%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E6%B0%B4%E7%99%BE%E9%81%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D#cite_note-1
http://www.shizuoka-kasen-navi.jp/html/ota/basic_02.html
http://www.shizuoka-kasen-navi.jp/html/glossary/glossary19.html
http://www.shizuoka-kasen-navi.jp/html/glossary/glossary17.html


太⽥川流域

概念図�

	

美濃茶	

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/nosanbutsu/11423/index_12583.html	

⼭紫⽔明の地「岐⾩」。県の北部、東部の⼤部分は北アルプス、中央アルプスなどの3000ｍ級

の⼭々をいだき、こうした⼭々を源として揖斐、⻑良、⽊曽の三つの川が悠々と流れています。�

このような美濃・⾶騨の豊かな⾃然の中で育まれた「美濃茶」。美しい⾃然は時に厳しくもあり

ますが、それが茶の⼒を引き出し、茶本来の豊かな⾹りと味を⽣み出しています。�

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/nosanbutsu/11423/index_12583.html


「美濃茶」は、⻄美濃地域の「美濃いび茶」、美濃中央地域を中⼼とする「美濃⽩川茶」が⼆⼤

銘柄として販売されており、各地域には他にも個性的な銘柄が数多くあります。また、優れた気

象条件を⽣かして、「�ぎふクリーン農業�」「有機農産物」の認定制度による、おいしくて「安

全・安⼼」な茶の⽣産が進められています。�

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%84%E3%81%B3%E8%8C%B6	

美濃いび茶（みのいびちゃ）は、	美濃茶	の中でも	揖斐郡	、	不破郡	が主な産地のお茶	[1]	。	

● 揖斐の茶産地（	池⽥町	、	揖斐川町	）で⽣産される茶を	揖斐茶	という。	
● 不破の茶産地（	垂井町	、	関ケ原町	、	⼤垣市	（旧	上⽯津町	含む））で特に垂井
町で⽣産される茶を	不帰茶	という	[2]	。	

● 	
	

	

⽩川町	

https://www.town.shirakawa.lg.jp/profile/	

本町は、岐⾩県の中南部にある加茂郡の東部に位置し、北は下呂市、⻄は七宗町、

南は⼋百津町、恵那市、東は東⽩川村、中津川市に接しています。�

東⻄約24ｋｍ、南北約21ｋｍで237.89k㎡と�広⼤な⾯積を有しており、その約

87％は⼭林。地勢は、海抜150ｍから1,223ｍと⾼低差が激しく、平野部はわず

かで可住地⾯積は全体の5％程度。�町の⻄端を⽊曽川⽔系の⾶騨川が流れ、それに

そそぐ、佐⾒川(さみがわ)、⽩川(しらかわ)、⿊川(くろかわ)、⾚川(あかがわ)が扇

状に東側に伸び、それらの流域に集落が点在してます。�

気象�

本町の気候は内陸性気候に属し、年間平均気温が１２℃。�冬季においてはしばしば

零下となります。また、４⽉下旬から５⽉下旬にかけての低温が「晩霜」となり、�

特産⽩川茶に⼤きな被害を与えることがあります。年間降⽔量は２２５０ｍｍ程度

で夏季に全体の半分近くの降⽔が集中します。なお、降雪も少なく、根雪もありま

せん。�

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E7%94%BA	

⽩川町（しらかわちょう）は、	岐⾩県	加茂郡	にある	町	である。	東濃ひのき	や	⽩川茶	、	⻨
飯⽯	を産することでも知られている。同じ岐⾩県内に、合掌造りの家々があることで有
名な	⼤野郡	⽩川村	があるがそちらは	⾶騨地⽅	であり、直接の関わりはない。	

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%84%E3%81%B3%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%BE%8E%E6%BF%83%E8%8C%B6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%A0%B4%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%84%E3%81%B3%E8%8C%B6#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%94%BA_(%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E5%B7%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%82%E4%BA%95%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%82%B1%E5%8E%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9E%A3%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%9F%B3%E6%B4%A5%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%B8%B0%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%84%E3%81%B3%E8%8C%B6#cite_note-2
https://www.town.shirakawa.lg.jp/profile/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%8C%82%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%BF%83%E3%81%B2%E3%81%AE%E3%81%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E9%A3%AF%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E9%A3%AF%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%87%8E%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%A8%A8


⾜助寒茶	

https://wattana7.blog.so-net.ne.jp/2016-12-31	

昭和５５年（１９８０年）４⽉２７⽇に開館した⾜助屋敷がある愛知県豊⽥市⾜助町	（あす
けちょう）	辺りで近年まで「⾜助の寒茶」と呼ばれる⾃家⽤の番茶が作られていたそうで
す。	

	

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E8%B6%B3%E5%8A%A9%E5%AF%92
%E8%8C%B6	

⾜助寒茶（あすけのかんちゃ）は、	愛知県	で⽣産されるお茶。	

豊⽥市	⾜助町	が産地で、秋に整枝を⾏わずに伸ばした芯芽を冬の間に刈り取り、茹でた
後⼆⽇ほど⽇⼲しし、さらに室内で乾燥させたもの。茹でずに蒸した後、室内で広げ乾

燥させる場合もあるようである。	

	

政所茶	

http://www.seiseido.com/mandokoro/mandokoro.htm	

琵琶湖の東部、鈴⿅⼭系の渓⾕に位置する政所。	

まさに、陸の孤島と称されるこの地で、室町時代から受け継がれた栽培法を今も変わること

なく守られている。	

また、⽯⽥三成が幼少のころ秀吉に出したとされる三杯の茶	【	三献茶	】	としても有名で秀吉
は⽣涯、政所茶を愛したと⾔われ、後に朝廷や彦根藩にも献上されていた。	

	

栂尾	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%82%E5%B0%BE	

以下は京都の地名で、「とがのお」と読むもの。	

● 京都市	右京区	梅ケ畑栂尾町周辺	
栂尾⼭	⾼⼭寺	の周辺を指す地名。単に「栂尾」という場合、多くはこの地名
である。栂ノ尾とも表記される。	
古くからの霊場であり、また畿内における茶栽培発祥の地。「紅葉の名所三

尾」（	⾼雄	・	槙尾	・栂尾）のひとつ。	
● 京都市	中京区	⻄ノ京栂尾町	-	JR	⼆条駅	周辺の地域を指す地名。	

https://wattana7.blog.so-net.ne.jp/2016-12-31
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E8%B6%B3%E5%8A%A9%E5%AF%92%E8%8C%B6
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E8%B6%B3%E5%8A%A9%E5%AF%92%E8%8C%B6
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E8%B1%8A%E7%94%B0%E5%B8%82
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E8%B6%B3%E5%8A%A9%E7%94%BA&action=edit&redlink=1
http://www.seiseido.com/mandokoro/mandokoro.htm
http://www.seiseido.com/goannai/sankencha.html
http://www.seiseido.com/goannai/sankencha.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%82%E5%B0%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%9B%84_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%98%8E%E5%AF%BA_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%BA%AC%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9D%A1%E9%A7%85


とがお」と読まれることの多いもの。	

● 栂尾城	-		猿倉城	の別名。	富⼭市	内・猿倉⼭かつて存在した。	
● 栂尾⼭	-	六甲連⼭の⻄にある⼩⼭。横尾⼭の南に位置し、標⾼274m。頂上付
近までつづく“300階段”（“400階段”とも）で知られる。	

	

	

つがお	[	編集	]	

栂尾神楽で知られる宮崎県・	椎葉村	の栂尾や、徳島県	美⾺市	栂尾など、地名の例があ
る。	

	

	

https://kotobank.jp/word/%E6%A0%82%E5%B0%BE-104561	

京都市右京区梅ヶ畑の⼀地区。⼤堰川	⽀流	の	清滝川	に沿う景勝地で，紅葉
の名所。⾼⼭	(こうざん)	寺の	所在地	として有名。	⾼雄	，	槇尾		(まきのお)	と
ともに	三尾		(さんび)	と呼ばれることもある。また，⽇本における	臨済宗	の
開祖栄⻄が中国から持帰った茶を	明恵	が初めて栽培した地ともいわれてい
る。	

	

	

和束町	
http://www.town.wazuka.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=48&frmCd=21-1-1-0-0	

安積親王(聖武天皇第五皇⼦)陵墓をはじめ、古い時代の遺跡、地名などが随所に
残っており、弥⽣時代には、この地にも集落が形成されていたことが推測されま

す。	
	

奈良時代には、恭仁京と紫⾹楽宮を結ぶ交通路として開けました。そして、平安時

代から鎌倉時代には、この地は、和⾖⾹杣之荘、和束荘などと呼ばれ、主に寺社の

⽤材を伐り出すための領地となっていましたが、江⼾時代の初期、⼆代将軍秀忠の

娘が天皇の中宮となられたとき、この地を化粧料として朝廷へ献上され、皇室の直

轄地「禁裏御料地」として、独⾃の⽂化を育んできました。	
	

昭和28年8⽉には、南⼭城⼤⽔害により、多⼤の被害を受けましたが、その後、昭
和29年に⻄和束村・中和束村・東和束村が合併して和束町が誕⽣し、昭和31年には
湯船村を編⼊して今⽇に⾄っています。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%BF%E5%80%89%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%82%E5%B0%BE&action=edit&section=3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E8%91%89%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E9%A6%AC%E5%B8%82
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%82%E5%B0%BE-104561
https://kotobank.jp/word/%E6%94%AF%E6%B5%81-535875
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%85%E6%BB%9D%E5%B7%9D-1302318
https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%9C%B0-534519
https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E9%9B%84-318748
https://kotobank.jp/word/%E6%A7%87%E5%B0%BE-135719
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%B0%BE-138245
https://kotobank.jp/word/%E8%87%A8%E6%B8%88%E5%AE%97-150337
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E6%81%B5-139737
http://www.town.wazuka.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=48&frmCd=21-1-1-0-0


	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9D%9F%E7%94%BA	

⼈が輝き美緑（みりょく）あふれる郷	和束」を町の標語に掲げている。町の特産品
は、	お茶	、	松茸	、	トマト	。	

	

http://wazukanko.com/	
京都府相楽郡和束町。�

京都府の南部に位置する和束町は別名「茶源郷」とも呼ばれ、⽇本のお茶⽂化を発信す

る数少ない町です！�

来て、観て、⾷べて、ここでしかできない様々なアクティビティを体験してください。�

いいとこ和束〜茶源郷〜は和束町の観光に関する様々な情報を発信する公式サイトで

す。�

（※「茶源郷」という場所やテーマパークがあるわけではありません）�

皆様のお越しを⼼よりお待ちしております。�

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9D%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%82%BF%E3%82%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88
http://wazukanko.com/


	

	

⺟⼦茶	
http://www.kirameki-cha.com/where.htm	

兵庫県三⽥市の中⼼から北へ約20km、標⾼500mの⺟⼦（もうし）地区は⺟⼦茶の産地と
して古くから知られています。傾斜地が多く、昼と夜の気温差があってお茶の栽培には最適

で、茶畑の⾵景とともにお茶⽂化の伝統をそこここに伝えています。	

	

紀州茶	
https://irocore.com/kishucha/	

http://www.kirameki-cha.com/where.htm
https://irocore.com/kishucha/


紀州茶（きしゅうちゃ）とは、	⻩みの暗い茶⾊	のことです。『	銀煤⽵ぎんすすたけ	』の

別名。	

江⼾中期の亨保年間に⼩袖こそでの⾊として流⾏した⾊です。	

元は『	銀煤⽵	』と呼ばれていた⾊ですが、徳川御三家の“紀州候”が愛好したことから、

『	紀州茶	』の別名がつきました。	

	

https://www.pinterest.jp/pin/396598310917261372/	

紀州茶（きしゅうちゃ）とは、⽵のすすけたような⾚⿊い⾊に銀⾊を加味したような⾊のことで

銀煤⽵の別名です。御三家の紀州候が愛⽤した⾊であったことから、この⾊名がつきました。｜

⽇本の⾊（伝統⾊・和⾊）422⾊の由来。�

�

�

伯太茶	

https://idle-moment.com/dictionary/tea-shimane/	

産地：安来市伯太町	

伯太茶・伯太番茶は、⽣産量・栽培⾯積ともに島根県で⼀番を誇る安来市伯太（は

くた）地⽅で作られるお茶のこと。	

伯太茶は、奥出雲の伯太川沿いの⼭麓で⽣まれた煎茶で、深い⽢みとほのかな苦

味、まろやかな喉ごしが特徴とされています。	

伯太番茶は、⼭陰地⽅で多く⾒られた⽇⼲し番茶の⼀種。時間をかけて炒り上げて

いるので⾹気が良く、⼝当たり柔らかなのが特徴。カフェイン、タンニンが少なく

刺激の少ないため、幅広く⼦供から⼤⼈まで愛飲されるお茶として⼈気。	

	

http://irocore.com/ginsusutake/
https://www.pinterest.jp/pin/396598310917261372/
https://idle-moment.com/dictionary/tea-shimane/


https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E8%8C%B6	

伯太茶（はくたちゃ）は、	島根県	産のお茶の⼀つ。	安来市	伯太地⽅の	伯太川	沿いの⼭麓
で⽣産される。		伯太番茶	も参照。	

	

	

⽇⼲番茶	
http://www.yoshino-ooyodo.com/	
奈良県吉野郡⼤淀町は基幹産業として古くより商業が発達し、地域雇⽤に重要な役割を果たしてきました。伝統

的産業の梨とお茶という⼀次産業も古くから⽣産が⾏われており、その中でも中増地区の『番茶』は、⽣産者の

努⼒で東京などでも認められております。江⼾時代以前より⽣産されてきた中増のお茶が秘める存在⼒は⾼く、

当町でもっとも有効な地域資源と⾔えるでしょう。�

	

http://www.yoshino-ooyodo.com/producer.html	

奈良県の吉野郡⼤淀町・中増地区にて江⼾時代前より製造されている天⽇⼲し番茶が�『吉野⼤淀�⽇⼲番茶』

（よしのおおよどにっかんばんちゃ）です。中増地区は⾚⼟で地⼒が強いため味が濃いお茶に仕上がります。�

⽇⼲番茶の特⻑は煎茶に⽐べて渋みや苦味成分が少なく、胃にやさしく飲みやすいという点です。�

�

http://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?frmId=460	
深い⾹ばしさと渋みの少ないソフトな味わい、そしてのどごしのよさ。そんな特徴

を持つ⽇⼲番茶は、⼤淀町中増の丘陵地で江⼾時代以前から⽣産されています。こ

の中増の地域は、⽇当たりと⽔はけがよいことからお茶の栽培に適しており、その

歴史は江⼾時代にまでさかのぼります。⼤淀町史では、嘉永16（1639）年には中増

村（現中増地区）で「村⾼」以外に「茶年貢」という制度があったことを伝えてい

ます。	

	
	

作州(美作)番茶	
https://www.chao.jp/sencha/post-563	

美作番茶（みまさかばんちゃ）は�

岡⼭�県の美作地⽅で作られる伝統的な番茶で、作州番茶（さくしゅうばんちゃ）と

も呼ばれています。�

煎茶�⽤として⼀番茶を摘んだ後に伸びた茶葉と枝を刈り取り、鍋で葉が簡単にとれ

る程度に時間をかけて煮た後、茎は細かく切断して混ぜて天⽇乾燥させる。�

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E8%8C%B6
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%A5%E5%B8%82
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E5%B7%9D&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%95%AA%E8%8C%B6
http://www.yoshino-ooyodo.com/
http://www.yoshino-ooyodo.com/producer.html
http://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?frmId=460
https://www.chao.jp/sencha/post-563
https://www.chao.jp/tag/%e5%b2%a1%e5%b1%b1
https://www.chao.jp/category/sencha


鍋の中の茶の煮汁をかけながら茶葉に光沢が出るまでよく乾燥させ丸⼀⽇かけて製

品になります。番茶と⾔えば規格外、低級品のお茶のことですが、完成した美作番

茶の中から厳選した茶葉は武蔵番茶として販売されます。�

とくに美作（みまさか）海⽥周辺の茶園は全国的にも有名で、「美作番茶」は宮本

武蔵も愛飲したといわれています。�

�

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/1313�
岡⼭茶：�

海⽥茶、美作番茶、武蔵番茶、作州晩茶（⽇⼲番茶）。�

※美作番茶（みまさかばんちゃ）�

岡⼭県の東北部美作地⽅で作られる伝統的な番茶。�

作州番茶ともいう。�

普通煎茶⽤として⼀番茶を摘採した後の伸びた枝葉を⼟⽤の頃刈り取り、⼤鍋で葉が簡単にとれ

る程度に時間をかけて煮た後、茎は細かく切断して混ぜ、筵に広げて天⽇乾燥する。�

さらに、茶葉の乾き具合を⾒ながら、鍋の中の茶汁を散布しつつ乾かすと茶葉に光沢が出る。�

ほぼ⼀⽇で仕上げる。�

よく乾燥させたものを⾵選し、⼤型のものはさらに切断し、製品化する。�

原料のよいものを使って、丁寧に製造されたものを使って、丁寧に製造されたものは、武蔵番茶

と呼ばれている。�

�

�

防⻑茶	
https://www.cha-nomi.com/owner/diary/1007.html	

⼭⼝県はかつての国名では	周防	と	⻑⾨	の⼆国から	成り⽴っています		いわゆる	防⻑⼆国です	

江⼾時代には	⻑州藩とよばれ⽑利さんが治めていたのですが	その頃のお茶は「防⻑茶」と呼ば
れていて	江⼾時代後期の⻑州藩の財政⽴て直しに⼀役買ったそうです	

	

https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%8C%B6-1780023	

中国地⽅、	⼭⼝県	の地域ブランド。	

主に	宇部市	などで製造されている。⼭⼝県での茶栽培の起源は約600年前
からといわれる。江⼾時代には	⻑州藩	により奨励され、	明治時代	には防⻑
茶の銘柄で全国市場に名を広めていたと伝えられている。現在、つくられ

ている⼭⼝茶の90%以上は宇部市北部の⼩野地区産で、品種は	やぶきた	。
⽞⽶茶	・番茶・煎茶など幅広く⼈気を得ている。	

	

	

	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/1313
https://www.cha-nomi.com/owner/diary/1007.html
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%8C%B6-1780023
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C-144064
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%A8%E5%B8%82-35097
https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9-97904
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3-1210721
https://kotobank.jp/word/%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%8D%E3%81%9F-2097752
https://kotobank.jp/word/%E7%8E%84%E7%B1%B3%E8%8C%B6-493146


http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/3/3-4.html	
⼭⼝県でお茶の栽培が始められたのは、六百年ほど前からといわれています。江

⼾時代には、⻑州藩が⽣産を奨励したため、県内各地で栽培が⾏われるようにな

り、明治期には、「防⻑茶（ぼうちょうちゃ）」の名で全国的に知られるように

なります。�

現在、特産品となっている⼭⼝茶は、昭和40年代（1965〜）に本格的に⽣産

が⾏われるようになったもので、濃厚な味と芳醇（ほうじゅん）な⾹りが特徴で

す。�

特に宇部（うべ）市⼩野地区は、お茶の⼀⼤産地として知られており、⻄⽇本最

⼤級の規模の⼤茶園が広がっています。現在では茶葉だけでなく、茶葉を使⽤し

たお菓⼦なども作られ、名産品となっています。�

	

	

阿波番(晩)茶	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E6%99%A9%E8%8C%B6	

阿波晩茶（あわばんちゃ）とは、	徳島県	那賀郡	那賀町	（旧	相⽣町	域）と	勝浦郡	上勝町	の
特産品	となっている	乳酸発酵	茶	の	総称	である。	

阿波番茶とも書いていたが、	番茶	とは使⽤する	茶葉	や製法が異なるため、阿波晩茶と書
くように変わりつつある。	

	

https://www.e-cha.co.jp/contents/awa-bancha/#i	

阿波番茶（あわばんちゃ）とは、徳島県那賀郡那賀町の相⽣地区や勝浦郡上

勝町で⽣産されている乳酸発酵茶の総称。	

阿波番茶は、⼀般的に流通している番茶とは製法が異なるため、近年では区

別して	「阿波晩茶」	と表記されることもあります。	

阿波番茶の歴史は古く、弘法⼤師（空海）が伝えたのが起源とされていま

す。	

弘法⼤師が現在の那賀町・上勝町の地域に訪れた際に、⾃⽣する⼭茶を発⾒

し、お茶の製法を地元住⺠に教えたとの⾔い伝えがあります。	

http://www.maff.go.jp/chushi/kj/tyutyo/3/3-4.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E6%99%A9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E8%B3%80%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E8%B3%80%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%94%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%8B%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E7%94%A3%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E7%99%BA%E9%85%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E7%A7%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%AA%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E8%91%89
https://www.e-cha.co.jp/contents/awa-bancha/#i


阿波番茶は、那賀町や上勝町の名産品とされていて、相⽣晩茶・上勝晩茶・

神⽥茶（じでんちゃ）などのブランドが有名です。	

	

https://macaro-ni.jp/59986	

阿波番茶（あわばんちゃ）とは、徳島県の特産茶のこと。阿波“番茶”と書くものの、使⽤する茶
葉や作り⽅が番茶と異なるため、「阿波晩茶」と表記されることもあります。	

	

阿波番茶の最⼤の特徴は、乳酸菌を使って茶葉を発酵させた「後発酵茶」であるということ。半

発酵茶のウーロン茶、全発酵茶の紅茶などいろいろな発酵茶がありますが、後発酵茶の阿波番茶

はプーアル茶と同じ種類になります。	

	

	

髙瀬茶	
http://www.imaya-rouho.co.jp/user_data/maboroshi.php	

⾼瀬茶とは、⾹川�

県では名のしれたお茶の産地、三豊市の⾼瀬町⼆ノ宮地区で�

採取されたお茶で、⾹川県のお茶⽣産量の8割を占めます。�

昭和20年代の後半「寒村の振興になる特産づくり」を検討する中で茶栽培が�

持ち上がり、昭和31年から本格的に栽培を開始しました。�

昭和33年、初めて出品した県茶品評会でいきなり最⾼賞の農林⼤⾂賞を獲得し、�

以後昭和36年には四国茶品評会、昭和40年には関⻄茶品評会でも最⾼賞を獲得し、�

昭和天皇皇后両陛下ご来県の折に新茶を献上したこともあるという、�

銘茶と呼ぶにふさわしい味�を誇っています。�

味と⾹りには絶対の⾃⾝がある⾼瀬茶ですが、⽣産量は全国の出荷量の0.2%と、�

⾮常に希少価値の⾼いものとなっており、そのほとんどが⾹川県内で消費される、�

知る⼈ぞ知る銘茶が⾼瀬茶なのです。�

�

�

新宮茶	
http://www.kirinomori.co.jp/home/shingu_waki_tea/	

新宮茶の歴史は昭和26（1951）年まで遡ります。	

当時の村⻑が今後の特産品作りにと、静岡からお茶の苗⽊を取り寄せて始まったのが新宮茶の栽

培です。そして昭和29年には、	

● 川の朝霧が⽴ちこめる地形であったこと	

https://macaro-ni.jp/59986
http://www.imaya-rouho.co.jp/user_data/maboroshi.php
http://www.kirinomori.co.jp/home/shingu_waki_tea/


● 村の⼟地のほとんどが傾斜地で排⽔がよかったこと	
● 昔からヤマ茶が⾃⽣していたこと	

などお茶栽培に適した新宮村が、愛媛県から選ばれてヤブキタ種が導⼊されました。県内各地で

ヤブキタ種の導⼊は失敗していましたが、新宮村のお茶栽培の中⼼⼈物として参画した脇久五郎

さんが試⾏錯誤の末に初収穫した新宮茶は、静岡県茶業試験場において「⾹気⽇本⼀」の折り紙

がつけられ、現在にまで通じる新宮茶の礎を築いたのです。	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E8%8C%B6	

新宮茶（しんぐうちゃ）は、	愛媛県	四国中央市	新宮町	で完全無農薬	有機農法	によって栽
培されている	⽇本茶	。	

第55回	農業コンクール	で名誉賞、第2回	国際銘茶品評会	で⾦賞を受賞。	

新宮村	の特産品にする⽬的として1951年（昭和26年）に本格的な栽培を開始。	静岡県
からお茶の種や苗⽊を⼊⼿し、ブランド確⽴に向けて取り組み始めた。1955年（昭和
30年）に村内初の茶園が完成。	

さらに	無農薬栽培	にも着⼿し、1986年（昭和61年）に村内全⼾で無農薬栽培を達成し
た	[1]	。	

	

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kankyoumachizukuri/nourinsuisan/nousakumotsu/sing
ucha.html	

この｢やぶきた｣の育成には脇久五郎の功績が⽋かせません。久五郎は全くの未知であるお茶の栽培に

果敢に挑戦し試⾏錯誤を重ねました。この苦労は⾎のにじむような努⼒であったと伝えられていま

す。この久五郎の執念が、当時困難とされていた挿⽊による苗⽊の育成を成功に導き、新鮮な苗⽊が

⼿近に供給され初めた昭和30年、村内初の茶園が完成し新宮茶の安定⽣産へとたどりついたのです。	

	

⽯鎚茶(⽯鎚⿊茶)	
https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/31696.pdf	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E6%9D%91_(%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%8A%98%E8%8C%B6%E5%93%81%E8%A9%95%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E6%9D%91_(%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%BE%B2%E8%96%AC%E6%A0%BD%E5%9F%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E8%8C%B6#cite_note-1
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kankyoumachizukuri/nourinsuisan/nousakumotsu/singucha.html
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kankyoumachizukuri/nourinsuisan/nousakumotsu/singucha.html
https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/31696.pdf


	

https://haccola.jp/2018_07_01_7439/	

2018年3⽉、「無形⺠俗⽂化財」に選定された四国の発酵茶。“発酵茶に含まれる

乳酸菌が美容健康作⽤に優れている”として、今話題を集めています。でも、発酵

茶ってどんなもの・どんな味？ 体にどういいの？ 後（こう）発酵って何？ な

どなど、知りたいことがいっぱいです。�

そこでハッコラでは、「四国に伝わる伝統、後（こう）発酵茶をめぐる旅」と題し

て、徳島の「阿波晩茶（あわばんちゃ）」・⾼知の「碁⽯茶（ごいしちゃ）」・愛

媛の「⽯鎚⿊茶（いしづちくろちゃ）」の3つの発酵茶を特集しています。�

�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E9%BB%92

%E8%8C%B6�

⽯鎚⿊茶（いしづちくろちゃ）は、	愛媛県	産の伝統的	⽇本茶	である	[1]	。	

	

	

https://haccola.jp/2018_07_01_7439/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E9%BB%92%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E9%BB%92%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E9%BB%92%E8%8C%B6#cite_note-1


仁淀川流域	

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiin
kai/kihonhoushin/071221/pdf/ref1-2.pdf	

	

	

https://niyodoblue.jp/	

⻄⽇本最⾼峰⽯鎚⼭に流れを発し、124キロもの永い旅を経てやがて太平洋へ
と注ぐ紺碧の流れ。	

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/071221/pdf/ref1-2.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/071221/pdf/ref1-2.pdf
https://niyodoblue.jp/


この川のほとりにはこの川がゆっくりと育んできた豊かな、そして壮⼤な景

観はもちろん、仁淀川流域6市町村、10万⼈の暮らしの中に息づく⽂化や祭
礼、川、⼭、海、⾥の恵みを活かしたこだわりの⾷があります。		

仁淀川は全国の⼀級河川の⽔質ランキングでも連年の第1位を記録（国⼟交通
省調べ）。		

ぜひ、どこまでも美しく、どこまでも奥深い仁淀川へ。	

	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E6%B7%80%E5%B7%9D	

仁淀川（によどがわ）は、	愛媛県	・	⾼知県	を流れる	⼀級河川	で、愛媛県内では⾯河川
（おもごがわ）と呼ばれる	[1]	。流域⾯積1,560	km	2	、流路延⻑124km。	吉野川	・	四万⼗川
に次ぐ	四国	第三の河川で、流域⼈⼝は約11万⼈。⽔質は全国1位（2010年）である	[2]	。	

中流域には四国で第2の規模である多⽬的	ダム	・	⼤渡ダム	をはじめとして治⽔・電源開
発のための施設も多く、	⽔辺利⽤率	も全国1位（2002年）であり、ほぼ100%に近い。	

	

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/2/niyodogawa.html	

仁淀川流域交流会議は，仁淀川町・越知町・佐川町・⽇⾼村・いの町・⼟佐市・⾼

知市を構成市町村とし，仁淀川流域の保全と流域圏の活性化を図るため，様々な事

業を実施しています。�

	
星野村	
http://www.hoshinofurusato.com/introduction/	

「星のふるさと公園」がある星野村は、福岡県南部⼤分県との県境に位置する観光スポット。周

囲を⼭に囲まれ、福岡県でも指折りの清流星野川が流れる美しい村。四季折々⾒せる、棚⽥や茶

畑が残る⾥⼭の⾵景は「⽇本の⾥100選」にも選ばれています。	

星のふるさと公園には、有名な星や名産のお茶が楽しめる⽂化館の他、⾃然溢れるキャンプ場や

公園、温泉など遊べるスポットがいっぱい。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E9%87%8E%E6%9D%91	

星野村（ほしのむら）は、	福岡県	⼋⼥市	にある	⼤字	。	郵便番号	は834-0201。世帯数は
1,109世帯、	⼈⼝	は3,042⼈（2012年（平成24年）11⽉30⽇現在）	[1]	。本項では、⼋⼥
市に編⼊される以前の	⼋⼥郡	星野村についても記す。	

	

https://gazoo.com/drive/mura/hoshino.html	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E6%B7%80%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%B4%9A%E6%B2%B3%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E6%B7%80%E5%B7%9D#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E9%87%8E%E5%B7%9D_(%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E4%B8%87%E5%8D%81%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E6%B7%80%E5%B7%9D#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%B8%A1%E3%83%80%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B0%B4%E8%BE%BA%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%8E%87&action=edit&redlink=1
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/2/niyodogawa.html
http://www.hoshinofurusato.com/introduction/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E9%87%8E%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%A5%B3%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E9%87%8E%E6%9D%91#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%A5%B3%E9%83%A1
https://gazoo.com/drive/mura/hoshino.html


「星野村」は福岡県内で⼀番きれいな川として指定を受けた清流「星野川」�が流

れ、その清流に育まれる茶を始め、棚⽥百選に選ばれた美しい棚⽥など、⽔と緑の

美しい村です。また夏には星野川にゲンジボタルが群舞するホタルの⾥としても有

名です。�

 星野村は全国でも唯⼀「星」が⼊る名前の村で、環境省から全国で7位に選ばれ

た星空を持っています。⾁眼でも天の川をみることが可能です。流星群などが接近

する天体ショーの時期には多くの天⽂ファンが観測に訪れます。毎年恒例の「クリ

スマスイルミネーション」や「星のふるさと冬まつり」、「七⼣観測会」など、星

にまつわるさまざまなイベン⼘も開催されています。�

 星野川から⽴ちのぼる朝霧や冷気を含んだ⾵が、⽢昧と⾹り豊かなお茶を育み、

茶農家の卓越した加⼯技術とお茶づくりにかける村⼈の愛情と情熱が、毎年のよう

に農林⽔産⼤⾂賞や産地賞を受賞する⽇本⼀の⽟露を作り出します�

�

杵築市	
https://www.city.kitsuki.lg.jp/shiseimachidukuri/gaiyou/1/4123.html	

杵築市は、⼤分県の北東部、国東半島の南部に位置し、東⻄約29キロメートル、南北約23

キロメートル、総⾯積280.08平⽅キロメートルで、県⾯積の約4.4％を占めています。�

�別府湾に⾯する海岸地域から⼭間部に⾄るまで、地形は多様です。�

�また、東に⼤分空港、南には⽇出町を経て別府市・⼤分市に近く、北は宇佐市と隣接し、

⼤分空港道路や宇佐別府道路、⼤分⾃動⾞道の3本の⾼規格道路の連結点として交通の要衝

となっています。宇佐市に近い市内の「⽴⽯峠」は、かつて旧豊後国と豊前国の境界でし

た。�

https://www.city.kitsuki.lg.jp/shiseimachidukuri/gaiyou/1/4123.html


	

	

⽇⽥市	

http://www.city.hita.oita.jp/shisei/shoukai/index.html	

⽇⽥市は⼤分県の⻄部、福岡県と熊本県に隣接した北部九州のほぼ中央に位置し、周囲を阿

蘇、くじゅう⼭系や英彦⼭系の美しい⼭々に囲まれ、これらの⼭系から流れ出る豊富な⽔が

合流する⽇⽥盆地と緑豊かな森林や丘陵地で市域が形成されています。気候は、内陸特有の

性質から寒暖の差が⼤きく、⾬量も多いことから、四季の移ろいがはっきりしているといっ

た特徴があります。�

 古くから北部九州の各地を結ぶ交通の要衝として栄え、江⼾時代には幕府直轄地・天領と

して⻄国筋郡代が置かれるなど、九州の政治・経済・⽂化の中⼼地として発展しました。当

時の歴史的な町並みや伝統⽂化は今なお脈々と受け継がれており、私塾「咸宜園」や塾と共

⽣したまち「⾖⽥町」等が教育遺産群として⽇本遺産に認定されているほか、「⽇⽥祇園の

曳⼭⾏事」はユネスコ無形⽂化財に登録されています。�

	

http://www.city.hita.oita.jp/shisei/shoukai/index.html


	

	

耶⾺渓町(中津市)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E9%A6%AC%E6%BA%AA%E7%94%BA	

耶⾺溪町（やばけいまち、耶⾺渓町）は、	2005年	2⽉28⽇	まで	⼤分県	の北⻄部、	下⽑郡
の中部にあった	町	。なお耶⾺渓町は略字表記であり、官公庁の公式⽂書では耶⾺溪町と
表記する（隣接の中津市本耶⾺渓町は「溪」ではなく、「渓」を使⽤している）。	

平成17年3⽉1⽇、	本耶⾺渓町	・	⼭国町	・	三光村	とともに	中津市	に編⼊され消滅した。現
在は旧町域すべて中津市に属する。旧耶⾺溪町の区域の住所の表記は「中津市耶⾺溪町

⼤字○○」となっている。以下、消滅前⽇までの情勢を記す。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E9%A6%AC%E6%BA%AA%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8828%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%AF%9B%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%80%B6%E9%A6%AC%E6%B8%93%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9B%BD%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%85%89%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B8%82


	

	

脊振⼭麓	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0	

脊振⼭地（せふりさんち）は、	九州	の北部、	福岡県	と	佐賀県	の	県境	にまたがる	⼭地	。	筑
紫⼭地	の⼀部をなす。脊振⼭系（せふりさんけい）ともいう。	

	

⼭域は東⻄約50km、南北約25kmと東⻄に⻑く、⻄は福岡県	⽷島市	・佐賀県	唐津市	か
ら、東は福岡県	那珂川市	・佐賀県	⿃栖市	に及ぶ。	

最⾼部である1000m級	-	800m級の尾根は2つに分かれる。1つは⼭域の北側、	脊振⼭	や
雷⼭	など東⻄に⻑く伸びる⼭々であり、別名雷⼭⼭地とも呼び、狭義にはこの⼭系だけ
を脊振⼭地と呼ぶ	[1]	。この⼭々の分⽔嶺が県境になっており、古くは	筑前国	と	肥前国	の
国境であった。もう1つの尾根は⼭域の南⻄にある	天⼭	の⼭系で、狭義の脊振⼭地には
この⼭系を含めない。	

脊振⼭地（狭義）北側は急斜⾯で、麓は	福岡平野	に⾯している	[2]	。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%B4%A5%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E7%8F%82%E5%B7%9D%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E6%A0%96%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0#cite_note-%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E7%99%BE%E7%A7%91-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%89%8D%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%B1%B1_(%E4%BD%90%E8%B3%80%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B9%B3%E9%87%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0#cite_note-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E7%99%BE%E7%A7%91-2


脊振⼭地（狭義）と天⼭の間の⼭間地には、300m	-	800m級の⼭頂が数多くあり、標⾼
400m	-	600m程度の⾼原が広がる。天⼭の⼭系を含む⼭地の南限は	筑紫平野	（	佐賀平
野	）に⾯している	[2]	[3]	。	

	

	

	

https://kotobank.jp/word/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0-87
608	

佐賀，福岡両県の県境にある	⼭地	。	筑紫⼭地	の北部に位置し，	筑紫平野	の
北⻄側にあり，	花崗岩	を主体とする	断層⼭地	。おもな河川や道路は断層線
に沿う。	脊振⼭		(1055m)	が最⾼峰で，⻄へ⾦⼭	(967m)	，雷⼭	(955m)	と連
なる。おもな峠は椎原峠	(757m)	と	三瀬峠		(583m)	。南斜⾯にある	⼭間盆地
は早くから開発され，茶，ミカンの栽培と酪農が⾏われてきたが，1960年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E5%B9%B3%E9%87%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%B9%B3%E9%87%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%B9%B3%E9%87%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0#cite_note-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E7%99%BE%E7%A7%91-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0#cite_note-%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%9C%B0%E8%B3%AAp2-3
https://kotobank.jp/word/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0-87608
https://kotobank.jp/word/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1%E5%9C%B0-87608
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%9C%B0-71099
https://kotobank.jp/word/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E5%B1%B1%E5%9C%B0-99161
https://kotobank.jp/word/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E5%B9%B3%E9%87%8E-99163
https://kotobank.jp/word/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9-43985
https://kotobank.jp/word/%E6%96%AD%E5%B1%A4%E5%B1%B1%E5%9C%B0-95218
https://kotobank.jp/word/%E8%84%8A%E6%8C%AF%E5%B1%B1-87610
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E7%80%AC%E5%B3%A0-138880
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E9%96%93%E7%9B%86%E5%9C%B0-1539966


頃から	⾼冷地農業	にも⼒を注いでいる。スギの植林地も多い。	縄⽂時代	の
遺跡が多くみられる。⼭間の清流と峡⾕美に富み，ダム，温泉，	ハイキン
グ	やキャンプの好適地などがある。国道	263号線が	佐賀市	と福岡市を結ん
で⼭地を南北に縦断する。	

	

	

彼杵茶	
http://www.sonogi.jp/sonogicha.html	

	

	

	

http://sonogitea.com/index-jp.html	

⼤村湾を⼀望する東彼杵の台地には、約400ヘクタールの茶畑が広がり、⻑崎県内
の60％の⽣産量を占める、750トンものお茶が毎年⽣産されている⼀⼤産地で、そ
のぎ茶は、有機栽培による茶の樹に適した⼟づくりや、うまみをさらに引き出すた

めの直射⽇光調整施設を整備して蒸製⽟緑茶に適した茶の葉を⽣産するなど、⼊念

https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%86%B7%E5%9C%B0%E8%BE%B2%E6%A5%AD-63419
https://kotobank.jp/word/%E7%B8%84%E6%96%87%E6%99%82%E4%BB%A3-79919
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-598655
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-598655
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%B8%82-68421
http://www.sonogi.jp/sonogicha.html
http://sonogitea.com/index-jp.html


な管理が⾏われています。これらの努⼒により深みのあるふくよかな味と⾹りがか

もし出され、銘茶として多くの⽅々から⾼い評価をいただいています。	

	

	

http://sonogi-cha.com/html/page1.html	

1.そのぎ茶とは�

⻑崎県東彼杵郡東彼杵町で⽣産されているお茶のことです。�

⻑崎県全体のお茶⽣産量の６５％を占める全国的な茶葉の⽣産地として⾼く評価され、�

農林⽔産⼤⾂賞をはじめ、優秀産地賞など数々の賞を受賞しています。�

��

2.そのぎ茶の歴史�

そのぎ茶のルーツは古く遣隋使・遣唐使の時代までさかのぽるといわれています。�

年代� 影響を受けた⼈物� できごと�

1400年代� －�

釜炒りによる製茶法が⻄九州に伝

えられ、町内各地域で盛んに⽣産

されるようになる。�

1600年代� －�
⼤村藩の奨励によって茶園の集団

化が進み、製茶がさらに活性化。�

1690年� ドイツ⼈医師ケンペル� 左記３名（出島三学者といわれ

る）が江⼾幕府の折に東彼杵に宿

泊し、�⾒事なお茶の栽培技術に

驚嘆し、広くヨーロッパにも紹介

された。�

1775年� スウェーデン植物学者ツンベルク�

1859年� ドイツ⼈医師シーボルト�

��

3.そのぎ茶の特徴�

そのぎ茶は茶葉の形状が丸いため、⽟緑茶（たまりょくちゃ）、またはグリ茶と呼ばれています。�

⼀枚⼀枚が丸くて緑⾊の艶が深いため、⾹りや旨みが強いという特徴を持ち、�

急須の中でゆっくりと開きながら旨みを抽出していくため、そそぐたびに味や⾹り、旨みの移り変わ

りを楽しめます。�

また、製法にも「蒸製⽟緑茶」(むしせいたまりょくちゃ)と「釜炒り⽟緑茶」(かまいりたまりょく

ちゃ)の２種類があり、�

蒸し製⽟緑茶は、⾹気も強く感じ⼝中では爽やかで味わい深いお茶で、�

釜炒り⽟緑茶は、釜炒り特融の焙じ⾹があり、のど越しがさっぱりしているお茶です。�

�

http://sonogi-cha.com/html/page1.html


⼈吉球磨地⽅	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%89%E5%B8%82	

⼈吉市（ひとよしし）は、	熊本県	最南部にある	市	。	

九州⼭地	に囲まれた	⼈吉盆地	に位置し、	球磨川	沿いの温泉と川下りで有名。⼈吉・球磨
地⽅の中⼼地。	⼈吉藩	相良⽒	の	城下町	として栄えた。市内中⼼部に熊本県唯⼀の国宝で
ある	⻘井阿蘇神社	があり、2015年4⽉24⽇には、近隣の球磨郡の各町村と並んで、「相
良700年が⽣んだ保守と進取の⽂化	〜⽇本でもっとも豊かな隠れ⾥―⼈吉球磨〜」が⽇
本遺産に認定された。	

	

	

	

http://www.kumatop.com/index.php?%E4%BA%BA%E5%90%89%E3%83%BB%E7%90%83%E7
%A3%A8%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81	
⼈吉市、錦町、あさぎり町、多良⽊町、湯前町、⽔上村、相良村、五⽊村、⼭江村、球

磨村の１市４町５村で構成されます。	

余談ですが、球磨村は『熊本県球磨郡球磨村』ということで、『クマ』が連続で３つ続

きます。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%89%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%89%E7%9B%86%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E7%A3%A8%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%89%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E4%BA%95%E9%98%BF%E8%98%87%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://www.kumatop.com/index.php?%E4%BA%BA%E5%90%89%E3%83%BB%E7%90%83%E7%A3%A8%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
http://www.kumatop.com/index.php?%E4%BA%BA%E5%90%89%E3%83%BB%E7%90%83%E7%A3%A8%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81


南九州－県庁所在地（熊本市、宮崎市、⿅児島市）のほぼ中⼼部に位置し、⼈吉市から

各都市までは、⾞で約１時間で⾏けます。	

	

https://www.isan-no-sekai.jp/feature/20160401_05	
⼈吉球磨地⽅は、熊本県南部の⼈吉盆地に位置する。まず、地理的環境に⽬を向け

ると、この盆地の特徴は断層盆地であり、盆地周辺は市房⼭をはじめとする1,000

ｍ級の⼭々が連なり、中央部を盆地の⺟なる川「球磨川」が東から⻄に貫流してい

ることである。また、この盆地は古くから交通の要衝となり、⽂物の交流がなされ

て来ている地域でもある。�

��

次に、歴史的環境に⽬を向けると、鎌倉時代から明治時代まで、「相良⽒」という

⼀つの領主が、700年の⻑きにわたり、この地を統治していたことに特徴づけられ

る。相良⽒は、遠江国相良荘（現在の静岡県牧ノ原市相良町）から鎌倉幕府の源頼

朝の命を受け、この地に⼊国した。1193（建久4）年、相良頼景は上球磨地⽅の多

良⽊に⼊国、次いで1198（建久9）年、⻑男の⻑頼は下球磨地⽅の⼈吉荘に⼊国

し、1205（元久2）年⼈吉荘の地頭職につき、⼈吉球磨⼀帯を治めた。�

	

⾼千穂町	
https://www.town-takachiho.jp/top/gyosei/shokai/738.html	

⾼千穂町は九州⼭地のほぼ中央部、宮崎県の最北端に位置し、町の中⼼部を五ヶ瀬川が⻄北

から南東にかけて貫流し、途中、名勝天然記念物⾼千穂峡が神秘的かつ雄⼤に⾃然に創出し

ています。	

気候は、平地の標⾼が約300メートル以上で夏・冬の気温差が⼤きく、四季の変化に富み⾃

然環境が春の新緑、秋の紅葉となって観光資源の⼀環を成しています。	

⾼千穂の起源は古く、古代遺跡の発掘や多くの出⼟品等の遺物により、紀元前4000年頃か

ら集落が作られたと推定される。⼀⽅、天の岩⼾開きや天孫降臨などの神話の⾼千穂町とし

ても知られています。	

	

	

https://www.isan-no-sekai.jp/feature/20160401_05
https://www.town-takachiho.jp/top/gyosei/shokai/738.html


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E7%94%BA	

⾼千穂町（たかちほちょう）は、	宮崎県	の北端部にある	町	で、	⻄⾅杵郡	に属している。	

宮崎県の北端部、	九州⼭地	の中に位置しており、町域の⻄北部から北部にかけては	熊本
県	に接し、北部から北東部にかけては	祖⺟⼭	（	標⾼	1,756m）を挟んで	⼤分県	と接す
る。町域⻄部から南東部に向かって	五ヶ瀬川	（ごかせがわ、全⻑106km）が流れる。町
の中央部にある	宮崎交通	⾼千穂営業所の周辺地域が町の中⼼部となっている。町中⼼部
からやや南側の	⾼千穂峡	（たかちほきょう、正式には五ヶ瀬川渓⾕）は観光地として有
名。	

	

	

釜炒り製⽟緑茶	
https://chakatsu.com/basic/kamairicha/	
緑茶のひとつ『釜炒り茶（かまいりちゃ）』とは、どんなお茶でしょうか？	

煎茶、⽟露、抹茶、ほうじ茶などいわゆる緑茶は、摘み取った⽣茶葉に熱を加え

て発酵（酸化）を⽌めて作る『不発酵茶』です。	

⽣茶葉は葉に含まれる酵素の働きで、そのままにすると発酵（酸化）が進み枯れ

て褐⾊になります。発酵（酸化）を⽌めることで茶葉の緑⾊が残っているのが特

徴です。	

ちなみに、烏⿓茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶です。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%87%BC%E6%9D%B5%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%96%E6%AF%8D%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E9%AB%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E3%83%B6%E7%80%AC%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E4%BA%A4%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E5%B3%A1
https://chakatsu.com/basic/kamairicha/


『釜炒り茶』は、不発酵茶である緑茶の⼀つ。正式には『釜炒り製⽟緑茶』とい

います。	

http://www.ocha.tv/varieties/nihoncha_varieties/tamacha/	

荒茶製造⼯程の途中までは煎茶と変わりませんが、精揉（最後に形を細⻑くまっすぐに整える）

⼯程がなく、回転するドラムに茶葉を⼊れ熱⾵を通して茶葉を乾燥するため、撚れておらず、丸

いぐりっとした形状に仕上がったお茶のことを「⽟緑茶」と呼びます。「ムシグリ」「ぐり茶」

とも呼ばれることもあります。�

渋みが少なく、まろやかな味わいが特徴です。九州北部から中部でつくられ、佐賀の嬉野が代表

的な産地です。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9C%E7%82%92%E3%82%8A%E8%8C%B6	

釜炒り茶（釜煎り茶。かまいりちゃ）は	茶	の製造⽅法の⼀種で、⽣茶葉から煎茶を造る
最初の加熱⼯程（殺⻘）を「蒸す」のではなく「炒る」ことで⾏うものである。茶葉の

仕上がりが針状ではなく、	勾⽟	状になる。この形状から	⽟緑茶	（たまりょくちゃ）、ぐ
り茶ともいうが、後述の蒸し製⽟緑茶と区別するために、釜炒り製⽟緑茶、釜ぐり茶と

もいう。	

	

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/153	

⽣葉を蒸して加⼯する⼀般的な緑茶に対し、釜炒り⽟緑茶は中国式製法であるため、⽣葉の酸化

酵素の働きを抑えるために釜の熱を利⽤します。 独特の勾⽟（まがたま）のような形をしてい

て、渋味が少なく、⾹ばしい釜の釜⾹とすっきりとした味が特徴。釜炒り⽟緑茶は古くは、中国

朝鮮半島より伝わった伝統的な中国式製法で、⽣葉の酸化酵素の働きを抑えるために釜の熱を利

⽤します。佐賀・⻑崎を主産地とする嬉野製と、宮崎・熊本の⼭間部で⽣産される⻘柳製があり

ます。品質については、嬉野製が形は丸型で⽟状で、⾊沢は⻩緑⾊、すい⾊は⾦⾊濃厚。�⻘柳

製は形は少し伸び型で、⾊沢は⻘緑⾊、すい⾊は少し⻘みを帯びています。�

�

�

霧島盆地	
https://kotobank.jp/word/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E7%9B%86%E5%9C%B0-139548	

宮崎県南⻄部，	霧島⼭	と	鰐塚⼭地	，	九州⼭地	に囲まれた	盆地	。霧島⽕⼭の
活動に伴い，陥没して形成された。南北約	30km，⾯積約	760km	2	。	⼤淀川
の⽀流沖⽔川，	庄内川	，東岳川などが注ぎ，盆地⾯に	扇状地	を形成する。
⻄から流⼊する庄内川の峡⾕には	関之尾滝	や関之尾甌⽳	(天然記念物)	があ
り，下流右岸の⽉野原台地の	⺟智丘		(もちお)	とともに	⺟智丘関之尾県⽴⾃
然公園	に属する。気候は	寒暑	の差がやや⼤きく	内陸性	の特⾊を⽰し，霧の
発⽣が多く，茶の栽培に好適。良質⽶の産地として知られるが，	畑地	のほ

http://www.ocha.tv/varieties/nihoncha_varieties/tamacha/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9C%E7%82%92%E3%82%8A%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%8E%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E7%B7%91%E8%8C%B6
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/153
https://kotobank.jp/word/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E7%9B%86%E5%9C%B0-139548
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1-53659
https://kotobank.jp/word/%E9%B0%90%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E5%9C%B0-154271
https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0-52049
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%86%E5%9C%B0-135142
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%B7%9D-39670
https://kotobank.jp/word/%E5%BA%84%E5%86%85%E5%B7%9D-79643
https://kotobank.jp/word/%E6%89%87%E7%8A%B6%E5%9C%B0-88386
https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E4%B9%8B%E5%B0%BE%E6%BB%9D-547370
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%8D%E6%99%BA%E4%B8%98-1600848
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%8D%E6%99%BA%E4%B8%98%E9%96%A2%E4%B9%8B%E5%B0%BE%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%AC%E5%9C%92-142453
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%8D%E6%99%BA%E4%B8%98%E9%96%A2%E4%B9%8B%E5%B0%BE%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%AC%E5%9C%92-142453
https://kotobank.jp/word/%E5%AF%92%E6%9A%91-470115
https://kotobank.jp/word/%E5%86%85%E9%99%B8%E6%80%A7-778115
https://kotobank.jp/word/%E7%95%91%E5%9C%B0-601777


うがやや広く，ゴボウ，	サトイモ	，茶の⽣産が多く，畜産も発達。	1955年
集約	酪農	地域に指定。中⼼は	都城市	。	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E7%9B%86%E5%9C%B0	

都城盆地（みやこのじょうぼんち）は、	宮崎県	都城市	を中⼼とした南北約40キロメート
ル東⻄約15キロメートルの楕円形領域に広がる	盆地	である。北東部は	諸県丘陵	、南東部
は	鰐塚⼭地	、⻄部は	⾼隈⼭地	および	霧島⼭	に囲まれている。宮崎県	都城市	、	三股町	、	⾼
原町	、	⿅児島県	曽於市	にまたがる。	

	

盆地内で東岳川、沖⽔川、庄内川などが	⼤淀川	に合流し北端から流出する。	内陸性気候
で昼夜の温度差が⼤きいため霧の発⽣することが多い。南東部では	茶	の栽培が盛んであ
る。	

	

霧島⼭麓	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1	

霧島⼭（きりしまやま）は、	九州	南部の	宮崎県	と	⿅児島県	県境付近に広がる	⽕⼭	群の総
称であり、霧島連⼭、霧島連峰、霧島⼭地あるいは霧島⽕⼭群とも呼ばれる。最⾼峰の

韓国岳	（標⾼1,700m）と、	霊峰	⾼千穂峰	（標⾼1,574m	[1]	[注	1]	）の間や周辺に⼭々が連

なって	⼭塊	を成している。	

有史以降も噴⽕を繰り返す	活⽕⼭	（	気象庁	の活⽕⼭ランク付けはB	[2]	）であり、特に	新
燃岳	と	御鉢	では活発な⽕⼭活動が続いている。	⽕⼭噴⽕予知連絡会	によって⽕⼭防災の
ために監視・観測体制の充実等の必要がある⽕⼭に選定されている	[3]	。	

	

http://www.mct.ne.jp/users/koavc/geopark/kirishimayama.html	

霧島⼭は，⿅児島県と宮崎県との県境にある活⽕⼭です。最⾼峰の	韓国岳	（からくにだけ：標⾼
1,700m）をはじめ，	⾼千穂峰	（たかちほのみね：標⾼1,574m）など⼤⼩２０を超える⽕⼭からでき
ています。⼀般には，「霧島⼭」の名称の他に，	「霧島連⼭」「霧島⽕⼭」「霧島⽕⼭群」	などとも
呼ばれています。⽇本で最初の国⽴公園として，また有数の登⼭スポットとして，毎年多くの登⼭客

が訪れています。	

	

	 また，良質の温泉が出ることから，近くには多くの温泉施設があり，⽕⼭の恵みを私たちに与えて
くれます。	

	

https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama.php?yama_id=1020	

⿅児島・宮崎両県にまたがり、霧島⽕⼭群の最⾼峰。コニーデ⽕⼭である。⼭頂には直径900m
、深さ279mの⼤きな⽕⼝があるが、⽕⼝壁の北⻄部が爆発の際崩壊し、⽕⼝湖はない。地図上
では⾺蹄形をなし、最⾼点は壁の南端にある。	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%A2-766256
https://kotobank.jp/word/%E9%85%AA%E8%BE%B2-147032
https://kotobank.jp/word/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82-139547
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E7%9B%86%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%86%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%AB%B8%E7%9C%8C%E4%B8%98%E9%99%B5&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B0%90%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%9A%88%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%82%A1%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8E%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8E%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BD%E6%96%BC%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%99%B8%E6%80%A7%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E5%B3%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1#cite_note-gsi.go.jp/common/000091072-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%A1%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%BB%E7%81%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%87%83%E5%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%87%83%E5%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%89%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%99%B4%E7%81%AB%E4%BA%88%E7%9F%A5%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B1%B1#cite_note-4
http://www.mct.ne.jp/users/koavc/geopark/kirishimayama.html
https://www.yamakei-online.com/yamanavi/yama.php?yama_id=1020


	

牧園周辺	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%9C%92%E7%94%BA	

牧園町（まきぞのちょう）は、	⿅児島県	にあった	町	である。	

2005年	11⽉7⽇	、	国分市	および	姶良郡	内5町と合併して	霧島市	となった。	

	

	

	

	

⼤隈半島	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6	

⼤隅半島（おおすみはんとう）は、	⽇本列島	の	九州	南部に位置する	半島	。	⿅児島湾	（錦
江湾）の東岸にあり、⻄岸に	薩摩半島	、両半島に挟まれた	桜島	とは	1914年	（	⼤正	3年）
の「	桜島⼤正⼤噴⽕	」で陸続きとなった	[1]	[2]	[3]	[4]	。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%9C%92%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%887%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%B6%E8%89%AF%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%97%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1914%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%B3%B6#%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%99%B4%E7%81%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-Shinko2016_p01-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-4


	

⼤隅地⽅は、⾏政区域としては	⿅児島県	のうち	曽於地区	と	肝属地区	の4市5町を指すのが
⼀般的であるが、地形的にはそのうち	曽於市	の⼀部（旧	末吉町	・	財部町	）が除かれ、反
対に	霧島市	の⼀部（旧	福⼭町	）が半島に属するものとされる	[5]	。また、	半島振興法	の指
定を受けている「⼤隅地域」として桜島全域と	宮崎県	の⼀部も属する。	

「⼤隅」を「⼤隈」と表記しているものが多々⾒られ	[6]	、⼀部の機器では「おおすみ」
と打つと「⼤隈（おおくま）」と変換できるものも存在するがこの表記は誤りである。

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BD%E6%96%BC%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E5%B1%9E%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BD%E6%96%BC%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AB%E5%90%89%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E9%83%A8%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B1%B1%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E6%8C%AF%E8%88%88%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6#cite_note-6


薩摩半島	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%8D%8A%E5%B3%B6	

摩半島（さつまはんとう）は、	⽇本列島	の	⿅児島県	南部に位置する	半島	である。	⿅児島
湾	（錦江湾）⻄岸にあり、東岸に	⼤隅半島	、両半島の間に	桜島	がある。最南端は	⻑崎
⿐	。薩摩半島の⻄岸及び南岸は	東シナ海	に⾯する。	

	

半島振興法	の指定を受けている地域の⾯積は1,399.85平⽅キロメートルである	[1]	。但
し、半島振興法では2000年時点の⿅児島市の区域は含まれていない。	

半島の北⻄部には	冠岳	、北東部には⿅児島県の県庁所在地である	⿅児島市	、中部には⿅
児島市と江⼝川を結ぶ構造線がある。南部に	開聞岳	（	標⾼	924m）、南東部に	池⽥湖	、
南⻄部の	坊津	にはリアス式海岸がある	[1]	。	

阿多カルデラ	による⽕⼭活動の結果、⽕⼭灰癖など⾼低差が⼤きく内陸部へ⼊るにも困
難で道路が整備されつつあるが、このため海岸線に商業施設などは集中している。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%97%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E9%BC%BB_(%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E9%BC%BB_(%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7
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http://www3.synapse.ne.jp/hantoubunka/kaidou/map-satuma.htm	

⿅児島県は薩摩半島・⼤隅半島の⼆つの半島と，種⼦島・屋久島・奄美⼤島などの

島々でできています。	

http://www3.synapse.ne.jp/hantoubunka/kaidou/map-satuma.htm


その中で，薩摩半島は左側の半島。⿅児島市・指宿市・南九州市・枕崎市・南さつ

ま市・⽇置市・いちき串⽊野市の７つの市があります。	

	

	

https://kotobank.jp/word/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%8D%8A%E5%B3%B6-69
259	

	

⿅児島県	南⻄部の	半島	。東は	⿅児島湾	，⻄と南は	東シナ海	に⾯する。中央
部は標⾼	500m前後の丘陵性の⼭地，⻄部には	シラス台地	（→	シラス	）や
新期⽕⼭灰に覆われた	洪積台地	が広がり，南⻄部は	枕崎台地	と呼ばれる。
河川は	⻄岸	に発達し沖積地も広いが，東岸の	沖積低地	は狭い。⻄岸には南
北約	50kmに及ぶ	吹上浜	砂丘が発達，	吹上浜県⽴⾃然公園	になっている。
また，南⻄部の	野間半島	から	坊津	地区にかけては	リアス海岸	をなし，	坊野
間県⽴⾃然公園	に属している。南東部は	指宿	⽕⼭群で，	開聞岳	（924m），
池⽥湖	，	鰻池	，	指宿温泉	などがあり，	霧島錦江湾国⽴公園	に属する。主要
農産物はサツマイモ，	葉タバコ	，チャ（茶），⽶など。	枕崎	，	⼭川	はカツ
オ漁業の根拠地。海岸線に沿って	JR指宿枕崎線が通る。	

	

薩南諸島等	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E5%8D%97%E8%AB%B8%E5%B3%B6	

薩南諸島（さつなんしょとう）は、	南⻄諸島	のうち北は	種⼦島	から南は	与論島	までの	⿅
児島県	に属する部分の島々を指す総称である。	

なお、名称は「	薩摩国	の南」に由来するが、	令制国	における区分では	上三島	と	トカラ列
島	を除く⼤部分が	⼤隅国	に属する。	奄美群島	は当初、	琉球王国	（令制国外）であった
が、	17世紀	初頭に始まる	琉球侵攻	を経て、	1879年	（	明治	12年）に⼤隅国へ編⼊され	⼤
島郡	となった。また上三島とトカラ列島は元々、薩摩国	川辺郡	に属していたが、	1897年
（明治30年）に奄美群島の属する⼤隅国⼤島郡へ所属が変更された後、	1973年	（	昭和
48年）より旧薩摩国に属する	⿅児島郡	へ所属が変更されている。	

また⼤隅諸島には、	702年	（	⼤宝	2年）から	824年	（	天⻑	元年）まで	多禰国	が設置されて
いた。	
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九州の南⽅海上に位置する	南⻄諸島	のうち，北半部に属する	⼤隅諸島	，	吐
噶喇列島	，	奄美群島	などの	総称	。	地質	構造上は太平洋側（東側）から，	古
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https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%B4%80-65046#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8


第三紀	層褶曲帯（	種⼦島	，	喜界島	など），	古⽣層	および中⽣層褶曲帯（	屋
久島	，	奄美⼤島	，	沖永良部島	，	与論島	など），	⽕⼭帯	（	硫⻩島	，	⿊島	，吐
噶喇	列島	など）に⼤別される。気候，植⽣は九州とはかなり異なり，亜熱
帯海洋性の特徴をもつ。産業は	サトウキビ	，	パイナップル	などを中⼼とし
た亜熱帯農業が盛ん。	

	

	

国頭村	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9D%91	

国頭村（くにがみそん）は、	沖縄県	国頭郡	に属する	村	である。	沖縄本島	の北端に位置す
る。	

	

http://www.tabirai.net/sightseeing/tatsujin/0000383.aspx	

総⾯積の80パーセント以上を森林が占め、沖縄の原⾵景が⾊濃く残る、沖

縄本島最北部の国頭村（くにがみそん）。�

那覇空港から⾞を⾛らせて2時間以上かかるため観光客が少なく、⼿つか

ずの美しいビーチや希少な動植物が⽣息する森を楽しむことができます。�

�

https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9

D%91-55703�

�

沖縄県	，	沖縄島	最北端の村。村名は琉球王国（→	琉球	）で⽤いられた⾏政
区画，間切（まぎり）の名に由来する。沖縄島最⾼峰の	与那覇岳	（503m）
をはじめ，⻄銘岳，照⾸岳，伊湯岳など	400m前後の⼭々が連なる。中⼼
地区は	⻄海岸	の	辺⼟名	。耕地は少なく，段々畑が海に迫る⼭腹に分布。養
豚，	サトウキビ	や花卉の栽培などが⾏なわれる。1964年に陸の孤島といわ
れた東海岸に道路が開通し，全島⼀周道路が完成。	⽐地⼤滝	，沖縄島最北
端の	辺⼾岬	，	奥間ビーチ	，謝敷（しゃしき）のサンゴ礁海岸などの景勝地
がある。与那覇岳頂上付近は国の天然保護区域に指定され，世界的な珍⿃

ノグチゲラ	（国の特別	天然記念物	），	ヤンバルクイナ	（国の天然記念物）
が⽣息する。ほかに国の天然記念物「安波のタナガーグムイの植物群落」

，国指定史跡宇佐	浜	遺跡，国の重要無形⺠俗⽂化財に	安⽥のシヌグ	があ
る。村域の多くが	やんばる国⽴公園	に，⻄海岸が	沖縄海岸国定公園	に属す
る。国道58号線が通る。⾯積	194.8km	2	。⼈⼝	4908（2015）。	

https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%B4%80-65046#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6-93986
https://kotobank.jp/word/%E5%96%9C%E7%95%8C%E5%B3%B6-49982
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E7%94%9F%E5%B1%A4-501822
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6-143516
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6-143516
https://kotobank.jp/word/%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6-27213
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%96%E6%B0%B8%E8%89%AF%E9%83%A8%E5%B3%B6-39939
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8E%E8%AB%96%E5%B3%B6-146610
https://kotobank.jp/word/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B8%AF-44209
https://kotobank.jp/word/%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%B3%B6-201496
https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E5%B3%B6-57886
https://kotobank.jp/word/%E5%88%97%E5%B3%B6-661779
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%AD%E3%83%93-766258
https://kotobank.jp/word/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB-113018
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%9C%AC%E5%B3%B6
http://www.tabirai.net/sightseeing/tatsujin/0000383.aspx
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9D%91-55703
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9D%91-55703
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C-39916#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C-39916#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%B3%B6-39935#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E7%90%89%E7%90%83-149560#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8E%E9%82%A3%E8%A6%87%E5%B2%B3-1048165
https://kotobank.jp/word/%E8%A5%BF%E6%B5%B7%E5%B2%B8-679274
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%BA%E5%9C%9F%E5%90%8D-131360#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%AD%E3%83%93%28%E7%94%98%E8%94%97%29-69309#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%94%E5%9C%B0%E5%A4%A7%E6%BB%9D-679660
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%BA%E6%88%B8%E5%B2%AC-129763#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E9%96%93%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81-40070#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8E%E3%82%B0%E3%83%81%E3%82%B2%E3%83%A9-112110#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%89%A9-102661
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%8A-144509#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E6%B5%9C-116171
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E7%94%B0%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%8C%E3%82%B0-757627
https://kotobank.jp/word/%E3%82%84%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%8B%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92-1742242#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E5%9B%BD%E5%AE%9A%E5%85%AC%E5%9C%92-39919#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8


	

商標法	
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC00000
00127	

パリ条約（千九百年⼗⼆⽉⼗四⽇にブラッセルで、千九百⼗⼀年六⽉⼆⽇にワシントンで、千九

百⼆⼗五年⼗⼀⽉六⽇にヘーグで、千九百三⼗四年六⽉⼆⽇にロンドンで、千九百五⼗⼋年⼗⽉

三⼗⼀⽇にリスボンで及び千九百六⼗七年七⽉⼗四⽇にストックホルムで改正された⼯業所有権

の保護に関する千⼋百⼋⼗三年三⽉⼆⼗⽇のパリ条約をいう。以下同じ。）の同盟国、世界貿易

機関の加盟国⼜は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機

関の加盟国⼜は商標法条約の締約国の国旗を除く。）であつて、経済産業⼤⾂が指定するものと

同⼀⼜は類似の商標	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95	

商標法（しょうひょうほう、昭和34年4⽉13⽇法律第127号）は、	商標	の使⽤をする者
に独占的な使⽤権（商標権）を与えることにより、業務上の信⽤の維持を図って	産業	の
発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを⽬的とする	⽇本	の	法律	であ
る。	

	

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html	
商標権は、マークと、そのマークを使⽤する商品・サービスの組合せで⼀つの権利となっていま

す。	

商標登録出願を⾏う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使⽤する

「商品」⼜は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。	

商標法では、サービスのことを「役務（えきむ）」といい、指定した商品を「指定商品」、指定

した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まりま

す。	

	

	

地域団体商標制度	
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyou.html	
特⾊ある地域づくりの⼀環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域

ブランド作りが全国的に盛んになっています。このような地域ブランド化の取組では、地域の特

産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品（サービス）名からなる商標が数多く⽤いられ

ています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品（サービス）名からなる

商標は、商標としての識別⼒を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と

組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませ

んでした。	

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyou.html


このような地域名と商品（サービス）名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階で商標登

録を受けられるようにするため、2005年の通常国会で「商標法の⼀部を改正する法律」が成⽴
し、2006年4⽉1⽇に同法が施⾏され、地域団体商標制度がスタートしました。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86
%E6%A8%99	

地域団体商標として登録を受けようとする商標は、以下の要件を満たす必要がある（商

標法7条の2第1項）。	

1. 組合⾃⾝または構成員が使⽤する商標であること。	
2. 商標が使⽤された結果、組合⾃⾝または構成員の業務に係る商品または役
務を表⽰するものとして需要者の間に広く認識されていること。「広く認

識されている」の範囲が問題となるが、特許庁の審査実務では、⽇本全国

に広く知られていなくても、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度に知られて

いれば、本要件を満たすものと扱う。⽇本全国に広く知られている商標は

これまでも登録を受けられていたため（3条2項）、地域団体商標制度を
導⼊した意義が失われるからである。	

3. 地域の名称と商品または役務の名称等を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する
⽂字のみからなる商標であること。具体的には、以下の類型のいずれかに

該当する⽂字のみであること。	
1. 地域の名称＋商品または役務の普通名称	
（例）「⼤間まぐろ」、「草加せんべい」	

2. 地域の名称＋商品または役務を表⽰するものとして慣⽤さ
れている名称	
（例）「美濃焼」、「有⾺温泉」（「焼」は陶磁器を、

「	温泉	」は⼊浴施設や宿泊施設の提供の役務を表⽰するも
のとして慣⽤されている名称である。）	

3. 上記＋商品の	産地	または役務の提供の場所を表⽰する際に
付される⽂字として慣⽤されている⽂字	
（例）「仙台名産笹かまぼこ」（商品の産地または役務の

提供の場所を表⽰する際に付される⽂字として慣⽤されて

いる⽂字の例としては、「名産」、「特産」などがある。

⼀⽅、「元祖」、「本家」、「特選」などは、これに該当

しない。）	
4. 商標に含まれる地域の名称は、商品の産地や役務の提供地の名称であるな
ど、商品または役務と密接な関連性を有すること（商標法7条の2第2
項）。	

	

	

事業協同組合	

http://www.office-wakamatsu.com/kaisha/cooperative	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%A3%E5%9C%B0&action=edit&redlink=1
http://www.office-wakamatsu.com/kaisha/cooperative


そもそも協同組合とはどのような性質のものなのでしょうか？	

分かりやすく記せば、中⼩企業が寄り集まってそのスケールメリットを活かし、１企業

だけではできないような事業を共同で⾏うことで、⼤きな企業に対抗していこう！とい

う性質があると思われます。	

組合が⾏う事業は、組合員全体の利益のために⾏われるべきもので、⼀部の組合員の利

益のために⾏われるべきものではありません。基本は組合員のために⾏われる事業で

す。	

また、利益を追求する法⼈でもありません。もちろん剰余が発⽣した場合は、組合員に

分配することもできますが、法定の積み⽴てを⾏った上でのことです。	

協同組合の独特なところは、組合という名称ではあるものの、⼀つの法⼈格を持ってい

ることです。会社を創ったというイメージを持ってみてください。ですから、組合の事

務局の職員は労働保険や社会保険の適⽤があります。理事は報酬を得る事もできます。	

	

	

http://cms.himuka.or.jp/display.php?cont=130328164927	

事業協同組合を設⽴しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっ

きり理解しておくことが⼤切です。	 わが国の企業形態は、⼤きく分けて「公企業」と「私
企業」に分けることができますが、「私企業」については、さらに「個⼈企業」と「共同企

業」に分けることができます。	 「共同企業」には、法⼈格を持つ「法⼈企業」と法⼈格を
もたない「匿名組合」、「⺠法上の組合」、「権利能⼒のない社団」などの「⾮法⼈企業」

があります。	 「法⼈企業」には、営利法⼈としての「会社」があり、公益法⼈としての
「社団法⼈」、「財団法⼈」、「特定⾮営利活動法⼈(NPO法⼈)」そして、営利法⼈と公
益法⼈の中間に位置づけられる「中間法⼈」としての「協同組合等」があります。	 「協同
組合」と「会社(代表的なものとして「株式会社」)」は、ともに法⼈であり管理⾯等で多
くの類似点をもっていますが、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。	

	

http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/q_a/kumiai/jigyou.html	

事業協同組合が⾏う共同事業にはいろいろな種類がありますが、⽐較的多くの組合が⾏って

いるものは、次のような事業です。	

■共同⽣産・加⼯事業	

	 個々の組合員企業では所有できない⾼額・新鋭設備等を組合が導⼊し、組合員が必要とす
るものを⽣産・加⼯し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引き下げ、規格

の統⼀、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。	

■共同購買事業	

http://cms.himuka.or.jp/display.php?cont=130328164927
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/q_a/kumiai/jigyou.html


	 組合員が必要な資材等を組合がまとめて購⼊し、組合員に供給する事業です。これによっ
て、仕⼊先との交渉⼒が強化されるので仕⼊価格の引下げ、代⾦決済条件などの取引条件の

改善、購⼊品の規格・品質の均⼀化などが図れます。	

■共同販売事業	

	 組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決
済条件が有利になるほか、⼤⼝需要先の開拓など販路の拡張が図れます。	

■共同受注事業	

	 組合が注⽂を受け、組合員に仕事をさせ、組合が納品する事業です。これによって、⼤⼝
発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注⽂を斡旋

する⽅法もあります。	

■共同検査事業	

	 組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能、仕事の完成状況などを検査す
る事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統⼀、仕事内容の評価を⾼めること

ができます。	

■市場開拓・販売促進事業	

	 市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品などの販路の拡張を図るために共同で市場調査
や展⽰会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、クレ

ジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃

えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で⾏うことによって可能にな

ります。	

■研究開発事業	

	 組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員
の事業に関する様々なテーマについて研究開発を⾏う事業です。これによって、新製品・新

技術・意匠・⽣産⼯程・販売⽅法の改善・開発などが図れます。	

■情報提供事業	

	 組合員の経営に役⽴つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員
に提供する事業です。また、組合の共同事業に役⽴つ情報の収集や組合をＰＲするための情

報を組合員や関係⽅⾯へ提供することも⼤切な情報提供事業の１つです。なお、最近では、

コンピュータなど情報機器を積極的に活⽤して情報提供を活発に⾏っている組合も多くみら

れます。	

■⼈材養成事業	

	 組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研
修等を⾏うことによって⼈材を養成する事業です。⼈材養成は、企業経営の根幹をなすもの



ですが、特に最近では、情報⼒、技術⼒、マーケティング⼒等のソフトな経営資源の充実を

図る必要から、この事業の重要性が⾼まっています。	

■⾦融事業	

	 組合員の事業資⾦の調達を⽬的とする事業です。組合が⾦融機関から資⾦を借り⼊れ、こ
れを組合員に貸し出す⽅法と組合員が⾦融機関から直接借り⼊れる際に組合が保証する⽅法

があります。組合と組合員のための⾦融機関として商⼯中⾦があります。	

■債務保証事業	

	 組合員が顧客や仕⼊先等と取引をする際に、組合がその取引の債務を保証する事業です。
これによって、組合員の取引の円滑化と拡⼤を図ることができます。	

■共同労務管理事業	

	 組合員の従業員の確保・定着あるいは能⼒の向上などを図るため、組合員が⾏う労務管理
の⼀部を組合が代って⾏う事業です。これによって、労働時間短縮、福利厚⽣等の労働条

件、安全衛⽣、作業環境等の改善が図れます。また、従業員の知識・技能等の向上を図るた

めの教育・訓練などもさかんに⾏われています。	

■福利厚⽣事業	

	 組合員の私⽣活⾯の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔⾒舞⾦の⽀給、親睦旅
⾏、レクリ⼯ーション活動などがあります。この事業は、組合員の融和、組合への参加意

識、帰属意識、協調性の⾼揚等に効果があります。	

■経営環境の変化に対応する新たな事業	

	 これまで述べた事業は、事業協同組合が⾏っている、主な共同事業とその概要を紹介した
ものです。		

	 組合の共同事業は、これまでも時代の変化に対応して新しいものが⽣まれています。例え
ば、地球温暖化、廃棄物、フロン等のエネルギー・環境問題への対応事業、都市の過密化に

対応する集団化事業、ＯＡ機器を利⽤した管理システムの開発、デザイン・商品の研究開

発、情報化社会への対応、地域産業おこし等の共同事業です。		

	 特に、最近は、それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの技術や経営、マーケ
ティングのノウハウ等を提供し合って新技術・新製品を研究したり、新しい事業分野を開拓

する知識融合化、製造物責任に対応するため製品の安全対策、情報ネットワークの構築等の

事業が注⽬されております。また、国際化の進展に伴い、外国⼈研修⽣の共同受⼊れ等の事

業も実施されています。		

	 今までに述べた以外にも多くの事業がありますが、事業の成果を⾼めるには、組合員が
個々で⾏うよりも組合でまとまって⾏う⽅が⼀層効果的と考えられる事業を⾏うことが成功

のポイントです。	

	



	

商⼯会	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A	
動	

商⼯会（しょうこうかい）	

1. 明治時代	初期の	⽇本	において、現在の	商⼯会議所	に対して⽤いられた呼
称。	商法会議所	を参照のこと。	

2. 第⼆次世界⼤戦	後に設⽴された⽇本の	特別認可法⼈	。	
3. 静岡商⼯会	-	2とは異なる	静岡県	静岡市	の⼩規模業者団体。	

	

https://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm	

商⼯会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域

の発展のために総合的な活動を⾏う団体です。	

	

	 また、国や都道府県の⼩規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機関でもあり、	
⼩規模事業者		のみなさまを⽀援するために様々な事業を実施しています。	

もちろん⼩規模企業施策だけでなく、様々な中⼩企業施策も実施しています。	

	

https://docoic.com/45068	
商⼯会とは、主に町村にあり、地域の⼩規模事業者の⽀援を⽬的とした団体です。

それぞれの商⼯会は、経済産業⼤⾂の認可を経済産業省中⼩企業庁から受けて設⽴

された特別認可法⼈です。�

昭和35年に制定された商⼯会法が法的根拠で、現代では全国に1,660の商⼯会があ

ります。�

都道府県別で商⼯連合会に属しており、都道府県の商⼯連合会は特別⺠間法⼈の全

国商⼯会連合会、通称を全国連の会員とよんでいます。�

	

	

商⼯会議所	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A#p-search
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%B8%82
https://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm
https://docoic.com/45068


商⼯会議所（しょうこうかいぎしょ、	英語	:	Chamber	of	Commerce	and	Industry）
は、	商⼯業	の改善・発展を⽬的として、市など⼀定地区内の商⼯業者によって組織され
る⾃由会員制の公益経済団体。	

	

https://www.jcci.or.jp/about/jcci/index.html	
わが国最初の商⼯会議所である「商法会議所」は明治１１（１８７８）年に東京、⼤阪、神⼾で設⽴されまし

た。その後、全国の主要都市に相次いで設⽴され、明治２５（１８９２）年に１５の商業会議所がその連合体と

して「商業会議所連合会」を結成しました。�

 そして⼤正１１（１９２２）年６⽉に「商業会議所連合会」を改編し、常設の機構・事務局を持つ「⽇本商⼯

会議所」が誕⽣しました。それ以後、名称・組織の�変更など様々な変遷がありましたが、戦後の昭和２９（１

９５４）年に現⾏「商⼯会議所法」に基づき特別認可法⼈として改編され、今⽇に⾄っています。�

 現在（平成２８年４⽉時点）、全国で５１５商⼯会議所がそれぞれの地域で活動しています。商⼯会議所は

(1)地域性－地域を基盤としている、(2)総合性�－会員はあらゆる業種・業態の商⼯業者から構成される、(3)公

共性－公益法⼈として組織や活動などの⾯で強い公共性を持っている、(4)国際性－世界各�国に商⼯会議所が組

織されている、という４つの⼤きな特徴を持っており、全国の商⼯会議所の会員数は１２５万（平成２７年３⽉

現在）を数えています。�

 ⽇本商⼯会議所は、全国５１５の商⼯会議所を会員とし、各地の商⼯会議所が「その地区内における商⼯業の

総合的な発展を図り、兼ねて社会⼀般の福祉増進に資する」という⽬的を円滑に遂⾏できるよう全国の商⼯会議

所を総合調整し、その意⾒を代表している団体です。�

�

�

NPO法⼈	
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou	

特定⾮営利活動法⼈(NPO法⼈)制度とは	

特定⾮営利活動促進法は、特定⾮営利活動を⾏う団体に法⼈格を付与すること等により、	ボラ
ンティア活動をはじめとする市⺠の⾃由な社会貢献活動としての特定⾮営利活動の健全な発展を

促進することを⽬的として、平成10年12⽉に施⾏されました。	

法⼈格を持つことによって、法⼈の名の下に取引等を⾏うことができるようになり、団体に対す

る信頼性が⾼まるというメリットが⽣じます。	「特定⾮営利活動法⼈(NPO法⼈)」は、法⼈数
も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年６⽉には、こうしたNPO法⼈のプレ
ゼンスの⾼まりを背景としながら、法⼈の財政基盤強化につながる措置等を	中⼼とした⼤幅な
法改正が⾏われました(平成24年４⽉１⽇施⾏)。NPO法⼈が市⺠の⾝近な存在として、	多様化
する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。	

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9
%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA	

特定⾮営利活動法⼈（とくていひえいりかつどうほうじん）は、	1998年	（	平成	10年）
12⽉に施⾏された	⽇本	の	特定⾮営利活動促進法	に基づいて特定⾮営利活動を⾏うことを
主たる⽬的とし、同法の定めるところにより設⽴された	法⼈	である。NPO法⼈（エヌ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%B7%A5%E6%A5%AD
https://www.jcci.or.jp/about/jcci/index.html
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA


ピーオーほうじん）とも呼ばれる（NPOは、	Nonprofit	Organization	あるいは	Not-for	
profit	Organization	の略。「	NPO	」も参照のこと）。		⾦融機関	関係のカナ表記略号
は、トクヒ。	

	

	

川越抹茶	
http://zikkichi.com/	

「河越茶」が作られている埼⽟県⻄部地区⼀帯は国内の⼤規模な茶産地と

して北限に位置しています。	

他の茶産地に⽐べ厳しい冬を越すため旨味が凝縮され、まろやかな⽢味と

コクのある味わい深い抹茶に仕上がります。	

私たちは「河越抹茶」を川越の古くて新しい特産物として地域の皆様に愛

されるブランドにすることを⽬指しています。	

そのために、河越茶ブランドの「構築」「管理」「拡張」という３つの取

り組みを⾏いながら	

品質・サービス・信頼性を⾼めることに尽⼒してまいります。	

	

http://kawagoecha.com/#id1	

南北朝時代、武蔵河越は天下の茶所として	⼈々が名をあげる茶の名園五場の⼀つで
した。	関東の有⼒武将も愛したこの地のお茶「河越茶(抹茶)」は	戦国時代になる
と、栽培していた寺院・武⼠が衰退すると共に	姿を消していきました。	

それから、およそ四百年・・・	銘茶と呼ばれたかつての河越茶にならい、	旧河越領
内茶園で丁寧に栽培された⾼品質の茶葉を厳選し河越茶は新たな姿で蘇りました。	

	

	

東⼭茶	
http://www.higashiyamacha.jp/	

昔から続けられてきた、おいしいお茶づくりが�

「静岡の茶草場農法」として、世界農業遺産に�

認定されました。�

	

お茶の⾵味を増し、⽣き物の命を守る。�

おいしいお茶づくりのための“ひと⼿間”が�

豊かな⽣物多様性を守っています。�

https://ja.wikipedia.org/wiki/NPO
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://zikkichi.com/
http://kawagoecha.com/#id1
http://www.higashiyamacha.jp/


	

伝統農法でていねいにつくった、おいしいお茶を�

静岡県掛川市、茶産地・東⼭からお届けします。�

�

http://www.fujinokuni-mura.net/higashiyama/�

東⼭地区の茶業農家が⾏っている伝統農法の茶草農法は、⾥⼭の豊かな⾃然環境を守ってい

ます。ススキや笹を刈り取り、茶⽊の根元に敷くことで、良い肥料となり美味しくて⾼品質

なお茶が育ちます。�

農林⽔産⼤⾂賞を幾度となく受賞する⾼品質な東⼭茶は、丹精込めて作られています。�

�

�

桃⽣茶	

https://idle-moment.com/dictionary/tea-miyagi/	

17世紀初めに伊達政宗が奨励したことにより仙台藩領内の各地で茶が栽培された。	

仙台湾周辺では特に海霧の恩恵を受け、夏場に冷涼で、冬場に温暖となるため、

1873年の統計では宮城県の茶の⽣産量が全国4位となったが、機械化が進まず次第

に他の⼤規模⽣産地に押されて衰退した。	

主な茶の呼称	

● 桃⽣茶（ものうちゃ）	

	

http://www.fujinokuni-mura.net/higashiyama/
https://idle-moment.com/dictionary/tea-miyagi/


https://www.umimachi-sanpo.com/omiyage100/059/	

今から約400年前、仙台藩主・伊達正宗公が産業振興のために茶栽培を推奨したこ

とから宮城県の各地に茶の樹が植えられた。中でも、⽯巻の桃⽣町（ものうちょ

う）で栽培される「桃⽣茶」は、とても貴重な北限のお茶として有名。	

	

⿅沼茶	
https://idle-moment.com/dictionary/tea-tochigi/	

栃⽊県産のお茶について	

栃⽊県の平成26年荒茶⽣産量272トン。	

主な茶の呼称	

● ⿅沼茶	

● 板荷（いたが）茶	

● ⿊⽻茶	

	

⿅沼茶、板荷茶	

https://www.umimachi-sanpo.com/omiyage100/059/
https://idle-moment.com/dictionary/tea-tochigi/


⿅沼市で⽣産される茶葉を⿅沼茶と呼ばれており、そのうちで、無農薬無化学肥料栽培で作られる⼀

番茶は、板荷（いたが）茶と呼ばれている。まろやかな味わいが特徴のお茶です。	

また、この板荷茶は、「とちぎの特別栽培農産物（リンク・ティ）」「かぬまブランド」に認証され

ている。	

	

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E9%B9%BF%E6%B2%BC%E8%8C%B6	

⿅沼茶(かぬまちゃ)は	栃⽊県	⿅沼市	で⽣産される茶葉をいう。⿅沼茶の中で、	無農薬	・
無化学肥料(または	減化学肥料	)栽培で作られる	⼀番茶	(最初に収穫した茶葉)を	板荷茶	と
いう。適度な渋みとまろやかさな味わいがある。	

茶の⽣産が産業的に⽴地する北限は、⼀般的に新潟県	村上市	と茨城県久慈郡	⼤⼦町	を結
ぶラインと⾔われる。	

	

	

⿊⽻茶	

http://www.nasu-web.or.jp/~shida/shida_hp/essei/aruki/01/corum/zenki/0508.ht
ml	

	

	

⿊⽻町須賀川には、蒲鉾形の茶畑が広がって

いる。	

⿊⽻で茶摘みが始まるのは、５⽉中旬の頃な

ので、⿊⽻茶が出回るのは５⽉末からであ

る。	 	

須賀川で茶の⽣産と販売業を営む須藤義朗さ

んは、「静岡は⼋⼗⼋夜の頃ですが、⿊⽻は

少し気温が低いので、⽴春から１００⽇⽬が

茶摘みの時期ですね」。	

昭	

	

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E9%B9%BF%E6%B2%BC%E8%8C%B6
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E9%B9%BF%E6%B2%BC%E5%B8%82&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E7%84%A1%E8%BE%B2%E8%96%AC&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E6%B8%9B%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%82%A5%E6%96%99&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%B8%80%E7%95%AA%E8%8C%B6
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E6%9D%BF%E8%8D%B7%E8%8C%B6&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E6%9D%91%E4%B8%8A%E5%B8%82&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%AD%90%E7%94%BA&action=edit&redlink=1
http://www.nasu-web.or.jp/~shida/shida_hp/essei/aruki/01/corum/zenki/0508.html
http://www.nasu-web.or.jp/~shida/shida_hp/essei/aruki/01/corum/zenki/0508.html


板荷茶（須賀川茶）	
https://idle-moment.com/dictionary/tea-tochigi/	

⿅沼市で⽣産される茶葉を⿅沼茶と呼ばれており、そのうちで、無農薬無化学肥料

栽培で作られる⼀番茶は、板荷（いたが）茶と呼ばれている。まろやかな味わいが

特徴のお茶です。	

また、この板荷茶は、「とちぎの特別栽培農産物（リンク・ティ）」「かぬまブラ

ンド」に認証されている。	

	

⿊⽻（くろばね）茶、⼤⽥原市	

室町時代から続くといわれる県内最古の産地。地名に因んで須賀川茶と呼ばれるこ

ともある。	2013年からは、耕作放棄地の有効利⽤と地域活性化を⽬的に煎茶⽤の⽣

茶葉を使い「紅茶」の⽣産に取り組んでいる。	

	

https://www.facebook.com/chamisecharun/posts/923908424332252/	

板荷茶（いたがちゃ）を仕⼊れてきました。�

板荷茶（⿅沼茶）は栃⽊県⿅沼市の北⼭間部板荷地区にその茶産地があります。�

昔、⽊材（板材）を運び出したエリアで板荷という地名だそうです。�

以前は約３０軒あった茶農家は減少し、⽣産量も⼤幅に減少している感じです。�

村上茶（新潟県）、⿊⽻茶（栃⽊県）、奥久慈茶（茨城県）と並んで所謂商業的北限の茶の⼀つ

で、清涼な⼭で無農薬、無施肥に近い⾃然な状態で栽培されています。また、茶葉は⼀番茶のみ

の摘採を守る茶農家の⼀貫⽣産で、東⽇本⼤震災以降４軒あった茶⼯場が廃業され、現在は板荷

地区唯⼀の茶⼯場さんへ⾏って直接仕⼊れて来ました。�

�

�

奥久慈茶	

https://idle-moment.com/dictionary/tea-tochigi/
https://www.facebook.com/chamisecharun/posts/923908424332252/


https://okukuji-cha.jp/?page_id=178	

茨城は、関東有数のお茶の産地です。県内には、南⻄部の「さしま茶」、県央部の

「古内茶」、そして、県最北に位置する「奥久慈茶」と３つの茶産地があります。	

	

https://www.ibaraki-shokusai.net/season/season4.php	

お茶栽培の北限とされる茨城県⼤⼦町。奥久慈茶は400年も前からこの⼀帯で栽培されています。�

茨城県には坂東市・境町周辺の「猿島茶」、城⾥町周辺の「古内茶」、そしてこの⼤⼦町周辺の「奥

久慈茶」と、３つの代表的なお茶の産地があります。�

�

	

秩⽗茶	
https://www.omisejiman.net/ideuraen/	

秩⽗は、四⽅を⼭に囲まれた緑豊かな地です。�

	

秩⽗の地にて、３０年以上前から農薬を⼀切使っていない畑で丹精込�

	

めて育てた茶葉が、当園秩⽗茶の原料です。�

	

茶樹の栽培から製茶までのすべての⼯程を、⾃園⾃製で⾏っておりま�

	

す�

�

�

児⽟茶	

https://okukuji-cha.jp/?page_id=178
https://www.ibaraki-shokusai.net/season/season4.php
https://www.omisejiman.net/ideuraen/


	

	

	



東京狭⼭茶	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%8C%
B6	

狭⼭茶の主産地である埼⽟県⼊間市や所沢市と市境を接する	瑞穂町	、	武蔵村⼭市	、	東村
⼭市	、	東⼤和市	、	⻘梅市	などで⽣産されている⽇本茶。東京都ではあるが、いずれも⼊
間市・所沢市から⾃動⾞移動で10分圏内の市町村であり、環境は変わらない。	

狭⼭茶同様、春と夏の年間2回の製茶を⾏う。主として、	やぶきた	、	さやまかおり	の品
種が栽培、⽣産されている。販売は製造直売型が多い。	

	

	

http://morita-en.com/	

⽇本の緑茶産地としては	 北限に位置する狭⼭茶(※)	

その気候を熟知し、⼟づくりと栽培の⼯夫で味わい豊か	

ふくよかに⾁厚に育った茶葉を丁寧に揉み上げ、	

じっくり⽕⼊れで⾹ばしく、⽢く	 濃厚で	 コクのある	

『深蒸し茶』を作っています。	

※狭⼭茶（さやまちゃ）は、埼⽟県⻄部および東京都⻄多摩地域を中⼼に⽣産されているお茶。	

静岡茶、宇治茶と並んで⽇本三⼤茶。「⾊は静岡、⾹りは宇治よ、味は狭⼭でとどめさす」と謳われ

ています。	

	

	

⾜柄茶	

http://www.ashigaracha.co.jp/tea_in_kanagawa.html	
現在の「⾜柄茶」は、⼤正12年の関東⼤震災により⼤きな被害を受けた⼭村の産業復興策とし

て、当時の⾜柄上郡清⽔村（現⾜柄上郡⼭北町）に導⼊され、幾多の苦難を乗り越えて産地化さ

れたことが始まりとされています。	

その後、新農⼭漁村建設総合対策事業や農業構造改善事業等の施策が講じられるとともに、先覚

者の熱⼼な指導と優れた環境条件により⽣産が拡⼤し、昭和40年代に⼊って県⻄北部、丹沢⼭麓

を中⼼として茶産地が形成されました。	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E7%A9%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E6%9D%91%E5%B1%B1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%9D%91%E5%B1%B1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%9D%91%E5%B1%B1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%A2%85%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%8D%E3%81%9F
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%81%95%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%8B%E3%81%8A%E3%82%8A&action=edit&redlink=1
http://morita-en.com/
http://www.ashigaracha.co.jp/tea_in_kanagawa.html


現在では相模原市（旧津久井郡）、南⾜柄市、⼩⽥原市、秦野市、愛川町、⼭北町、松⽥町、湯

河原町、真鶴町、開成町、中井町、清川村でお茶が⽣産されており、総称して「⾜柄茶」と呼ん

でいます。	

神奈川の丹沢・箱根⼭麓⼀帯は、その気候・⾵⼟がお茶栽培に最適で、特に「	味と⾹り	」に優れ

たお茶が⽣産されています。なかでも⾜柄茶には、茶の品質の⽬安となる全窒素量が多く旨みの

成分であるアミノ酸も多く含まれています。また、渋みの成分であるタンニン・繊維質が少なく

なっています。	

⾦太郎マーク	の⾜柄茶の評判はいまや全国的となり「	味と⾹り	」の⾜柄茶として⾮常に喜ばれて

います。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%9F%84%E8%8C%B6	

柄茶（あしがらちゃ）は、	神奈川県	⻄部の	箱根	、	丹沢	⼭麓⼀帯で栽培されている	⽇本茶
のブランドである。	

	

	

⾚⽯銘茶	

http://tohyamago.com/stay_and_eat/ocha/	
お茶の産地といえば、静岡・宇治などがすぐ頭に浮かびますが、⻑野県でもお茶は作られている

のです。�

 ⻑野県の南、下伊那郡と呼ばれる地域で作られるお茶はほとんどが、⾃家消費⽤です。�

 南信濃は天⻯川とその⽀流が織り成す深い⾕間にあり、その急斜⾯にお茶畑が点在していま

す。村史の記述によれば、400年以上も前からこの地に茶があったようです。�

	

https://www.ja-mis.iijan.or.jp/product/speciality.php	
深い旨みや⾹りを備えた優良な茶葉を育てるには、年間の平均気温が12〜13℃以上で真冬でも氷点

下になることが少なく、育成期には⼗分な降⽔がある⼭あいの⼟地がいいといわれています。静岡や

京都などの有名な銘茶の産地に共通する条件で、⻑野県の南端に位置する私たちJAのある下伊那地

⽅もこれに当たります。�JAみなみ信州の「⾚⽯銘茶」は、天⻯川とその⽀流が織り成す深い⾕あい

の遠⼭郷で栽培されています。標⾼が500m〜1000mの地域のため病害⾍の発⽣も少ないことから

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%9F%84%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E6%B2%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6
http://tohyamago.com/stay_and_eat/ocha/
https://www.ja-mis.iijan.or.jp/product/speciality.php


農薬をほとんど使⽤しない⾃然栽培が中⼼です。急斜⾯ゆえ機械を⼊れることができず、昔ながらの

⼿作業で栽培や収穫を⾏っているのが特徴です。�

�

https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E7%9F%B3%E9%8A%98%E8%8C%B6
-1831096	

⻑野県、下伊那地⽅の	遠⼭郷	を中⼼に⽣産される銘柄茶。	渋み	と	旨み	の	バ
ランス	のよいブレンド茶。標⾼500〜1000mの地域で栽培されるため病害⾍
の発⽣が少なく、ほぼ	無農薬	でつくられる。	

	

	

⽊曽路のかおり	

https://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/sogokankoannai/kawaraban.files/ochatubo
.pdf	

お茶壷は、江⼾から宇治への往路は東海道ときまっていたが、これは空の壷であ

る。茶	を壷に詰めた帰路は、東海道もあったが⽊曽街道を通ることが多かった。そ
れは甲州都留	郡⾕村城の⾵⽳に格納して⼀夏を過させるためであった。⾕村は甲府
を去る⼗⼀⾥半、猿	橋に三⾥。この⾵⽳は、富⼠⼭溶岩の流れで出来た隧⽳(溶岩ト
ンネル)で、夏は冷たい⾵	を吹き上げ、⾃然の冷蔵庫となった。そのために茶壷は⽊
曽路を通り、甲州街道に⼊	る。・・・・・		

	

	

南部茶	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E8%8C%B6	

南部茶（なんぶちゃ）は、	⼭梨県	南巨摩郡	南部町	で栽培されている	⽇本茶	（	緑茶	）であ
る。	

⼭梨県	南部にあたる	南部	地域は県内では温暖な気候であり、また降⽔量も多いため、茶
の栽培に適している。茶は	薬⽤植物	として	中国⼤陸	から伝来し、中世には	仏教	の	喫茶	⾵
習と関係して栽培が普及するが、	甲斐国	においては	甲州市	の	向嶽寺	や	⾝延町	の	南松院	に
茶畑を記した⽂書が⾒られ、考古学的にも茶壺や天⽬茶碗が出⼟していることから、こ

の頃には栽培が広まっていたと考えられている	[1]	。南部茶は戦国期に河内領主	⽳⼭⽒	の
⽂書に贈答⽤として⽤いられていたことが記されており	[2]	、少なくとも	室町時代	には既
に茶の栽培が⾏なわれていたことが伺える。	

	

https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E7%9F%B3%E9%8A%98%E8%8C%B6-1831096
https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E7%9F%B3%E9%8A%98%E8%8C%B6-1831096
https://kotobank.jp/word/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E9%83%B7-724698
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E3%81%BF-523271
https://kotobank.jp/word/%E6%97%A8%E3%81%BF-441400
https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-116803
https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-116803
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E8%BE%B2%E8%96%AC-642217
https://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/sogokankoannai/kawaraban.files/ochatubo.pdf
https://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/sogokankoannai/kawaraban.files/ochatubo.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B7%A8%E6%91%A9%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%94%BA_(%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%94%BA_(%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E7%94%A8%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%AB%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E5%B6%BD%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%BB%B6%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%9D%BE%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E8%8C%B6#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E8%8C%B6#cite_note-nanbochousi_gekan_162-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3


https://idle-moment.com/dictionary/tea-yamanashi/	

⼭梨県産のお茶について	

主な茶の呼称	

● 南部茶	

南部茶（なんぶちゃ）は、南アルプス⼭麓⼭梨県南巨摩郡南部町で栽培され、柔らかさ

と⾹り⾼い⾵味が特徴とされる。南部地域の気候は温暖であり、また降⽔量も多いた

め、お茶の栽培に適している。	

静岡茶との違い	

⽇本茶の主流であるやぶきた種を使⽤していることや、気象環境が静岡市北部とほぼ同

⼀であることから、品種・品質は静岡茶と⼤差ないが、	静岡茶	は	深蒸し	が多い⼀⽅で、

南部茶は	普通蒸し	が多いことが特徴。	

	

沼津茶	
http://www.ja-nansun.or.jp/tokusan/numazu-tea.html	

沼津市の愛鷹⼭の麓、愛鷹・浮島地区は、茶どころとして有名で、静岡県内でも主要なお茶の産

地です。愛鷹⼭の⼭麓には、茶園が広く形成されており、沼津茶が⽣産されています。新茶の季

節には⼀⾯が緑⾊のじゅうたんとなり、駿河湾や富⼠⼭とともに美しい景観を望むことができ	

	

http://www.wbs.ne.jp/bt/noushinkyo/tokusan/ocha/index.html	

https://idle-moment.com/dictionary/tea-yamanashi/
https://idle-moment.com/dictionary/tea-shizuoka/
https://idle-moment.com/dictionary/fukamushi-sencha/
https://idle-moment.com/dictionary/sencha/
http://www.ja-nansun.or.jp/tokusan/numazu-tea.html
http://www.wbs.ne.jp/bt/noushinkyo/tokusan/ocha/index.html


明治３２年、江原素六翁の尽⼒により、愛鷹⼭御料地の払い下げを受けて以来､⾦岡、愛鷹、浮

島地区の愛鷹⼭麓から続く丘陵地帯で、「やぶきた」品種を中⼼としたお茶の栽培が盛んに⾏わ

れてきました。従来、他産地銘柄とのブレンドを中⼼に市場に出回っていましたが、近年になっ

て、昭和５８年と平成８年の２度にわたる「皇室献上茶」の栄誉を賜り、また各品評会において

も好成績を収めるなど、着実に、独⽴した「ぬまづ茶」としてのブランドの評価を⾼めていま

す。	

富⼠茶	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fuji/index.htm	

明治の中頃、静岡のある藪の北側の茶園から珍しい茶の⽊が発⾒されました。その後、この茶の⽊を

もとに改良が繰り返され、苦⼼の末、優良な新品種「やぶきた」が誕⽣したのです。この品種は戦

後,富⼠⼭麓いったいの広⼤な⼟地で栽培され始め、これが奇跡的な⼤成功を収めました。当地の地
質はその育成にもっとも適し,農家の⼈々が真⼼込めて⽣産し、それが近代的な組織により集荷さ
れ、ここに初めて発祥栽培の⼟地の名にちなんで「富⼠のやぶ北茶」と名づけて全国に送り出される

ようになりました。さらに最近、やぶきた茶の若がえりのための改植が進み、その逸出した⾹りと味

は、⼀度飲まれた皆様⽅に深い感銘を与えるとともに、農林⽔産⼤⾂賞に輝いています。	

	

	

裾野茶	

https://item.rakuten.co.jp/ochanoiwase/gyokuro-1/?gclid=EAIaIQobChMIxpXZp
42H5AIVxxwrCh2iEA7sEAkYBSABEgKK9_D_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_1
13_0_10001868	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fuji/index.htm
https://item.rakuten.co.jp/ochanoiwase/gyokuro-1/?gclid=EAIaIQobChMIxpXZp42H5AIVxxwrCh2iEA7sEAkYBSABEgKK9_D_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868
https://item.rakuten.co.jp/ochanoiwase/gyokuro-1/?gclid=EAIaIQobChMIxpXZp42H5AIVxxwrCh2iEA7sEAkYBSABEgKK9_D_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868
https://item.rakuten.co.jp/ochanoiwase/gyokuro-1/?gclid=EAIaIQobChMIxpXZp42H5AIVxxwrCh2iEA7sEAkYBSABEgKK9_D_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868


新芽が２、３枚開き始めた頃、茶園をヨシズで覆い、⽇光をさえぎって育てたお茶

です。 光を遮って新芽を育てることによって、渋みが少なく、旨みが豊富な味に

なります。�

結婚式の引き出物などおめでたい時の贈り物や、お世話になった⽬上の⽅に感謝の気持ちを伝え

るために差し上げたい⾼級緑茶の⽟露です。�

⽇常の⽣活の中では、⾃分のご褒美に美味しいお菓⼦と共に飲んで頂ければ、「ほう〜」と肩の

⼒が抜けて、忙しい⼀⽇の中で、贅沢なくつろぎのひと時となるでしょう。�

ゆっくり時間をとって、ひと⼿間かけて淹れたお茶で⾄福の時をお楽しみください。�

	

	



本⼭茶（安部本⼭茶	 駿府本⼭茶）	
https://www.honyama.com/company.html	

本⼭製茶株式会社は、静岡本⼭茶の800年以上に及ぶ歴史と伝統を守

り、その⾃然に恵まれた⾵⼟の中で優れた味と⾹りを後世に引継ぎ、伝

統技術と新しい技術により社会の変化に対応した、その時代の⾷⽂化に

なくてはならない存在になることを⽬標としています。�

本⼭茶産地の製造業として社会的責任を⾃覚し、社員�⼀同常に美味し

いお茶造りを追求し、やり甲斐のある楽しく真剣に取り組む企業⾵⼟の

向上に努めて参ります。�

http://www.e-cha.jp/selection/cat60/	
静岡市安倍川・藁科川流域でとれる本⼭茶は、各集落ごとにも微妙な⾹味の違いがあります。�

そのお茶を�ブレンド�することで、この駿府本⼭茶は�深みのある⾹味�になっております。�

内牧・⾜久保・美和・⽟川・梅ヶ島・藁科・清沢・⼤川の中からその年によってブレンドを変え

ております。�

⼀⼝に本⼭と云ってもそれぞれ特徴があり、その良さを⽣かせるようにと合しております。�

�

http://www.nishikien.com/honyama/honyama1.html	

	

本⼭茶（ほんやまちゃ）は、静岡市に流れる安倍川、わらしな川の上流域で、⽣産さ

れるお茶の呼び名です。⾼僧	 聖⼀国師（しょういちこくし）が中国より持ち帰った
茶の種をこの地に蒔いたのが最初と伝えられ、その歴史は鎌倉時代まで遡ります。静

岡で最古の歴史を持つ茶産地のお茶が本⼭茶です。	

	

安部茶	
https://shizuoka-hamamatsu-izu.com/tag/%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%8C%B6/	

https://www.honyama.com/company.html
http://www.e-cha.jp/selection/cat60/
http://www.nishikien.com/honyama/honyama1.html
https://shizuoka-hamamatsu-izu.com/tag/%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%8C%B6/


この静岡市葵区⾜久保の地が、静岡茶（安倍茶）の発祥の地。現在、⾜久保地区に

は、急傾斜地を利⽤した棚茶畑が多くあり、「静岡のマチュピチュ」とも称されて

います。�

『東福寺誌』には、「国師の駿河⽳窪の茶植え」とあるのが唯⼀の裏付けとなる記

録で、安倍川や藁科川流域のお茶は、現在、静岡本⼭茶と呼ばれています。�

	

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E8%8C%B6%E3%83%BB%E9%98%BF%
E9%83%A8%E8%8C%B6-2003093	

静岡県安倍川の流域に産する茶。近世には多く江⼾に出荷された。⾜久保

茶。	

	

https://e-ocha.shop-pro.jp/?pid=110214142	
CHA・Oの”駿河あべ茶”は、	かほり煎茶という種類で、現在の⼀般的な煎茶とは違い、お湯に
出した時の⾊は、⻩⾦⾊で、サッパリしていて、重たくなく、濁りがなく、⾹りが⾼いのが特徴

です。	

	
この⻩⾦⾊のお茶は、静岡市の安倍川沿いの平野、⼤河内、有東⽊の場所で取れたお茶を使⽤し

ています。	

安倍川沿いの平野、⼤河内、有東⽊の場所は、急斜⾯が多く、⼟壌は⽔はけが良く⽇本⼀、お茶

の栽培に適しており、徳川家康などもここの⼟地のお茶を好んだそうです。	

	
意外と、洋菓⼦と合います。ケーキ、マカロンなど⽢いお菓⼦にピッタリの少しビターなお茶で

す。	

	

清⽔のお茶	

http://www.ja-shimizu.org/shimizunoocha/ochamap/	
清らかな⽔の⾥、清⽔。お茶が栽培された歴史は古く、鎌倉時代には「駿河の清⾒」として、お茶の

五⼤産地に数えられ、近代は世界に向けたお茶の輸出拠点として栄えたまちです。時代の移り変わり

とともに、まちや⼭もその姿を変えてきましたが、良質なお茶を⽣産する農家、こだわりを持ったお

茶専⾨店も多くあり、昔も今も⽇本有数の茶産地、お茶のまちです。�

清⽔の茶畑�

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E8%8C%B6%E3%83%BB%E9%98%BF%E9%83%A8%E8%8C%B6-2003093
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E8%8C%B6%E3%83%BB%E9%98%BF%E9%83%A8%E8%8C%B6-2003093
https://e-ocha.shop-pro.jp/?pid=110214142
http://www.ja-shimizu.org/shimizunoocha/ochamap/


茶畑は⼭あいに多く、清らかな⽔、やわらかな⽇差し、そして、⼈の⼿間ひまかかった「⼭のお茶」

が主流。良質なお茶づくりの⾵⼟は今も⽣きています。�

�

https://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/information/9944/�

⽇本を代表する茶産地である静岡市には、「静岡本⼭（ほんやま）茶」と「清⽔のお茶」という２⼤

ブランドがありますが、いずれも鎌倉時代に始まる⻑い歴史と伝統をもつお茶です。	

今回は「清⽔のお茶」のはじまりについて、縁の深い清⾒寺とともにご紹介します。	

	 	

⽇本における茶は、古くは平安時代の記録に⾒られますが、鎌倉時代初期に宋（今の中国）から茶の

種⼦を持ち帰り、茶の効能を「喫茶養⽣記」に著した栄⻄禅師が「茶祖」として顕彰されています。	

栄⻄禅師が京都栂尾（とがのお）の明恵上⼈に茶の種⼦を贈った後、全国に広まった場所が「宇治」

や「醍醐」などであり、「清⽔のお茶」のはじまりとも⾔える「駿河清⾒」でした。	

		

「駿河清⾒」とは現在の清⽔区興津付近を指し、当地にある清⾒寺では極めて早い時期から都に知ら

れたお茶が作られていました。駿河湾と三保松原を望む⾵光明媚な古刹として知られる清⾒寺は、⾜

利将軍や徳川家康公からも厚い庇護を受けています。	

		

このような由緒ある場所に起源をもち、800年近くの間作り続けられているのが「清⽔のお茶」なの

です。	

�

	

https://zratto.com/lineupdata/227/	

清⽔の茶栽培の歴史は古く、鎌倉時代には「駿河の清⾒」として、お茶の五⼤産地

に数えられ、明治39年（1906年）に清⽔港からお茶が直接海外に輸出されるように
なると急速に⽣産が拡⼤し、現在の産地の姿となりました。清⽔のお茶は静岡市が

誇る⼆⼤ブランド茶の⼀つであり、最⼤の特徴である「針のような形状の茶葉」と

「⾦⾊の⽔⾊（すいしょく）」を活かしたお茶づくりが、お茶に係わる多くの⼈々

の⼿により進められています。	

https://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/information/9944/
https://zratto.com/lineupdata/227/


	

朝⽐奈⽟露	
http://yabuzaki.co.jp/?mode=f5	
静岡県藤枝市岡部町朝⽐奈地区は、清流「朝⽐奈川」の両岸斜⾯に茶畑の広がる、静かな⼭間の

まちです。	

お茶だけでなく、筍や桜、鮎、蜜柑、「朝⽐奈⿓勢」など、四季と歴史を五感で感じることがで

きます。	

お茶の栽培に適した⾃然環境から歴史は古く、室町時代には朝⽐奈地区で茶栽培が始まっていた

との記録が残っています。	

朝⽐奈地区は茶処静岡の中でも、京都宇治、福岡⼋⼥に並ぶ⽇本三⼤⽟露の産地として、農林⼤

⾂賞をはじめとする数々の名誉に輝き、⽇本の茶業界をリードしてまいりました。	

朝⽐奈川から沸き⽴つ朝露を浴びて育った茶葉は、⽢みのある滋味に彩られ、上質なお茶に仕上

がります。	

	

https://hojotea.com/item/g04.htm	

静岡県志太郡岡部町は静岡市の北⻄に位置し、清流の朝⽐奈川が町の南北を流れ、その両側を⼭が

囲んでいます。その岡部町の北部に位置する朝⽐奈地区は傾斜地が多く、また、⼭間部特有の気象

条件によって、⾼品質のお茶を産する条件が揃っており、室町時代のころからお茶が⽣産されてい

ます。	

朝⽐奈で⽟露の⽣産が始まったのは、明治の中頃、当初は藁で茶園を覆ったといわれています。宇

治の⼭本嘉兵衛が⽟露を発明したのが1835年のことですから、朝⽐奈⽟露の歴史は⽐較的新しいと
⾔えるでしょう。しかし、農家のたゆまぬ努⼒により、今では、京都の宇治、福岡の⼋⼥と並び⽇

本の⽟露三⼤産地の⼀つに数えられ、⾹りの⾼さが特徴となっています。	

	

	

岡部茶	
http://www.okabecha.net/contents/NOD31/	

http://yabuzaki.co.jp/?mode=f5
https://hojotea.com/item/g04.htm
http://www.okabecha.net/contents/NOD31/


	

	

藤枝茶	
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/sangyo/cha/1461669403795.html	

藤枝・岡部の茶園は⼭間地が⼤部分を占めます。作業をするには⼤変な急傾斜地で藤枝のお

茶は⽣産されています。茶畑は、瀬⼾⾕、葉梨そして朝⽐奈地域を中⼼に市内のあちこちに

あり、⼭間部では川の両岸に⼭の斜⾯に沿うように作られています。清流がつくった⼭間の

⼟地は、⽔はけの良い肥沃な⼟壌であるうえ、	朝⼣、川霧に包まれるこの地域は、⽇差し

が柔らかで、昼夜の寒暖差が⼤きく、⾹り⾼い茶の産地として知られてきました。	

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/sangyo/cha/1461669403795.html


	

また、近年では、抹茶や⾷⽤原料として需要が増加している「てん茶」⽣産も盛んに⾏われ

ております。	

	

朝⽐奈地域では、⼭間傾斜地に茶園が拓かれ、⽟露茶、かぶせ茶、煎茶の⾼級茶を産出して

います。	

	

	

志太茶	
http://g.kyoto-art.ac.jp/reports/1684/	

静岡県の志太茶産地として知られる藤枝市は、⼭間部では茶畑がひろがり、河川地

域が主産地となっている。（写真①）「⼿もみ茶」「碾茶」、近年では独⾃のブラ

ンド「藤枝かおり」などを⽣産している。�

また、市内の岡部町朝⽐奈は、「⽟露」の産地としても有名である。�

藤枝市の⾯積は194.03㎢、（2015年）茶園⾯積は1210ヘクタール、荒茶⽣産量

は2020トンである。（「静岡県茶業の現状」より平成21年度）�

	

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/trip/buy/1450143436769.html	

1681	年（江⼾時代）に書かれた古⽂書に「茶園」のことが記載されていることから、その

頃すでに藤枝で茶業が盛んだったといわれている。	

明治時代以降、交通の要衝として発展してきた藤枝には多くの茶商が集まり、志太地域の茶

の集散地として⼤いに栄えた。	

岡部地域では、室町時代には朝⽐奈川沿岸で茶が栽培され、明治30	年頃には、朝⽐奈地区

で⽟露が栽培されるようになったといわれている。	

	

	

榛原茶	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/haibara/index.htm	

平成１７年１０⽉榛原・相良両町の合併による「牧之原市」の茶商組合として、このたび新たな旅⽴

ちをしました。	

http://g.kyoto-art.ac.jp/reports/1684/
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/trip/buy/1450143436769.html
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/haibara/index.htm


	 牧之原市は北部の⼤茶園“牧之原台地”を中⼼にした全国有数のお茶処で、市内には約２，５７０ヘ
クタールの茶園	が広がり、⽇当たりのよい台地に栽培された荒茶の⽣産量は⽇本⼀を誇り、市の基
幹産業として農業⽣産の中枢	を担っています。	

	 特に旧榛原町の場合、茶園⾯積は１，２７０ヘクタール（全作物の作付⾯積の７３パーセント）、
そのうち約６０パーセントが	牧之原台地で⽣産され、粗⽣産額は４６９千万円で全作物に占める割
合は６１パーセントになっています。（平成１５年）		 お茶の品種は主に「やぶきた茶」で、⻑い⽇
照時間と温暖な気候に恵まれ、⻑年にわたる積極的な改植と研究	改良が加えられて⾤ました。	

	 ミル芽でありながら茶葉が⼤きく、⾁厚に栽培された「やぶきた茶」を丹念に収穫し、通常の蒸し
時間に⽐べて⻑く蒸した《深蒸し煎茶》が主	流です。コクや旨みが⼗分引き出され、深い⾵味と豊
かな⾹りのあるお茶として、⼜安⼼安全なお茶として⼤変ご好評を戴いております。	

	 これまでの地道な努⼒により何度も全国茶品評会で農林⽔産⼤⾂賞や産地賞の栄冠に輝き、品質・
⽣産量ともに⽇本最⾼⽔準のお茶として、	⾃信を持ってお勧めできます。	

	

	

https://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page?2&pid=162
43868&psales_smcd&oroshi_smcd=ShaN231u&mcd=ShaN231u&IMReferer=/b
uyer/search/prod_detail.page	
⻑い⽇照時間と温暖な気候に恵まれ、積極的な改植と研究で、ミル芽でありながら茶葉が⼤きく、⾁

厚に栽培された新芽を、丁寧に摘み取り深むし茶になります。コクや旨みが⼗分に引き出され深い⾵

味と豊かな⾹りあるお茶が出来上がります。皆様においしいと⾔って頂けるお茶が作れるように⼟作

りから畑、製造まで⼀貫した流れで安全・安⼼もお届け出来るようお茶作りをしています。⼟の様⼦

から芽の⽣育状況まで毎⽇の管理と、⾹り味共に最⾼の時期に摘み取り⽣産出来るようこころがけて

います。�

�

�

川根茶	
http://www10.plala.or.jp/TSUBOMI/tsubomi-chaten-how_to.htm	

	

川根茶って？	

	

「川根茶」は、商標登録（地域団体商標）	 第５０５３８２３号です。	

	

https://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page?2&pid=16243868&psales_smcd&oroshi_smcd=ShaN231u&mcd=ShaN231u&IMReferer=/buyer/search/prod_detail.page
https://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page?2&pid=16243868&psales_smcd&oroshi_smcd=ShaN231u&mcd=ShaN231u&IMReferer=/buyer/search/prod_detail.page
https://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page?2&pid=16243868&psales_smcd&oroshi_smcd=ShaN231u&mcd=ShaN231u&IMReferer=/buyer/search/prod_detail.page
http://www10.plala.or.jp/TSUBOMI/tsubomi-chaten-how_to.htm


	

	

川根茶の定義	

	

・静岡県の川根本町、川根町で摘採された茶葉を同町内の製茶⼯場で加⼯し、出来上がっ

た「荒茶」を使⽤し製品化した茶。	
	
・上記の茶を１００％使⽤したお茶である事。少しでも他産地の物が混⼊している場合

は、「川根茶ブレンド」としなくてはならない。	

	

	

	

川根茶の特徴	

	

１．外観	
	 ・本来の川根茶は、普通煎茶なので、細よれで針の様な形をしている。（最近は、深蒸しの傾向
が強く粉っぽい物が多い。）	
	
２．⽔⾊	
	 ・⾦⾊透明が本来の川根茶です。⻩緑⾊ですが、物凄く⾊が薄いです。（深蒸し茶は、⾊が濃い
緑⾊です。）	
	
３．味	
	 ・⾊は薄いですが、トロッとしていてお茶本来の⽢味が強いです。（しっかりとしたお茶の⼊れ
⽅を覚えないと、この味を出す事は出来ません。）	
	
４．⾹	
	 ・値段の⾼いお茶程、新茶の⾹りが強いです。お茶を⼊れる前に匂いを嗅いでも新鮮な⾹りが強
いですし、お茶を出した後に、急須の中の⾹りを嗅いでも良い⾹りがします。他産地のお茶と違

い、川根茶独特の⾹りですので、⼀度試してみてください。	
	
５．その他	
	 ・⼤井川⽔系によって⽣まれる朝霧や、綺麗な⽔、空気、⼟によって育てられた茶葉を、⾼い技
術を持ったお茶師さん達が揉みあげた茶は、幾度となく各品評会で賞を受賞しています。特に、川

根本町産（旧中川根地区）のお茶は、全国茶品評会に於いて３年連続の産地賞を受賞しています。

（未だ継続中）	

	

https://www.kawane-cha.jp/history/	

https://www.kawane-cha.jp/history/


駿河出⾝の⾼僧、聖⼀国師は、鎌倉時代に宋から持ち帰った茶の種を�

現在の静岡市⾜久保に撒き、静岡茶の歴史が幕を開けたと⾔われています。�

それが川根地域にも広まった説や、それとは異なる説もあり、�

明確な歴史は明らかになっていません。�

そもそも⽇本に在来種があったのでは、という説もあり、�

あるいは川根地域にも古来の在来種が⾃⽣していたのかもしれません。�

�

室町時代〜江⼾時代

初期	
歴史上で川根茶の存在が明確になるのは、江⼾幕府が開かれた頃。�

川根の村々は、年貢を茶で納めていたという古記録が残されているのです。�

年貢で納めるほどの⽣産体制が整っていたとすると、�

茶づくりの起源はさらに昔、少なくとも室町時代に遡ると考えられています。�

江⼾時代	
江⼾幕府の幕開けから100年の頃、今に名⾼い豪商、紀伊國屋⽂左衛⾨は、�

⼤井川筋の⽊材を商っていました。�



その際、⽊材とともに持ち帰った川根茶が、�

江⼾で評判を呼んだと伝えられています。�

江⼾後期における川根茶の⼈気の⾼さは、様々な資料から明らかです。�

川根茶は、味にうるさい江⼾の⼈々を魅了していたのです。�

	

	

島⽥茶	

http://www.shimada-ta.jp/form/index.php?id=3	

島⽥茶の歴史をさかのぼると、江⼾時代初めに⼤井川中流域の伊久美で年貢として茶が納められてい

た記録があります。�

江⼾時代後期には、宇治の茶師を招き、茶の栽培と製茶技術を普及させ、茶業がめざましく発展しま

した。�

明治時代になると徳川家⾂団等による⼤井川下流域の牧之原が茶畑に開墾され⼀⼤茶園が広がってい

ます。�

島⽥では、朝⼣の川霧が直射⽇光を遮ることによる上品な⾹りと美しい⽔⾊（すいしょく）の⼤井川

中流域のお茶と、たくさんの⽇光を浴びた滋味豊かな⼤井川下流域のお茶が⽣産されています。�

■�

	

http://shimacha-biz-web.com/	

島⽥市には、お茶の産地が三つあります。それは、島⽥茶が⽣産されている島⽥地区（旧島⽥市

の区域）、⾦⾕茶が⽣産されている⾦⾕地区（旧⾦⾕町の区域）、川根茶が⽣産されている川根

地区（旧川根町の区域）です。	

島⽥茶、⾦⾕茶、川根茶は、それぞれ当協会の島⽥⽀部、⾦⾕⽀部、川根⽀部がその振興を推進

しています。	

	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/shimada/index.htm	

静岡茶のはじまりは、聖⼀国師が宋の国から茶の種⼦を持ち帰ってからと⾔われています。江⼾時代

には、⽇本有数のお茶どころとして、その名を全国に知られるようになりました。	

島⽥でも⼤井川の豊かな恵みを受けて、古くから数多くの銘茶が栽培されていました。初夏になる

と、⼤井川の⼭間の⾥の斜⾯はあざやかな茶の緑で覆われたと伝えられます。	

http://www.shimada-ta.jp/form/index.php?id=3
http://shimacha-biz-web.com/
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/shimada/index.htm


明治に⼊ると、職を失った川越⼈⾜や幕府直参の旗本たちなどの⼿により、牧之原茶園の開拓が始ま

りました。初倉村（現在の島⽥市初倉地区）と⾦⾕町を中⼼に建設された⼤茶園は、現在、⽇本⼀の

⽣産量を誇ります。	

⼤井川の恵まれた⼤⾃然が育てた島⽥茶の味と⾹りは、数ある静岡茶のなかでも⼀級品。数々の賞を

受賞し、静岡茶を代表する銘茶として多くの⼈から愛されています。	

	

	

⾦⾕茶	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/kanaya/index.htm	

牧之原⼤茶園は、明治維新で幕府が崩壊し、失職した幕⾂や川越⼈⾜が⼊植。	

原野を開拓し、現在では東洋⼀の規模を誇る⼤茶園に発展した。⾦⾕を⼀望出きる牧の原公園には、

当時をたたえる茶業記念碑や栄⻄禅師の像が⽴ち、茶造りの尊い歴史を今に伝えています。	

⾦⾕では、お茶の栽培に適した⾃然環境⻑い歴史に培われた⾼い栽培技術でほとんどの農家が茶の⽣

産に携わり、当町農業⽣産⾼の８割強を占めています。	

また、公⽴茶研究機関及び最先端技術を有する製茶機械製造メーカーび集積地です。	

⾦⾕茶の特徴としては、⽢味、渋み、爽やかさを兼ね備えた、⽢くやわらかな⾆触りと独特の深い⾹

気を持っています。最近⾦⾕茶の評価は、⽞⼈筋では⾮常に⾼い評価をいただいています。また、⽇

本で⼀番早く⼿摘み茶を横岡で毎年収穫しています。	

	

http://shimacha-biz-web.com/	

島⽥市には、お茶の産地が三つあります。それは、島⽥茶が⽣産されている島⽥地区（旧島⽥市

の区域）、⾦⾕茶が⽣産されている⾦⾕地区（旧⾦⾕町の区域）、川根茶が⽣産されている川根

地区（旧川根町の区域）です。	

島⽥茶、⾦⾕茶、川根茶は、それぞれ当協会の島⽥⽀部、⾦⾕⽀部、川根⽀部がその振興を推進

しています。	

	

	

さがら茶	
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/sagara/index.htm	

旧相良町は、⽇本有数の茶産地として知られる牧之原台地の南部にあり、茶の栽培が盛んです。相良

のお茶は⻑い⽇照時間と温暖な気候で育てられ、葉⾁の厚い茶葉が⽣産されます。そのほとんどは、

荒茶の製造⼯程で強い蒸気で葉の芯まで蒸され、渋味と苦味を抑えた「深蒸し茶」といわれる煎茶と

なります。このさがら茶は昭和62年と平成2年に、全国茶品評会の「深蒸し煎茶の部」で最⾼賞の農
林⽔産⼤⾂賞を受賞し、その品質の⾼さが認められています。	

	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/kanaya/index.htm
http://shimacha-biz-web.com/
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/sagara/index.htm


https://www.ochanoseikoen.net/farm/	

熊本県球磨郡相良村 ⼭村茶園�

清流のほとり、霧が深い場所にある⼭村茶園は朝晩の寒暖の差が⼤きく、且つ朝霜が降

りにくい特徴があり、正に上質な茶作りに最適な地形といえます。茶農家の⼭村孝⾏さ

んは⼭々から湧き出るおいしいお⽔や特製の堆肥を⽤いて⾼級茶品種「さえみどり」を

中⼼に様々な茶作りに取り組んでおられます。�

⿅児島県南九州市知覧町 ⼯房ちらみ�

お茶の⽣産数 全国2位の⼤茶産地 ⿅児島県 中でも知覧町はその品質の良さから全

国でも有名な地域で知られています。「さえみどり」「やぶきた」「おくみどり」「ゆ

たかみどり」を始め様々な種類のお茶が作られており、⿅児島の温暖な気候⾵⼟が上質

なお茶へと育みます。⼯房ちらみさんには腕利きの茶農家さんが集まり、⽇々美味しい

茶作りのための研究を⾏っておられます。私共も様々な要望を出させていただき、お客

様にお喜びいただける茶作りを⾏っております。�

�

御前崎茶�

http://www.omaezaki-cha.net/about/index.html�

⽇本屈指の⽇照量。雪を知らない海洋性気候。�

周囲を⼤海原に囲まれた岬まちである御前崎市は、静岡県最南端の茶産地です。地勢、気候など

の環境がお茶の栽培に適しており、古くからお茶の名産地として知られています。�

市内⼀体に広がる⼤茶園は、明治初年に勝海⾈や徳川の幕⾂たち、また、旧浜岡町出⾝の丸尾⽂

六の尽⼒で⼤井川の川越⼈⾜らの⼿により開拓が始められさらに発展してきました。現在のよう

に、御前崎市がお茶の名産地となったのは、まさに茶業の先⼈達の熱意と努⼒の賜物です。�

�

�

http://masudaen.ocnk.net/product-list/10�

器に注げば、爽やかな薫りと驚くほど美しいエメラルドグリーンに魅了されること間違いな

し、の御前崎名産茶「つゆひかり」です。�

https://www.ochanoseikoen.net/farm/
http://www.omaezaki-cha.net/about/index.html
http://masudaen.ocnk.net/product-list/10


【御前崎市推奨茶】【つゆひかりの特徴】「つゆひかり」は、「静7132」と「あさつゆ」

を交配させて出来た品種です。萌芽期や摘採期が「やぶきた」よりも数⽇早いやや早⽣(わ

せ)種になります。耐寒性の⾚枯れ抵抗性は「やぶきた」より強く、耐病性は炭そ病には極

めて強いと⾔われています。�

【つゆひかりの特性】⼀番茶の品質は、⾊沢が明るい緑⾊を⽰し、⽔⾊は明るく良好で深蒸

で仕上ると、きれいな緑⾊傾向を⽰します。⾹味は特徴のあるさわやかな⾹気を有し滋味は

温和です。�

�

�

https://www.ocha-maruike.com/�

『新野路(にいのじ)』	
	
	 地元で育つお茶を守り続けたいという思い
から、	
	 丸池製茶のある「新野」という⼟地の名前
をつけました。	
	 地元の皆様が飲みやすく、飲み飽きないお
茶となるよう作っております。	

	

2位	

『つゆひかり』	
	
	 御前崎市、茶⽣産農家、製茶問屋がまと
まって作り始めた品種茶です。	
	 茶の樹を育て始めた頃は、樹勢が弱々しく
⾒えて⼼配しましたが、	
	 深い緑の美しい⾊合いと⽢みが⼈気のお茶
となりました。	

3位	

『⼤⾛り』	
	
	 販売量が少ないため、第3位としましたが、
新茶の時期に売切れてしまう	
	 圧倒的⼈気を誇るお茶です。『⼤⾛り』限定
の茶園で育ったお茶の葉は	
	 鮮やかな緑が美しく、うま味も強く感じる
ことから、贈り物だけでなく	
	 ご⾃分⽤に少量お求めになるお客様も増え
てきております。	

�

�

掛川茶�

https://www.kakegawa-tea.net/hpgen/HPB/entries/2.html�

https://www.ocha-maruike.com/
https://www.kakegawa-tea.net/hpgen/HPB/entries/2.html


静岡県掛川市は、お茶の⽣育に適した豊かな⾃然環境に恵まれ、静岡県

内はもとより、全国でも屈指の銘茶産地として知られています。荒茶⽣

産量においても全国トップクラスで、掛川市全域に茶畑が広がっていま

す。掛川市の特産となっている深むし煎茶は、普通煎茶よりも蒸し時間

を2倍〜3倍⻑くする製法により、⽔⾊が濃厚で⾃然の⽢みが感じられる
深い味わいになります。その掛川の深蒸し茶は、	⽇本の三⼤茶品評会に
おいて、数々の賞を受賞	し、近年では特に優秀な成績を収めています。	

	

http://minorien.jp/ichiran/fukamushi.html	

年平均気温約15℃〜16℃の穏やかな気候、そして適度な⾬量、�

�

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kakegawatya/siru/kakegawachateigi.html�

掛川茶とは、掛川市及び掛川市に隣接する合併前の旧⾦⾕町、旧菊川町、旧⼩笠町、旧浜岡町、旧

袋井市、旧浅⽻町及び森町の範囲において⽣産される気候、⼟質、地形、栽培管理、製造⽅法等が

同様な荒茶を100％原料として仕上げ加⼯したもの（ただし、掛川市内の荒茶⼯場で⽣産される荒

茶原料を75％以上とするものに限る）。�

�

�

�

http://minorien.jp/ichiran/fukamushi.html
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kakegawatya/siru/kakegawachateigi.html


�

菊川茶�

http://kikugawacha.com/know/history�

菊川市で本格的にお茶の栽培が始まったのは、鎖国が解かれた明治初期のことです。横浜

開港によってお茶が輸出の花形商品となり、菊川市の東に広がる当時雑⽊林だった牧之原

台地が開墾されお茶が植えられました。	寝⾷を忘れて茶園づくりに取り組んだ開拓者た
ちの努⼒は百数⼗年のときを経て、いまや⼤規模な茶園へと⼤きく実を結びました。	

昭和39年（1964年）以降、茶農業協同組合設⽴が推進されて、安定した⽣産体制が整
い、また熱⼼な⽣産者たちによって「深蒸し茶」の製法も開発され、全国有数の茶⽣産地

としての評価が⾼まりました。	遠州のからっ⾵と恵まれた太陽の光のなかで育つ菊川市
のお茶は、アミノ酸をたっぷりと含み、葉⾁が厚いのが特⻑。この茶葉でつくる菊川の

「深蒸し茶」はとりわけ⾵味が⾼く、これまで多数の賞を受賞しています。	

	

https://www.matsunagachaho.com/contents/kikukawa/�

そこで、明治2年、⾝分制度が改められ職を失った江⼾の武⼠たち約300⼈が牧之原台地に集まり、

苦労して開墾し農業を始めました。�

また、それまで橋を架けることが禁⽌されていた⼤井川に橋ができたことで失業した川越し⼈⾜たち

も、牧之原台地を開墾してお茶を栽培する仕事に就きました。こうして集団茶園が形成されていった

のです。�

慣れない作業と重労働で病に倒れる武⼠も多く、茶園の造成には莫⼤な費⽤がかかるなど⼤変な苦労

の連続だったと考えられます。�

後に、茶園はまわりに住む農家の⼈たちによって継承され、さらに開墾は続けられました。�

現在6000ヘクタールにも及ぶ広⼤な牧之原⼤茶園となれたのは、こうした⼈々の努⼒の結晶なので

す。�

�

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chagyoushinkou/kikukawashinoocha.html�

菊川市で本格的にお茶の栽培がはじまったのは、鎖国が解かれた明治初期のこと。横浜開港に

よってお茶が輸出の花形商品となり、菊川市の東に広がる当時雑⽊林だった牧之原台地が開墾さ

れお茶が植えられました。�

今でこそ⼤茶園が広がる牧之原台地ですが昔は、草や⽊が⽣い茂ったあれはてた⼟地で、⽔も不

⾃由だったので住む⼈もいませんでした。1868年に江⼾時代から明治の新しい世のなかにな

り、⾝分制度が改められ武⼠は今までの仕事を失ってしまいました。そこで、明治2年（1869

年）に中条景昭（ちゅうじょうかげあき）や⼤草⾼重（おおくさたかしげ）らは、江⼾の武⼠お

http://kikugawacha.com/know/history
https://www.matsunagachaho.com/contents/kikukawa/
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chagyoushinkou/kikukawashinoocha.html


よそ300⼈をつれて、牧之原台地の荒地を開墾し、農業をすることになりました。また、これま

で橋をかけることが許されなかった⼤井川に橋がかかり、川をわたる旅⼈の助けをしていた川越

し⼈⾜たちも職を失い、旧⾦⾕町の仲⽥源蔵（なかたげんぞう）や旧浜岡町の丸尾⽂六（まるお

ぶんろく）のすすめで、開墾の仕事をしてお茶をつくることになりました。�

しかし、荒地を開墾する作業は草を刈ったり、⼤きな⽊を切り倒して根をほり出したりと、たい

へんな作業でした。病気でたおれる⼈も出るなど、武⼠の多くはなれない仕事と不⾃由な⽣活に

たえかね、⼟地をはなれていきましが、まわりに住む農家の⼈たちも加わり、開墾は続けられま

した。�

こうした昔の⼈々の苦労と努⼒が実を結び、今の6000ヘクタールにも広がる牧之原台地の⼤茶

園のもとがつくられたのです。�

昭和39年（1964年）以降、茶農業共同組合設⽴が推進されて、安定した⽣産体制が整い、また

熱⼼な⽣産者たちによって「深蒸し茶」の製法も開発され、全国有数の茶産地としての評価が⾼

まりました。遠州のからっ⾵と恵まれた太陽の光のなかで育つ菊川市のお茶は、アミノ酸をたっ

ぷり含み、葉⾁が厚いのが特⻑。この茶葉でつくる菊川の「深蒸し茶」はとりわけ⾵味が⾼く、

これまで多数の賞を受賞しています。�

�

�

⼩笠茶�

http://www.ocha-takamori.jp/kakegawa.html�

�

茶葉を深く蒸す「深蒸し茶」。濃い緑のお茶は、現在南部丘

陵地帯の主流となっています。製造⼯程の「蒸し」の深さの違

いは、仕上がりのお茶に影響をおよぼします。�

戦後、緑⾊の濃さをいかす製法として「深蒸し」の技術が開

発され使われるようになりました。茶の葉は、南の地⽅ほど

⽇差しが強くなるにつれ、⼒強く厚いためこの製法が主流と

なっています。�

�

http://www.ocha-takamori.jp/kakegawa.html


https://d--member.com/sales/ogasanouenn	

お茶には、「煎茶・深蒸し煎茶」「⽟露・かぶせ茶」「抹茶・てん茶」

「⽟緑茶・釜伸び茶・釜炒り⽟緑茶」「茎茶・芽茶・頭・粉茶」「⽞⽶

茶・ほうじ茶」などの種類があります。静岡県内でも地域によって⽣産

されるお茶の種類や製法は様々。ここ、「⼩笠町茶農業協同組合」では

「菊川茶」という種類のお茶を使い、	深蒸し製法	のみで勝負されていま
す。�

袋井茶�

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/15/01/nogyoshinko/1422535801702.h

tml�

茶の品種は「やぶきた」で、深蒸し煎茶を中⼼に⽣産されています。�

毎年⾏われる各種の茶品評会では、農林⽔産⼤⾂賞をはじめ、多くの賞に輝いています。�

また、市内の⼩学校には、お茶を飲む習慣を⼦どもの頃から⾝につけてもらうため、給茶器

が設置されています。�

�

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fukuroi/index.htm�

本市の茶業は、地勢や気候が茶の栽培に適し、茶業の先覚者の熱意などにより⼀⼤特産地として今⽇

の隆盛をみています。�

市の東南部に位置する標⾼265ｍの⼩笠⼭から、⻄部と南部に⼿のひらを広げたなだらかな⼭⾜をの

ばす⼭麓の豊沢地区及び笠原地区を中⼼として、⻄北部の磐⽥原⼤地へ続く丘陵地帯の三川地区、東

北部の丘陵地帯の東地区及び宇刈地区にあり、⼟壌に砂礫を多量に含んだ⼟地のため、排⽔が⾮常に

良く、昼夜寒暖の差も⼤きく夏場の⾵向きは昼は通常の南⾵、夜間は⼭⼿より吹きおろす東⾵に変わ

り、夏場でもうぐいすの鳴き声を聞く涼しさで県下でも⾵味豊かな茶産地です。�

近年は、優良品種への増改植、機械設備の近代化などに取組み、全国茶品評会、関東ブロック共進会

等においても、数々の農林⽔産⼤⾂賞、静岡県知事賞等を受賞し、県内外に上級茶の産地としても認

められています。�

�

�

磐⽥茶�

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/nougyou/nourinsuisangyou_shinkou/

1002284.html�

磐⽥市で茶の栽培が始まったのは、今から百余年前の明治初期に遡ります。戦後ヤブキ

タの普及と共に⾯積は拡⼤し、昭和33年の磐⽥原簡易⽔道の完成、昭和43年より県営

https://d--member.com/sales/ogasanouenn
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/15/01/nogyoshinko/1422535801702.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/15/01/nogyoshinko/1422535801702.html
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fukuroi/index.htm
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/nougyou/nourinsuisangyou_shinkou/1002284.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/nougyou/nourinsuisangyou_shinkou/1002284.html


磐⽥原圃場整備事業が実施されると畑地灌漑設備も整い、磐⽥市茶業の様相は⼀変して

きたようです。�

地域の基幹作物であるお茶は栽培⾯積約600ヘクタール、茶⽣産者は約300⼈です。製

茶⼯場が約40軒あり、普通煎茶から深蒸煎茶までこだわりをもって幅広く製造され評

価を得ています。渋みと旨みが調和し味わい深さがあり、さわやかなすっきりした⾹り

が特徴です。�

磐⽥原台地に広がる茶園は、地形が平坦で温暖な気候にも恵まれているため、県内でも

極早場所の産地であり、4⽉の中旬から新茶の摘み採りが始まります。その恵まれた地

形から茶園の基盤整備もされ、ヤブキタの再改植も進む⼀⽅で、それぞれ特徴ある新品

種の導⼊も進んでいます。また、乗⽤管理機の普及率は県内⼀です。次世代を担う若い

後継者も多く就農しており、将来が楽しみな産地でもあります。�

�

http://iwatatya.sakura.ne.jp/history.html�

磐⽥市における茶園の⼤半は磐⽥原台地にあり、地形の九割が平坦で傾斜地はほとんど⾒られま

せん。�気候は温暖で⼟壌は⾚⻩⾊⼟であり、多くの⽇照に恵まれています。�県内でも早場所の

産地であり、早い年には4⽉中旬から新茶の摘み取りが始まります。�

お茶の栽培⾯積は５５０ｈａ程で栽培⼾数はおよそ８５０⼾。�現在はこのように茶⽣産地とし

て、恵まれた環境の磐⽥茶ですが、それは昔の⼈達の偉業のおかげと⾔えます。�

�

天⻯茶�

http://iroha-tea.com/tenryucha�

【基本データ】	

味わいタイプ：バランスタイプ	

産地	 	 	 	 ：天⻯茶（静岡県）	

⽇本茶の分類：浅蒸し煎茶	

品種	 	 	 	 ：やぶきた	

味わいの特徴：天仰ぎ遠吠えするオオカミのような凛々しく男前な味わい	

	

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/tenryu/index.htm	

天⻯茶は、⾼級茶産地としての歴史も古く、明治年間から盛んに茶業が⾏なわれてきました。	
⼭間地特有の朝霧かかる茶園で採れるお茶は、⾹りの⾼い上品な味わいです。天⻯茶の多くは、

まだ⼿摘みが幅をきかせています。⼿摘みにこだわって	いるのです。シーズンともなると朝早く

http://iwatatya.sakura.ne.jp/history.html
http://iroha-tea.com/tenryucha
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/tenryu/index.htm


から、美味しそうな新芽だけを摘みとります。その⼀葉⼀葉こそが、最後の⼀滴まで旨みを持続

するからです。	

	 このように丹精こめて製造されました天⻯茶は、各種の茶品評会で⾼い評価をいただいており
ます。静岡県茶品評会において、平成９年度、平成１０年度	、そして平成１３年度には農林⽔産
⼤⾂賞受賞者を輩出するとともに、平成１７年度と合わせて４回の最優秀産地賞受賞の栄誉に輝

きました。また特に、	平成１５年度全国茶品評会においては普通煎茶３０kgの部で、当地⽣産
者が農林⽔産⼤⾂賞を獲得し、産地賞の栄誉も拝受いたしました。	

	

http://issan.moo.jp/cn10/tenryutea.html	

天⻯茶	

⾚⽯⼭脈から流れ出でる天⻯川に⾯した天⻯の渓⾕で育ったお茶が天⻯茶です。	

具体的には天⻯川沿い、天⻯区域内のお茶を天⻯茶と呼びます。	

	

味はさわやか、⾊は⾦⾊透明。	

昔ながらの銘茶の条件を満たした、古⾵な普通蒸し茶です。	

	

天⻯川	

北斎富嶽三⼗六景にも描かれた諏訪湖から流れ出でる唯⼀の本流が天⻯川です。	

⼭と⼭の間の切り⽴った渓⾕を縫うように流れ、その複雑な地形から⽣まれる急流

は「暴れ⻯」と呼ばれ古くから恐れられました。	

	

	

遠州森の茶	

http://iroha-tea.com/ensyumorinocha	

味わいタイプ：バランスタイプ	

産地	 	 	 	 ：遠州森の茶（静岡県）	

⽇本茶の分類：深蒸し煎茶	

品種	 	 	 	 ：やぶきた	

味わいの特徴：勇敢で⺟性愛に富む国⿃キジのように⽢みと渋みが調和した味わい	

http://issan.moo.jp/cn10/tenryutea.html
http://iroha-tea.com/ensyumorinocha


https://www.ishikawaen.jp/	

静岡県⻄部地⽅、お茶の町遠州森で明治に創業した⽯川園は、⾵味豊かな森の茶や

⾹り⾼い⼭間地のお茶を基本とし、こだわりのお茶を販売致しております。�

⽯川園のお茶は⼼地よい⾵味と、いつまでも残る爽やかな後味が基本です。�

⼿軽に⼊れられ美味しくいただける様に⼼がけております。�

お茶をお勧めしていくうちに、お茶請けや森町のお⽶、ご飯のお友などもお茶と⼀

緒に販売するようになりました。�

�

�

浜松茶�

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/pnf/page09.html�

三⽅原台地を中⼼に、浜名湖の源流でもある都⽥川上流の⼭⾥まで、南北に⻑い地域で採れるお

茶です。温暖で⽇照時間の⻑い恵まれた気候のもと、味わい深く⾹り⾼いお茶が⽣産されていま

す。�

出荷時期…通年（主に収穫5⽉）�

主な⽣産地…3.⻄部地区、4.浜北地区、5.三⽅原・都⽥地区、6.細江地区、7.三ヶ⽇地区、8.引

佐地区�

�

�

https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/hamamatsu/index.htm�

浜松茶は、浜松市三⽅原台地をはじめ、引佐郡や、浜北市を含む、天⻯川と、浜名湖にかこまれ

た地域で採れるお茶です。台地から、⼭間部まで、南北に⻑いこの地⽅では、深蒸し茶から、中

浅蒸し茶まで、各地区独⾃の特徴あるお茶が作られています。�

浜松市という⼤消費地をひかえているため、ほとんどが地元で消費されていますが、「味が濃

い」という特徴から静⽅⾯の問屋さんにも多く出荷されています。また、この地区には、戦前、

外貨獲得の為、輸出⽤の紅茶もたくさん⽣産されていた名残りで、独特の⾹気を持つ紅茶⽤品種

なども⼀部、⽣産されています。�

http://www.hamamatsu-books.jp/category/detail/4e07d57a98b3e.html�

浜松で栽培されている品種は、やぶきた、さえみどり、つゆひかり、おくみどり、おくひかり、べにふう

き、⾹駿などで、栽培⾯積は950ヘクタール、⽣産量は860トン（平成21年度統計）となっている。三⽅

原台地を中⼼とした地域で栽培されている浜松茶を「平地のお茶」と呼び、⾚⼟の肥えた⼟と温暖で⽇照

時間が⻑く恵まれた気候のもと、しっかりと厚い茶葉に育つので茶葉の芯まで蒸す深蒸しにすることが多

い。⾹り⾼い深蒸し茶は濃い緑⾊でコクが感じられる。天⻯区や帰宅の⼭間地で栽培された天⻯茶、春野

https://www.ishikawaen.jp/
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/pnf/page09.html
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/hamamatsu/index.htm
http://www.hamamatsu-books.jp/category/detail/4e07d57a98b3e.html


茶、引佐渋川茶、⿓⼭茶、佐久間茶、⽔窪茶は「⼭のお茶」と呼ばれる。⽇照時間が短く昼夜の温度差が

⼤きいので葉が柔らかく、蒸し時間の短い浅蒸しにする。澄んだ⻩緑⾊で渋みとうまみのバランスがよ

く、すがすがしい⾹りがする。�

2005（平成17）年の天⻯区の農業産出額の内、お茶は38％を占めている。近年では、⼤半が⼭間傾斜地

に栽培されていることや⽣産者の⾼齢化などにより減産傾向にあるが、中国野菜との複合経営が取り組ま

れるなど、経営基盤を確保しながら茶産地として維持されている。春野町では県内有機茶の1/3にあたる

40ヘクタールほどを栽培しており、有機茶に関しては県下⼀の栽培⾯積。有機茶は収穫前の三年以上、化

学肥料や農薬を使⽤しないという有機JAS規格の厳しい条件をクリアしないと名乗ることができない。

2008（平成20）年7⽉に開催された北海道洞爺湖サミットでは、各国⾸脳に天⻯茶が振舞われた。ま

た、天⻯茶は全国茶品評会でも上位⼊賞を重ねている。�

�

�

村上茶�

https://www.sake3.com/murakamicha/�

村上市は新潟県北端にあり、�商業的なお茶の⽣産地としては最も北に位置していま

す。�

��

村上茶は、雪に覆われる厳しい冬の気候と⽣産者の栽培技術により�

独⾃の⾵味をもった味わいが特徴です。�

�

https://www.sake3.com/gourmet/tea�

江⼾時代初期（1620年代）、時の城主・堀直竒（ほり�なおより）が江⼾駒込の

藩邸で栽培されていた種⼦を村上に移植した、という説と、同年に村上藩の⼤年

寄・徳光屋覚左衛⾨（とくみつや�かくざえもん）が宇治から種⼦を買い求めて植

えさせた、という説の2説があります。いずれにしても、村上茶には約400年の歴

史があります。�

�

https://kotobank.jp/word/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E8%8C%B6-7604

88�

新潟県	村上地⽅に産する	緑茶	。国内	北限	の茶どころとして知られ、寒冷
な気候により	渋み	が少なく⽢みのある茶になるという。◇1620（	元和	6）

https://www.sake3.com/murakamicha/
https://www.sake3.com/gourmet/tea
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E8%8C%B6-760488
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E8%8C%B6-760488
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C-109026
https://kotobank.jp/word/%E7%B7%91%E8%8C%B6-150119
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E9%99%90-629395
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E3%81%BF-523271
https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E5%92%8C-492855


年、	徳光屋覚左衛⾨	が伊勢神宮参詣(さんけい)の折、宇治から	種⼦	を持
ち帰り	栽培	を始めたとされる。	

	

バタバタ茶（⿊茶）	

https://www.chiikiiro.com/articles/67	

バタバタ茶は、富⼭県下新川郡朝⽇町という新潟県との県境の町にある蛭⾕（びるだ

ん）地区に伝わるお茶の⾵習です。�

	

のちほど詳しく紹介しますが、使うお茶は、�⽇本では珍しい⿊茶�。煮出した⿊茶を茶

椀に⼊れ、2本がくっついた状態の茶筅をお茶の中で振り、泡⽴ったお茶を飲むとい

うもの。�

	

「バタバタ」という名前は、茶筅をバタバタと左右に振る仕草からきていると⾔われ

ています。茶筅を使って泡⽴てて飲むお茶は「振り茶」と呼ばれ、沖縄県や島根県の

⼀部にも残っている地域があるようです。�

	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%9F%E8%8C%B6	

ばたばた茶	（ばたばたちゃ）は、バタバタ茶とも書き、	富⼭県	下新川郡	朝⽇町	で⽣産
される	茶	（後発酵茶、	⿊茶	）。富⼭県北部と	新潟県	⽷⿂川	地域で飲まれている。	

7⽉に2番茶を摘んだ後に伸びた茶を9⽉に⼩枝をつけたまま摘む（現在は粗揉機を使
⽤）。茶葉を蒸し（現在の製法は蒸製煎茶機械による）、揉んだあとに20	-	24⽇間発酵
させる。茶温が60度に上がると切り返しを⾏う。煮汁かけは⾏わない。発酵が済むと、
むしろに広げて3⽇ほど天⽇乾燥する。	

	

https://www.asahi-tabi.com/asahimachi/262/	

バタバタ茶は、中国伝来の後発酵茶「⿊茶」でプーアール茶の仲間。地域のつながりを深め

るお茶会は、農村で続く⼤切な⽣活⽂化です。蛭⾕地区にある「バタバタ茶伝承館」では、

いつも地域のおじいちゃんおばあちゃんが集い、バタバタ茶会の雰囲気を体験できます。五

郎⼋茶碗にお茶を注ぎ、茶筅でカタカタといい⾳を響かせながら泡⽴てていただきながら、

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E5%85%89%E5%B1%8B%E8%A6%9A%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-1094343
https://kotobank.jp/word/%E7%A8%AE%E5%AD%90-77001
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%BD%E5%9F%B9-508306
https://www.chiikiiro.com/articles/67
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%9F%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%96%B0%E5%B7%9D%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E7%94%BA_(%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82
https://www.asahi-tabi.com/asahimachi/262/


みなさんとの会話も弾みます。当番の蛭⾕のお⺟さん⼿づくり、地元で採れた⼭菜やお野菜

を使ったお煮しめや漬物のお茶請けが絶品で、作り⽅を教わることも楽しみのひとつです	

中居茶�

http://okuichi.net/products/detail.php?product_id=61	

能登半島・⽳⽔町の中居は、鋳物の⾥とよばれ、茶の湯との縁も深い。	

中居鋳物の歴史は平安末まで遡るといわれ	

北前船の寄港地として栄えた中居湾は、中居釜を積む北前船が出⼊し、藩政期の名⼯	 初代宮崎寒雉も
中居で⽣まれたという説もある。	

	

この中居の⾼台の南斜⾯は⽳⽔湾の⼊り江に⾯し	

霜が降りにくい事から茶の栽培に適している。	

江⼾時代、中居で作られた茶は前⽥家に献上されていたが	

戦後は栽培農家も減り、近年では畑の境界に⾃家⽤として植える程度で〈中居茶〉は〈幻の銘茶〉に

なっていた。	

	

そんな折、中居住⺠の〈中居茶を甦(よみがえ)らす会〉により〈幻の銘茶・中居茶〉は甦った。	

地元のお年寄りが聞き伝えで覚えていた、昔からの製法の⼿ほどきを受け、機械をつかわない、藩政期

と同じ⾃然栽培の⼿摘み・⼿揉みで⽣産をはじめた。	

	

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%85%E8%8C%B6	

http://okuichi.net/products/detail.php?product_id=61
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%85%E8%8C%B6


中居茶	（なかいちゃ）は、	⽯川県	鳳珠郡	⽳⽔町	の中井地区で⽣産されるお茶。⽣産量は少
なく⼊⼿が難しい。天⽇⼲した茶葉を炭⽕で炒って造られる。	

	

揖斐茶	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E8%8C%B6	

揖斐茶	（いびちゃ）は、	岐⾩県	揖斐郡	で⽣産されている	⽇本茶	（	美濃いび茶	）の	ブラン
ド	。同郡の	池⽥町	や	揖斐川町	が主産地となっている。	

2006年に	サッカー⽇本代表	の監督に	イビチャ・オシム	が就任すると、	揖斐川町	の	宗宮孝
⽣	町⻑の発案でオシムに揖斐茶を差し⼊れるなどしてメディアに報じられた	[1]	。2018年
（平成30年）には	岐⾩県⽴岐⾩商業⾼等学校	が設⽴した企業・	GIFUSHO	が	岐⾩市	から
補助⾦	を獲得し、「岐商茶屋」の名でイベントに出展して揖斐茶の販売を⾏うことを同
社の	最⾼経営責任者	（CEO）である⾼校⽣が発表した	[2]	。	

	

http://www.zuisoen.co.jp/item/list-ibitya.html	

瑞草園は、お茶にたずさわって百有余年。		

その【経験】を活かして、摘んだ茶葉に最適な調合・加⼯⽅法で	「味」と「⾹り」を引き出しています。	

	

美濃いび茶の傾向	

	 ⾊	 	 ：	 近年はやりの濃い緑ではなく、どこか懐かしく感じるような温かな⼭吹⾊が主体です。	

	 味	 	 ：	 ⽢みとも苦味ともつかぬ独特のコクがあります。	

	 ⾹り	 ：	 ⼭あいを思わせる豊かな⾹気が感じられます。	

	

http://www.ibicha.jp/	

https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E9%B3%B3%E7%8F%A0%E9%83%A1&action=edit&redlink=1
https://enpedia.rxy.jp/w/index.php?title=%E7%A9%B4%E6%B0%B4%E7%94%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%84%E3%81%B3%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%94%BA_(%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E5%B7%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E5%B7%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%97%E5%AE%AE%E5%AD%9D%E7%94%9F&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%97%E5%AE%AE%E5%AD%9D%E7%94%9F&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E8%8C%B6#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/GIFUSHO
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%96%E6%96%90%E8%8C%B6#cite_note-2
http://www.zuisoen.co.jp/item/list-ibitya.html
http://www.ibicha.jp/


揖斐でお茶づくりが始まった時代は明らかではありませんが、	

	

旧幕府時代には⼤量のお茶を⽣産したと伝えられています。	

	

宝暦9年(1759年)には、江⼾幕府御⽤番茶を申し付けられ『美濃茶』が誕⽣いたしま
した。	

	

その製法については新しい⽣産⽅法を採⽤して産出しており、桑名通いの⾈で販路を

広くのばしてきました。	

	

また、開国から明治初頭にかけては、輸出産物として⽣産⾯積、⽣産量ともに増⼤

し、美濃いび茶の名は広く知られました。	

	

現在では美濃いび茶のさらなるイメージアップとブランド化を推進しています。	

	

⽩川茶	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E8%8C%B6	

⽩川茶	（しらかわちゃ）は、	岐⾩県	加茂郡	⽩川町	､	東⽩川村	を中⼼に栽培される	⽇本茶	の
ひとつである。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%8C%82%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6


https://tokiwaen.jp/?mode=f2	

県の⽩川といえば世界遺産の合掌造りの⽩川というのが⼀般的だと思いますが、「⽩川茶」の⽩川

は岐⾩県の中ほど東の⽅にあります。⽩川郷の⽩川村より南東⽅向へ直線で７５kmほどの地域で
す。	

	

⽩川茶は東⽩川村、⽩川町と隣接する市町で⽣産されています。東⽩川村、⽩川町では⾶騨川とそ

の⽀流（⽩川、⾚川、佐⾒川など）沿いの傾斜地に栽培されています。	

	

茶栽培に適した⼟質（⾚⼟）と⼭間地特有の厳しい気象条件の下、新茶の時期には昼夜の気温差が

⼤きく川から湧き⽴つ朝霧に包まれ、じっくりと育った⽩川茶は渋みが少なくまろやかな味わいが

あると好評です	

http://kankou.town.shirakawa.gifu.jp/store_03_ocha_minosirakawacha.htm	

お茶栽培の北限とも⾔われる⼭間地帯で栽培されている。適度な湿気と⽇照条件、そ

して昼夜の激しい温度差という、お茶作りには絶好の環境にある⽩川町。この地で栽

培された美濃⽩川茶は、その深い味わいに定評があり、⽇本有数の銘柄茶として広く

しられている。	

	

	 お茶栽培の起源は定かではありませんが、亨保元年(1687年)の⽂献に⽩川のお茶に
関する記述が残っており、400年以上前からこの地で栽培されていたことは明らかな
ようです。伝承では、昔、東⽩川村（現在の五加）の蟠⿓寺の住職が⼭城国（現在の

京都）宇治から茶の実を持ち帰り、⾥⼈に栽培を奨めたことが始まりとか。	

	

三河新城茶	

http://www.fukutaen.co.jp/	

https://tokiwaen.jp/?mode=f2
http://kankou.town.shirakawa.gifu.jp/store_03_ocha_minosirakawacha.htm
http://www.fukutaen.co.jp/


今を遡ること四百年余。	

三叟和尚、新城の地に	

洞泉庵を開⼭す。	

後に茶の種を播き、茶園を営む。	

即ち、三河新城茶の創製なり。	

天の恵み、地の利が此を育て、	

⼈の丹精が此を磨く、⽈く、	

銘茶は⼀朝にして成らず。	

	

http://www.shinsiro-tokuhan.jp/shirai/shinsiro_cha.htm	

⻄暦1600年頃から⽂献に登場したしんしろ茶（新城茶）は、戦後、昭和24〜25年頃
から愛知県の特産振興の呼びかけに応じ「ヤブキタ種」の集団栽培により愛知県⼀

の煎茶産地を形成するに⾄っています。	

豊川の清流とさわやかな緑、⼭あいから湧き⽴つ朝霧。こうした⾃然の恵みの中

で、豊かに育まれたしんしろ茶（新城茶）は愛知県⼀の煎茶⽣産量を誇っていま

す。お茶の97％は「やぶきた種」などの品種で、煎茶本来の深い味と⾹りが特徴で
す。		

	

http://www.ja-aichihigashi.com/tokusan/	

しんしろ茶�

◆主な産地：新城市�

http://www.shinsiro-tokuhan.jp/shirai/shinsiro_cha.htm
http://www.ja-aichihigashi.com/tokusan/


◆⽣産量 ：３４トン�

◆シーズン：４⽉下旬〜８⽉上旬�

新城市の普通煎茶の⽣産量は愛知県⼀位。厳選された⼀番茶は「しんしろ茶」として流通していま

す。�

古⽂書によると、茶がこの地⽅で栽培され始めたのは安⼟・桃⼭時代からとされ、管内では他にも

深蒸煎茶、カブセ茶、抹茶、焙茶、番茶などが⽣産されています。��

近年は、地元産の茶葉を使って農家が独⾃に和紅茶の製造に取り組むなど、茶葉の消費拡⼤に向け

てさまざまな動きが展開されています。�	

	

http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/8,3076,153,717,html	

豊川の清流とさわやかな緑、⼭あいから沸き⽴つ朝霧。こうした⾃然の恵みの中で豊かに育ま

れた「しんしろ茶」は愛知県⼀の煎茶⽣産量を誇っています。�

 品種は「やぶきた種」が主体で、煎茶本来の深い味と⾹りが特徴です。�

 近年では、かぶせ茶やてん茶などの⽣産も取り組まれています。��

	

⻄尾茶	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E8%8C%B6	

⻄尾茶	（にしおちゃ）は、	愛知県	⻄尾市	を中⼼とする2市で⽣産される	茶	であり、その
ブランド	名である。	

登録商標	は	⻄尾の抹茶	（にしおのまっちゃ、登録番号：第5204296号、権利者：⻄尾茶
協同組合）	[1]	。⽣産される茶のほとんどが	抹茶	に使⽤され、特に加⼯⾷品などでよく使
われている。	

	

http://www.nishionomattya.jp/	

愛知県⻄尾市と周辺地域の特産である「⻄尾の抹茶」が、特許庁の地域ブランドに認定されました。

茶の分野で抹茶に限定した地域ブランドとしては全国で初めてです。	

http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/8,3076,153,717,html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E8%8C%B6#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6
http://www.nishionomattya.jp/


抹茶⽣産で全国有数の産地・⻄尾市周辺で栽培された茶葉を、他⽣産地より付加価値を⾼めるのが⽬

的で、今後は	 	 「⻄尾の抹茶」の知名度の向上を⽬指し、ＰＲ、販売活動を全国各地で⾏っていき
ます。	
	

	

http://nishiokanko.com/list/special/matcha	

温暖な気候、⽮作川がもたらす豊かな⼟壌と川霧に恵まれた⻄尾は全国⽣産量約20％を占める

⽇本有数の抹茶の⾥。�

その歴史は⽂永8年（1271年）創建の実相寺境内に、その開祖・聖⼀国師がお茶の種を播いた

ことに始まります。当時は僧侶や貴族などが愛飲していたそうです。その後江⼾時代初期になる

とお茶の栽培が奨励されて広まっていきました。�

抹茶の⽣産が本格化するのは明治に⼊ってから。明治5年（1872）頃には紅樹院の住職・⾜⽴

順道師が宇治から茶種と製茶技術を導⼊したことで地元農家も栽培を開始、⼤正後期にはてん茶

（粉上の抹茶にする前の原料茶葉）の栽培・製造が主となり、現在では⽇本⼀の抹茶の産地とし

て知られ、独⾃の抹茶⽂化が花開いています。�

	

https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/8,5975,92,415,html	

深い緑、上品な⾹り、おだやかなうまみとコクが特徴の⻄尾の抹茶（正確にはてん茶－抹

茶の粉に挽（ひ）く前の原材料）は、全国⽣産量の約20パーセントを占め、全国有数の⽣

産地となっております。�

市の北⻄部の⽮作川（やはぎがわ）左岸⼀帯にある⼩⾼い丘陵地（きゅうりょうち）を稲

荷⼭（いなりやま）茶園といい、約100ヘクタールにも及ぶ茶畑が続いています。この稲

荷⼭茶園と他の茶園（旧吉良町含む）と合わせると市全体では約200ヘクタールになりま

す。�

	

⻄尾抹茶	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6	

⻄尾の抹茶	（にしおのまっちゃ）は、	⻄尾茶	を対象とする	地域ブランド	（	地域団体商
標	）の⼀つ（登録番号：第5204296号、権利者：⻄尾茶協同組合）。「	愛知県	⻄尾市	・
安城市	・	幡⾖郡	吉良町	で⽣産された	茶葉	を同地域においててん茶加⼯・仕上げ精製し、
茶⾅挽（ひ）きした抹茶」をさす。飲⽤から加⼯までのすべてが対象	[1]	[2]	。	

http://nishiokanko.com/list/special/matcha
https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/8,5975,92,415,html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9F%8E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A1%E8%B1%86%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6#cite_note-nishionomattya-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6#cite_note-cityhall-2


茶	の分野で	抹茶	に限定した	地域ブランド	としては全国で初である	[1]	。⻄尾市は抹茶の⽣
産量が⽇本⼀の⾃治体である	[3]	。	

	

http://nishiokanko.com/list/special/matcha	

温暖な気候、⽮作川がもたらす豊かな⼟壌と川霧に恵まれた⻄尾は全国⽣産量約20％を占める

⽇本有数の抹茶の⾥。�

その歴史は⽂永8年（1271年）創建の実相寺境内に、その開祖・聖⼀国師がお茶の種を播いた

ことに始まります。当時は僧侶や貴族などが愛飲していたそうです。その後江⼾時代初期になる

とお茶の栽培が奨励されて広まっていきました。�

抹茶の⽣産が本格化するのは明治に⼊ってから。明治5年（1872）頃には紅樹院の住職・⾜⽴

順道師が宇治から茶種と製茶技術を導⼊したことで地元農家も栽培を開始、⼤正後期にはてん茶

（粉上の抹茶にする前の原料茶葉）の栽培・製造が主となり、現在では⽇本⼀の抹茶の産地とし

て知られ、独⾃の抹茶⽂化が花開いています。�

	

https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/8,5975,92,415,html	

深い緑、上品な⾹り、おだやかなうまみとコクが特徴の⻄尾の抹茶（正確にはてん茶－抹

茶の粉に挽（ひ）く前の原材料）は、全国⽣産量の約20パーセントを占め、全国有数の⽣

産地となっております。�

市の北⻄部の⽮作川（やはぎがわ）左岸⼀帯にある⼩⾼い丘陵地（きゅうりょうち）を稲

荷⼭（いなりやま）茶園といい、約100ヘクタールにも及ぶ茶畑が続いています。この稲

荷⼭茶園と他の茶園（旧吉良町含む）と合わせると市全体では約200ヘクタールになりま

す。�

	

豊⽥茶	

http://www.machikuru.jp/koukaen/page_2/?doing_wp_cron=1565957979.9675259590148925781250	

豊⽥の茶栽培の起源は古く、⽂化⽂政(1804〜1829)の頃、�

愛知県知⽴市⼋橋の無量寿寺住職・梅⾕売茶翁が、�

茶は薬⽤効果がある飲み物であるとして説き、全国に広めたといわれています。�

時は昔、寛永九年(1632)、芦原(現、吉原)を納めていた刈⾕のお殿様は�

⼀⾯に芦が広がり、⽥畑を作ることが困難なことに⼼を痛め、⼆⼈の家⾂に開墾を命じられまし

た。�

翌年の⼗⼀⽉までに16名もの⼈が集まり、さらにこの時村の名を「芦原村」としました。�

その翌年の⼗⼀年春には、打⽥、⼭崎、⼭内、野場、杉浦、太⽥、岡部、稲葉、�

寺⽥、前⽥、⽯川の⼗⼀名も集まりました。�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6#cite_note-nishionomattya-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E3%81%AE%E6%8A%B9%E8%8C%B6#cite_note-3
http://nishiokanko.com/list/special/matcha
https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/8,5975,92,415,html
http://www.machikuru.jp/koukaen/page_2/?doing_wp_cron=1565957979.9675259590148925781250


��

のちには、花園の⼈々も開拓にあげみ、⼀歩また⼀歩と⽴派な村を作っていったのでした。�

この地が、「芦原村」から「吉原村」と変えて花園村から独⽴したのは、延宝四年(1676)のこ

とでした。�

そしてその後、梅⾕売茶翁が、茶は薬⽤効果がある飲み物として説き全国に広め、�

茶の種⼦も斡旋すると共に栽培⽅法も教えました。�

この時、花園村(豊⽥市花園町)に住んでいた酒造りで有名な寺⽥伝兵衛が最初に茶の種を蒔き、

茶畑をりました。�

その後、近隣の吉原村、中根村に茶園を増加させ刈⾕藩の茶産業を担うようになったのです。�

	

	

https://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/kougei/1005312.html	

豊⽥市のお茶の起源は⽂化⽂政までさかのぼります。その後、⽣産者の努⼒で⽣産

が広がりました。�

現在は抹茶の原料となる「てん茶」を主体に栽培を⾏っており、「かぶせ茶」も多

く栽培されています。各種品評会においても優秀な成績を納めており、県外でも⾼

い評価を得ています。�

	

https://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/kougei/1005312.html

