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活動地域および活動拠点 ： 丹波市山南町

丹波市6町の中で最も南部

薬草産地
江戸時代より
薬草栽培されている

人口 約11,400人 面積 98.1Ｋ㎡丹波市山南町

『当帰』は、根は婦人病、冷え性、肩こり
等に効く漢方の材料として使用される。

使われない葉もさまざまな有効成分が期待され、
入浴剤、食品として活用しつつある

： 丹波市立薬草薬樹公園

薬草産地（丹波市山南町）を活性化する

薬草（当帰の葉）を実用的に普及する

活動目的

薬草（当帰など）に親しみ健康になる生活を提案する

山南町和田３３８－１
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2019年度の活動計画

１．薬草産地を中心に人的交流の

拡大

２．当帰葉の収穫量の拡大

３．当帰葉商品販売・イベント開催

４．当帰葉の評価実験による

価値創造

５．プロジェクトの周知
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１． 連携団体：

丹波地区と神戸地区
で構成

薬草産地と消費地
（神戸）の人と地域と
モノの交流

薬草産地を中心に人的交流の拡大 ⇒関係団体の拡大
薬草産地と消費地（神戸）の人と地域とモノの交流

地区 団体名称 活動内容

丹波地区

連携団体

ふるさと和田振興会 和田の地域づくり事業の中心的組織。プロジェクト発足の１年前より「漢方の里祭り」への大学参加を契機に、

本プロジェクトでも中心的役割を担う。平成たんば塾他、各自治会や地元企業さんとの連携などでもご協力。

丹波市立薬草薬樹公園（株式会

社ウエルネスサプライ）

食品加工場において共同開発商品を製造、また、リフレッシュ館では商品販売を連携。また、同公園内での

イベント開催協力だけでなく、関西各地のイベントで開発商品を出張販売し、とうき葉商品の周知にもご協力。

神戸地区

連携団体

しあわせの村

公益財団法人こうべ市民福祉振

興協会

神戸市の総合福祉ゾーン。広大な土地で誰もが楽しめる施設において、年２～３回の「薬草をたべよう！」イ

ベント開催へのご協力のほか、とうき葉パンの開発、薬草園での当帰栽培など、多岐に渡り連携。館内「しあ

わせマルシェ」では、とうき葉商品の販売。（季節により販売内容が変わります。）

ＮPO法人
社会還元センターグループわ

シルバーカレッジの卒業生で組織される。当帰葉料理の考案、イベントの開催協力、当帰葉茶の機能性評価

実験、当帰ポット苗の栽培モニターなど、多岐に渡り連携。

国営明石海峡公園神戸地区

あいな里山公園

キックオフシンポジウムでの講演ほか、公園内で山南町

の当帰や橘の栽培などで連携。

関係団体 山南町薬草組合トウキ生産部会 2018年より、当帰ポット苗の生産へのご協力。2019年
より「当帰葉栽培プロジェクト」で大学と共同圃場の

整備、当帰葉の栽培、和田小学校とのプロジェクトなど

で協業。また大阪中央卸市場出荷への挑戦も協業中。

兵庫県立農林水産技術総合セ

ンター薬草試験地

当帰生産部会とともにポット苗の生産、共同圃場、

当帰葉出荷をサポート。また、当帰ポット苗販売時の

栽培アドバイザーとして、神戸へ出向くなどご協力。

特定非営利活動法人コミュニ

ティネットワークFM８０５たんば
兵庫医療大学の番組「丹波の薬草ゴーゴーゴー」の

制作など、地元FMとして情報発信。またイベントでの
取材など宣伝周知活動にご協力。

丹波市立和田小学校＆PTA 2019年より「当帰葉栽培プロジェクト」にご協力。
約60名の児童が家庭で当帰葉栽培。平成たんば塾、
おいしい薬草教室へのご参加。

毎年兵庫医療大学への体験科学講義など連携。

開発商品協

力団体

丹波市立薬草薬樹公園 大納言小豆のとうき葉ぱん、とうき葉パウンドケーキ、

とうき葉塩の製造、販売

丹波製麺所 とうき葉うどん（お土産用乾麺、調理用冷凍うどん）

の製造。

いづみや製菓 とうき葉せんべいの製造、販売。

株式会社クラモト 新葉とうき葉茶、特撰とうき葉茶の製造。
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生産者と大学と共同圃場

荒れ地を当帰畑にも整備し、当帰葉の栽培

2019年 ３月～10月

約20㎏（乾燥）
２

2019新

当帰葉栽培

プロジェクト

当帰葉の収穫量増大を
目指す
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当帰葉の収穫量
増大を目指す

丹波市立和田小学校の児童約60名が

家庭で当帰を栽培し、収穫

当帰の若手生産者の発掘と

「ふるさと教育」

１

当帰葉栽培プロジェクト

（３月～）

児童が家庭で当帰を栽培し、収穫した当帰葉を

トウキ生産部会が買取るシステムをスタート

約４．４㎏ 収穫 （２回）

参加者に当帰苗を１０本ずつ配布

2019新

当帰葉栽培

プロジェクト

当帰葉の収穫量増大を
目指す
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当帰葉の収穫量
増大を目指す

２

当帰葉栽培プロジェクト

（３月～）

農作業以外でも交流

会議

意見交換会

バーベキュー

2019新

当帰葉栽培

プロジェクト

当帰葉の収穫量と生産
者の増大を目指す
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当帰葉の収穫量
増大を目指す

２

当帰葉栽培プロジェクト

（３月～）

2019新

当帰葉出荷への
チャレンジ

大阪中央卸売り市場へ

8

当帰の葉を食材として出荷する。
食卓で当帰の葉が普及すれば
加工品も売れるのでは・・・・



イベント活動マップ
９
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月 イベントタイトル 内容
４/20 当帰栽培プロジェクト説明会 丹波市立和田小学校PTA総会で説明会実施 参加募集
４/21 神戸しあわせの村開村30周年マル

シェフェスタ 出店 「薬草を食べよう！」イベント 当帰ポット苗と当帰商品の試食&販売

５/12 丹波市立薬草薬樹公園誕生祭
出店 当帰ポット苗の販売 公園の草花でブローチづくりと薬研で入浴剤づくり

６/３ 共同圃場農作業 当帰葉栽培プロジェクト 雑草抜き
６/14 地域FM番組収録№１ 「丹波の薬草ゴーゴーゴー」の第一回目、薬草薬樹公園で収録FM805～プロジェクトの発足～

６/30 薬草をたべよう！しあわせの村 当帰葉うどんの試食販売、薬研を使用した入浴剤づくり、とうき葉商品の販売 FM805～大学
生の取り組み紹介

７/12 FM番組収録№3 FM805～当帰葉栽培プロジェクトin和田小学校～

７/27 共同圃場 収穫
FM番組収録№４ 雨天のため延期 当帰生産者との意見交換会 FM805～当帰生産部会と大学生～

７/28 薬草フェアin薬樹公園 とうき葉を天ぷらにした、天ぷらとうき葉うどんの販売
８/1～2 和田小学校 収穫１回目 当帰葉栽培プロジェクト、児童が育てた当帰葉を持ち寄り
８/2 FM番組収録№５ ひょうごネットワーク会議で～インタビュ－in兵庫県庁～
８/12 薬草フェア＆当帰葉収穫 共同圃場の当帰葉収穫 薬樹公園でとうき葉うどん販売

８/20 おいしい薬草教室＆当帰葉収穫
FM番組収録№６

とうき葉ぱんを作ろう。とうき葉うどんの新しい食べ方体験
とうき葉アイスクリームの試食 FM805～おいしい薬草教室～

８/31 当帰葉出荷計画開始 大阪中央卸売り市場への出荷トライアル打ち合わせ
９/１ 共同圃場草抜き＆収穫 当帰葉栽培プロジェクト 収穫
10/13~14 大学祭 とうき葉うどんの紹介
10/19 大阪中央市場への初出荷 トウキ生産部会から当帰葉を野菜として出荷
10/29 漢方の里祭り とうき葉開発商品を使用した料理を学生が考案し、試食販売
10/31・11/１ 和田小学校収穫２回目 当帰葉栽培プロジェクト、児童が育てた当帰葉を持ち寄り
11/28 和田小学校児童来学 大学で科学講義
12/１ まちむら元気交流会出店 元町商店街で、プロジェクトの紹介ととうき葉開発商品の販売

12/15 薬草を食べよう！
オリジナルイベント開催 しあわせの村温泉健康センターロビーで当帰葉商品の販売、うどん、ちぢみの試食販売

12/18 トウキ生産部会と意見交換会 当帰葉出荷、当帰葉栽培プロジェクト、当帰ポット苗などの来期に向けて打ち合わせ

１/17 安全の日のつどい 出店 冬の炊き出し提案としてとうき葉うどんの試食販売、売上金日本赤十字社（千葉県台風第15
号災害）へ寄付

2019年活動内容一覧
１１



２

当帰葉商品販売
イベント開催
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当帰葉商品販売

しあわせマルシェ
（しあわせの村）でも
販売開始

２
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当帰葉の
評価実験による
価値創造
グループわさんとの
当帰葉茶の評価実験の結果を
「強み」にした、商品の販促強化

３
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兵庫医療大学プレゼンツ

「丹波の薬草 ゴーゴ－ゴー」

プロジェクトの
周知活動

・ たんばコミュニティネットワーク

「FM８０５たんば」 月曜13：30～14：
00

ラジオ番組の制作 ７月～９月

４

プロジェクトにかかわっているみんなで作る番組
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〇当帰の知名度が向上 イベントリピーターの増加

〇生産者 ８戸 → １４戸

〇丹波市内外から問い合わせの増加

〇地元との交流の回数増加とともに内容が深化

成果と今後

〇大学内では薬学部以外への活動拡大を目指す

〇開発商品の商品強化や農産物としての可能性の追求

〇地元主導のプロジェクトに移行

〇メディアを活用した宣伝の強化
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