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萩・夏みかん再生プロジェクト始動！

１

萩市は全国的な観光都市として知られており、
「夏みかんと土塀」の景観は有名で、「夏みかん」
と言えば「萩」のイメージは定着しています。
その夏みかんは全国でみても萩と一部地域でし
か作られておらず、栽培のみならず需要までも甘
夏をはじめとする甘い柑きつ類に押され、夏みか
んは衰退の危機にあります。夏みかんを作る人の
努力だけでは、産地の再生は難しいのです。
このプロジェクトは、行政・企業・市民が一体

注 目

となり、萩・夏みかんを再認識＆再発見、そして
再生へむけて動き出すことになりました。

2

ワークショップには、
１人１本長州地サイダ
ー付きでした！
夏みかん味のスッキリ
としたサイダー！

第１回ワークショップ開催！

夏みかん侍の絵が
とってもユニーク！

第１回目の「萩・夏みかんワークショップ」を
８月１０日の１９時より萩市民館にて、開催いた
しました。

第 1 回 ワークショップ内容

萩市のシンボル的な果実
「夏みかん」を、生産者を

と

はじめ市民、行政、市民グ

き

ループとさまざまな立場・
ところ

年代の方々が２７名参加し
ていただきました。
今回のテーマは「萩・夏みかんを知る！」です。
３つのグループに分かれ、グループワークを開始！
参加者のみなさんで、慣れ親しんでいる夏みかんに
ついて、知っていること
をどんどん書き出してい
きました。
（結果は次ページ→）

平成 21 年 8 月 10 日（月）
19:00 ～ 21:00
萩市民館

会議室

プログラム
●あいさつ
●ワークショップ説明
●夏みかん物語の説明
●1 分 de 自己紹介
●グループワーク
・萩・夏みかんについて
・萩・夏みかんの課題
●まとめ作業
●代表者による発表！
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3 ワークショップの成果です

グループ１

グループ２
夏みかん農家の方が
多いグループ１では
夏みかんの魅力を熱
く語っていました。

●イメージ
城下町 香り百選 酸っぱい 土塀 皮が厚い
白い花 加工品が多様 大きい 黄色 丸漬け
感じる
●欠点
手が汚れる → 食べられていない ←
皮がむきにくい 薄皮が硬い
地方発送の業者がわかりにくい 重い

夏みかんの花
の香りをたの
しんで！

●イメージ
美味しい 酸っぱい 皮が硬い むきにくい 健康に良い
概観は甘夏と区別しにくい 生で食べるので食べづらい
４月後半から５月にかけてが食べごろ
●要望
萩以外のところで買うのにどこで買ってよいかわからない
夏みかんの宣伝をたくさんしてほしい 安すぎる
ブランド商品を作りたい 子どもに食べて欲しい
収穫が遅いので玉が大きくみずみずしい
●イメージ・花
花の香りがとても良い
花がきれい 白い花がかわいい
●イメージ・加工品
夏みかんジュースはとてもおいしい 生食より加工品
加工に向いている
加工品はとても美味しい（生でもおいしい）
昔から作られているお菓子がたくさんある
夏みかんを使ったパスタ、ロールケーキなど他の市がやっ
ている。萩でもしなければ。 花・香り入りソープ
皮が厚いので夏みかん菓子には最適です。
食べるより白壁の上にぶらさがっている景観

●夏みかんに似合うもの
かご 元気な子ども 列車の風景
黄色いガードレール ほうかぶり

きれい
季節を

酸っぱい

着物 白壁 高杉晋作
海 夏みかん小町（娘）

●観光とのからめ方・宣伝
マーマレード作り 農家体験 夏みかん菓子作り体験
夏みかん畑探検・生きもの探し 花見（香りを楽しむ）
夏みかん狩り 夏みかん大使（女性のみ） ミス夏みかん
夏みかんの花ウェディングパーティー
旅行会社と夏みかんツアー
ドリンクバーに夏みかんジュース
テレビ ラジオ ホームページ・ブログ（農家ブログ・流
通ブログそれぞれの立場で） うた
列車の下げ看板「そうだ萩に行こう」みたいな・・
●夏みかんを食べやすくする道具（新商品とか）
包丁
●できそうな商品
アロマオイル 香水 石鹸 入浴剤
大福 ケーキ カキ氷シロップ 丸漬け
アイス ジュース ジャム パン お酒

だいだい菓子
クッキー

グループ２では観光
や宣伝、商品のアイ
デアが豊富でした！

●イメージ・作業
収穫時期が短い 作りやすい 農薬・肥料代が高い
甘夏と夏みかんは収穫時期が違う
あまり手をかけず作れる 暑い時期の摘果はとてもつらい
●アイデア
子どもに夏みかん（給食・おやつ・ジュース）
夏みかんキャラクターを考える
イメージキャラクターの設定
夏みかんシンボルレディーの設定
夏みかんのお酒があったらいい

ワークのまとめ方が
図式でわかりやすく。
発表も楽しく的確！
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ま と

グループ３

め
コーディネーター

行政の方が多いグル
ープ、そして男性の
みのグループでした
が、出る案はなかな
かユニークなものが。

●イメージ
若人が食べない 誰が食べているかイメージできない
生果としては時代遅れ
●特徴
皮がむきにくい 皮がたべられない 味がすっぱい
じょうのうがたべれない スッパイ きれいな黄色
酸っぱさ→健康をアピール 大きい
いつ食べごろかわからない 夏に食べると気持ちよい
見た目少しゴツゴツ色は鮮やか安い 重い
●販売
酸っぱさを売る 海外へ輸出
ネットショッピング

市場リサーチ

●加工
加工し易い マーマレード 実も皮も食べられる
ブランド化（瀬付アジのように）
夏みかん菓子 ジュース 観光農園プラス加工体験
●観光
夏みかんと土塀（萩のイメージ最も強いと思われる）
城下町 土塀 萩
●宣伝
ＨＰ活用 ＴＶ放映 かんきつ公園 オーナー園実施
ご当地キャラクター 市内の小中高の夏みかん収穫体験
生キャラメルとのコラボ

アノ映画を
誘致したら？！
続編で「ごく●ん 」
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植野麻紀子

ワークショップがいざ始まると、夏みかんの「イメージ」
という漠然としたテーマから始まり、当初参加者のみなさん
に戸惑いも見れましたが、ワークが進むにつれ、どんどんと
意見がでていました。
萩市民の方、夏みかんに関わっている人には、身近な題材
でもありましたが、いざ紙に書き起こしてみると、新たな発
見や再発見、興味深い意見がどんどん出てきました。
萩市では庭や道のいたるところに夏みかんがあり、生活や
風景になじんでそれが当たり前になっていると思います。当
たり前に感じていることも書き出すことで、参加者同士で共
有し、再認識できたのではないかと思っています。
少なからず萩市民でない私は、「夏みかん」に対しての参
加者の課題や思いに「なるほど！」と思ったり、「そうだっ
たの！」と感心させたれたり。客観的に見るのも興味深く、
勉強になりました。
3 グループの共通しての夏みかんのイメージは「酸っぱい」
「むきにくい」でした。
その他の意見も、このまま採用されそうなアイデアや商品、
イベントもあり、見ているだけでワクワクします。
今回は生産者の方の意見を聞くことができたのは成果的に
も大きかったと思います。
夏みかんには廃藩になって困窮した武士を救ったという歴
史があります。そして萩の観光にかかせない夏みかんの花や
香り。こんなにも貴重な果物はなかなか無いのではないかと
思います。
明治維新に伴い、武士を救った「萩・夏みかん」は、これ
からのまちおこしの「救世主」にもなるのではないでしょう
か？
次回のワークショップでは、マイナスと思われるイメージ
などを掘り下げて、その要因を探り、解決策、課題、提案を
見つけていければと思います。
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萩・夏みかん物語

～萩・夏みかん再生地域協議会
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夏みかん物語より抜粋～

萩・夏みかんのはじまり
今から３００年ほど前に長門市青海島大日比（オオヒビ）の海岸に流れ着いた果実の種を蒔いて育て
たのが始まりとされ、萩にはおよそ２００年前に実を数個持ち帰ったとされています。 収穫期がわから
ないため、当初はユズの代わりや鑑賞用とされていましたが、ある日、夏に食べると美味しいことに気
づきました。江戸時代の終わり頃には萩の武士・商人の家などに自家消費のために庭に植えられていた
そうです。
夏みかんの経済栽培を始めたのは明治初期。明治維新の廃藩置県により士族の生活に困窮したため、
旧藩士・小幡高政が武士を救済するため、夏みかんの苗木を配り、庭や空き地に植えさせ、１０年後に
は、町中が夏みかんで埋め尽くされるほど育ちました。
始めは少数の人のみが植えて栽培していましたが、夏みかんが高く売れることがわかると多くの人た
ちが栽培を始めました。明治２７年から大正時代まで全国で生産量第一位になるまでになりましたが、
他の地域でも生産しはじめ以前ほど儲からなくなり、萩での栽培面積も下がっていきました。昭和４５
年のグレープフルーツの自由化にともない、夏みかんの価格が低迷、夏みかんを作っていた人も甘夏み
かんをはじめとする柑きつに品種を更新してきましたが、輸入果実や甘く食べやすい新品種の柑きつに
おされるようになり、夏みかんの栽培面積も縮小してきています。

萩・夏みかん産地再生へ！
萩は全国的な観光都市として知られ、「夏みかんと土塀」のイメージが浮かぶほど夏みかんは萩を象徴
する果実です。従来の「酸っぱい」夏みかんが、「甘い」甘夏みかんに変わってきています。夏みかんは
全国で見ても萩でほんの少ししか生産されていません。 このため、夏みかんを作る人の努力だけでは産
地の再生は難しい状況です。
そこで、萩市の行政、企業、観光業者の方が、夏みかんの生産者と一緒になって再生に取り組むこと
になり、平成２１年３月に萩・夏みかん再生地域協議会を設立して活動を始めています。
また 4 月に夏みかん再生への象徴的な施設として萩夏みかんセンターを造りました。同センターは、
夏みかん栽培の研修の場と、夏みかんに関する情報を発信する役割を持っています。現在、新規就農者
２名と、さらに技術を高めたい方が３９名研修しています。

萩・夏みかんワークショップ
このワークショップでは、さまざまな立場の参加者が、萩市に
なじみのある「夏みかん」を、再認識、また共有していき、萩・夏
みかんの産地再生への糸口を探っていきます。今年度はこのような
ワークショップや講演会等を計５回を予定しています。

■問合先 萩市 柑きつ振興課
TEL 0838-25-4191 FAX 0838-25-3770 MAIL nourin@city.hagi.lg.jp
http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=98

