
岐阜大学応用生物学部
㈲FRUSIC
美濃加茂市

ヤギさん除草隊

こはく さくら



取組み・概要の説明

３.今後の展開

１.今まで経緯
２.活動・全国ヤギサミット



１.今までの経緯（除草のはじまり）

■さくら広場緑地（美濃加茂市中部台６丁目地内）

平成２３年春頃撮影

平成２２年頃撮影

農業生産法人 有限会社ＦＲＵＳＩＣと

社会実験として除草を実施



１.今までの経緯（３者覚書）

岐 阜 大 学

・ 実証実験、データ取得・まとめ

・ 利用・管理手法の提案

美 濃 加 茂 市

・ 実験フィールドの提供

・ 関係機関との調整

㈲ＦＲＵＳＩＣ

・ 山羊の管理補助

・ フィールド整備・維持

ヤギによる緑地再生事業実施計画策定のために

必要となる維持管理方法を確立

目的：

平成２５年９月５日

ヤギによる維持管理方法を確立するための調査・研究



１.今までの経緯

岐阜大学作成：美濃加茂市HPに掲載中

５年間（平成３０年３月末まで）

協力して研究・調査を実施



１.今までの経緯
（市内のヤギさんに会える場所）

■昭和村北部未利用地

（美濃加茂市山之上町南坂地内）

■昭和村園内

（美濃加茂市山之上町佐口地内）

■蜂屋調整池堤防法面

（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋地内）

■名北工業㈱

（美濃加茂市蜂屋台１丁目地内）

■さくら広場緑地

（美濃加茂市中部台６丁目地内）

地図：グーグルマップより



１.今までの経緯
（市が実施するヤギさん除草の場所）

■さくら広場緑地 ■平成記念公園北部未利用地

市 → ㈲ＦＲＵＳＩＣ

除草を委託

岐阜大学・㈲FRUSIC・市

３者覚書による実験フィールド

実 践 研 究

A=1.43ha A=1.55ha除草N=65日 管理等N=210日



１.今までの経緯（研究フィールド）

■昭和村北部未利用地

1.55haを岐阜県から

研究用に借りてヤギさんを放牧
H2８.5.1６岐阜大学放牧開始のようす

（美濃加茂市山之上町南坂地内）



１.今までの経緯
（過去５年間の岐阜大学による研究）

研 究

高放牧密度エリア ３０頭/ha

低放牧密度エリア １４頭/ha

■研究（放牧）エリアを２つ設定

ヤギさんの放牧が

１．植生に与える影響

（砂漠化、種類の変化など）

2．ヤギさんの体への影響

（健康、栄養状態など）

結果は後ほど…岐阜大学より
（写真はイメージ）



■ヤギさん除草と人力除草でコストを比較

美濃加茂市では

通常の除草よりも

除草費用が

約２/3に軽減！

※注意：一定の条件下での試算結果です。

比 較

１.今までの経緯
（過去５年間の岐阜大学による研究）



２.今までの活動

つながる事業

岐阜大学授業出張ヤギさん

ふれあい教室

ヤギさんグッズ
（クールビズPR）



２.今までの活動（平成２５年度）

産官学の覚書を締結【H25.９.５】

毎年の研究成果を報告

初年度は、市職員を対象とした
「職員研修」にておこなった

発表者大学生

阿知波 元樹さん

迫田 志帆さん

大学や企業のあらたな取組みが身近に聞けるきっかけ

【１年目】



２.今までの活動（平成２６年度）
【２年目】

研究サイトにて

春からの放牧が開始

ラジオの

生出演
(岐阜放送

深見志保さん)

ヤギさんふれあい教室を初開催

大学生から子どもたちへ

ヤギさんの魅力を伝える

缶バッジ製作

ヤギさん盗難事件

大学生

土井和也さん 大学生

小林明奈さん



２.今までの活動（平成２６年度）
【２年目】大学生30名による

ヤギポスターの作成

「草地学会若手の会」が開催

加茂農林高校の生徒らとによる

「手土産から置き土産プロジェクト」



２.今までの活動（平成２７年度）
【３年目】

小学校１年生を対象に「ふれあい授業」

を初開催（蜂屋小学校にて）

子ども環境ビデオレポートで

小学生がヤギさん除草隊を紹介

(有)FRUSICさんが

ヤギさん新聞を発行開始

研究サイトの
古竹を

大学生らと

移動し整備



２.今までの活動（平成２７年度）
【３年目】

稲わらアートを初開催

巨大ヤギさんが昭和村に登場！

武蔵野美術大学

宮島慎吾教授

３度目の報告会（文化の森）

まゆの家まつりに引続き

ヤギさんが初登場

発表大学生

大学院生 土井和也さん

大学生 田宮早苗さん

高さ４ｍは

以上も

あるよ！



２.今までの活動（平成２８年度）
【４年目】

東海農政局「消費者の部屋」などで

ヤギさん除草隊のパネル展示を初開催

(同年、市玄関・年度末報告会でも開催)

「ふるさと納税」で

ヤギさん除草隊に寄付を募集



■地域志向学プロジェクト【さくら広場緑地】

学生らが法面除草の研究方法や、実際に除草し大変さを学びました

２.今までの活動（平成２８年度）
【４年目】



２.今までの活動（平成２８年度）
【４年目】

市民からの要望により

「山之上ふるさとまつり」」に出張

「学校給食センター北調整池」

にて短期集中除草を実施

発表者

大学院生 土井和也さん



２.今までの活動（平成２９年度）
【５年目：最終】

岐阜大学

八代田真人先生が教授に

（有）FRUSIC 渡辺祥二代表

日本農業賞受賞



２.今までの活動（平成２９年度）
【５年目：最終】

市内小学校の

「ふれあい授業」が

４校にふえる

３市(各務原・関）合同研修で

ヤギさん除草隊を学ぶ

加茂農林高生が

取組みPR

ヤギさんグッズ

「クールビズ ポロシャツ」

デザインにヤギさん登場！



２.今までの活動（平成２９年度）
【５年目：最終】

１０月５日

「第１９回 全国山羊サミットinぎふ」

PRイベント

たから幼稚園児らのヤギさん応援（大手町公園）

シティホテル美濃加茂にて



２.今までの活動
（第１９回 全国山羊サミットinぎふ）

○日にち： 平成２９年１１月４日（土）、５日（日）

○場 所： ４日（土） シティホテル美濃加茂

５日（日） 日本昭和村

○テーマ： ～ヤギを感じ、学び、働き、つながる～

実行委員長：岐阜大学 八代田真人教授



２.今までの活動
（第１９回 全国山羊サミットinぎふ）

㈲FRUSIC 渡辺祥二代表 蜂屋小学校前校長 井戸千恵子氏

■基調講演（４日午前：２本）

■一般講演（４日午後：１５本）

加茂農林高校生、日本獣医生命科学大学生ら



２.今までの活動
（第１９回 全国山羊サミットinぎふ）

夜は懇談会

全国のヤギさん仲間と

意見交換

約２００名の方々が参加

第２０回は 『茨城県』で開催



２.今までの活動
（第１９回 全国山羊サミットinぎふ）

■実技講習（ヤギの飼い方・つめ切り・人工授精など）（約１００名参加）

■ヤギ乳キャラメルづくり（約１００名参加）

■ヤギカフェ（加茂農林高校のドーナッツ）

■ヤギさんふれあい教室（約３００名参加）



２.今までの活動
（第１９回 全国山羊サミットinぎふ）

【５年目：最終】
■稲わらアート【ヤギタワー】

■ヤギさんグッズ販売

・卓上カレンダー

・マグカップ

・ポロシャツ

第１回 わらアートサミット

In岩室温泉

【企画部門】受賞！



３.今後の展開

１．実証研究の成果

２．研究から実用へ

３．次のステージへ



３.今後の展開
（実証研究成果）

ヤギによる緑地再生事業実施計画策定のために

必要となる維持管理方法を確立

目的：

ヤギによる維持管理方法を確立するための調査・研究

報告書受理（イメージ）

Do Do みのかも

GoGo ヤギさん除草隊



■身近な公共施設等でのヤギさん除草の活用

中部台学校給食センター北隣 調整池

３.今後の展開
（研究から実用へ）

来年度： 学校給食センター

あじさいヶ丘 の法面

市施設

市内企業

との連携



３.今後の展開
（みのかも市のめざすところ）

イ ベ ン ト

観 光

企 業 誘 致

子 育 て

ヤギさんを中心に、つなげて広げる



３.今後の展開
（教育・人材育成への展開）

３者の連携を

「まなび」をテーマに

つなげる



３.今後の展開

企 業 等 関 係

文化の森エントランスホール状況

日本昭和村 様 名北工業 様

㈱ブリヂストン関工場 様

イビデンエンジニアリング 様

東海農政局 様 岐阜県 様

水資源機構 様 など

学校関係

加茂農林高等学校 様

蜂屋小学校 様

帷子公民館 様（可児市）

中屋保育所 様（各務原市）

など

５年間すべての方々に ありがとうございました！

（順不同） （順不同）



ご清聴ありがとうございました！

ひきつづき、岐阜大学の発表


