
郡山女子大学の取り組み 
第4回かつらおサークルミーティング 

2017年6月12日(月) 



葛尾村「灯明アートプロジェクト」 
(2016年3月〜8月) 

葛尾村イメージキャラクター 
の開発支援 (2015年10月〜2016年4月)  

包括連携協定を締結(2016年12月) 

本格的連携が 

スタート 

1.葛尾村との連携の経緯 

しみちゃん 



2.プロジェクトの目的と進捗状況    

じゅうねんを使用した  
食品開発 （６次化）  

凍み餅の 
ブランド化推進 

コミュニティ 
再形成支援 

「じゅうねん」「凍み餅」を中心に連携を進めた。 

その過程で、村民のみなさんと交流の機会を持ち、

学生の葛尾村訪問などの交流人口の増加を図るこ

ととなった。 



全体会 分科会 じゅうねん（えごま） 凍み餅 

12月 

1月 

2月 

3月 

4月 

5月 

6月  
 

●第1回全体会 

 (12/19) 

●第2回全体会   

 (2/28) 

取り組み概要 

●第1回分科会(2/7) 

●第3回全体会 

 (4/26) 

●第4回全体会  

 (6/12) 

○じゅうねんに関わる生産・流
通・市場の説明（官民合同T） 

○商品試作の提案（女子大） 

○商品試作の提案（女子大） 

●第3回分科会(5/19) 

●第2回分科会(3/16) ○じゅうねん栽培農家（葛尾村） 
○「大学農場」とその取組み説明 
（女子大） 

○流通の視点から（官民合同T） 
○商品試作の提案（女子大） 

○凍み餅の取組み説明（女子大） 
○商品試作の提案（女子大） 
○包装紙デザイン提案（女子大） 

●アンケート作成（女子大） 

●アンケート実施（女子大） 

○土壌調査結果の報告（普及所） 
○販売にかかわる説明（官民合同T） 
○商品試作の提案（女子大） 

○アンケート実施状況（女子大） 
○オヤマボクチ栽培説明（女子大） 
○商品試作の提案（女子大） 

（ふるさとのおふくろフーズ営業再開） 

●大学農場の整備（協力：日本大学
工学部サークル リズム） 

●地元農家さんへの栽培呼びかけ
（協力：葛尾村） 

●じゅうねん企業組合、おふくろフーズの大学訪問(3/7) 



3.じゅうねんの六次化推進の取り組み 

主な取り組み事項 

1.じゅうねん栽培農家の拡大 

2.「大学農場」の設置 

3.じゅうねん商品の開発支援 
 

 

 

主な取り組み関係者・組織 

• じゅうねん企業組合 

• 地元農家のみなさん 

• 官民合同チーム 

• 葛尾村役場、復興庁、支援チーム 

 

 

 

じゅうねん企業組合のみなさま 



3.1. じゅうねん栽培農家の拡大 

氏名 行政区（所在地） 作付面積(a) 生産見込量(Kg) 

① 
 丹伊田政治氏 
   シゲ子氏 

下葛尾（小坂） 1反（10） 70 

② 
  松本義朝氏 
    利子氏 

野川（六良田） 2反（20） 70 

③  新開ミツ子氏 野川（浜井場） 1反（10） 70 

④   松本政子氏 下葛尾（小坂） 1反（10） 70 

⑤  白岩サチ子氏 野川（蔵久） 5畝（  5） 35 

⑥   島まさ子氏 野川（十良内） 7.5畝（7.5） 52.5 

⑦   松本奈美子氏 大笹（大笹） 5畝（5） 35 

⑧ 大学連携農場 上野川（清ノ内） 
2反（20） 
1反（10） 

140 
70 

9.75反(97.5) 682.5※ 

 ※１反＝70Kgで計算     震災前の村内のじゅうねん取扱量は約300㎏  

葛尾村じゅうねん栽培計画（平成29年度） 

震災前取扱量の 
約2.3倍に！ 



「大学農場」として2反と1反の土地をお借りし、ここでエゴマ栽培が始まります。 

現在丹伊田さんらが、大学農場用の 

じゅうねんの苗を育ててくださっています。 

いよいよ6月17日(土)に地元農家の 

みなさんと女子大生50人が一緒に 

じゅうねんの苗植えを行います！ 

3.2. 大学農場の設置 



 ≪大学農場を中心とした今後の展開≫ 

３月 

販売開始 

分析結果のラベル作成 

６月17日(土) 

苗植え 
7月 

芯止め 
10月 

刈取り 

収穫した種子・油・搾りか
すの一般成分・ミネラル・
食物繊維を成分分析。 

エゴマ油の脂肪酸組成、 
  劣化度の分析 
種子の売却 
商品開発 

【刈取り】 【芯止め】 

摘芯した葉の一般成分・
ミネラル・食物繊維を 

  成分分析。 
葉を乾燥し粉末に 
エゴマ葉粉末を用いた 
  商品開発 

2反の土地(手がりで収穫) 

1反の土地(機械がりで収穫) 

【苗植え】 

女子大生50人による 
  農業体験 



◉チーズケーキ・みるく 
ぷりん・アイス・マカロン 
（第1回女子大分科会） 

◉ラングドゥシャ 
（第1回全体会） 

◉濃厚プリン 
（第2回女子大分科会） 

◉アイス 
（第2回全体会） 

◉アイス・パン 
（第3回女子大分科会） 

3.3. じゅうねん商品の開発支援 

かつらおCMTGにおいて、郡山女子大学が提案してきたじゅうねん試作品 



3.4. 今後の展開 

 大学農場を中心としたじゅうねん研究、及び農場運営 

肥料の違いによるじゅうねんの種子・油の成分比較を行う。 

収穫された種子は、「じゅうねん企業組合」に買い取っていただき、種子・油

などを販売する。商品には、女子大の栄養成分の分析結果をラベル表示する。 

大学農場で得られた収益は、かつらお復興キャンパスの収益とする。 

 お大尽様(じゅうねん団子)の復活 

秋のじゅうねん収穫を経て、じゅうねん企業組合で 

   震災前に販売していたお大尽様を販売開始する。 

 女子大学生が考案したエゴマ商品の販売 

じゅうねんアイスをはじめとした新たな商品販売を 

実現するため、検討を進める。 



4. 凍み餅のブランド化推進 

主な取り組み事項 

1.アンケート調査 

2.凍み餅の成分分析 

3.オヤマボクチの栽培 
 

 

 

主な取り組み関係者・組織 

•有限会社ふるさとのおふくろフーズ 

•地元農家のみなさん 

•官民合同チーム 

•葛尾村役場、復興庁、支援チーム 

 
おふくろフーズのみなさま 



4.1. アンケート調査 

3〜4月 
アンケート 

作成 

 ５〜6月 
アンケートの 
実施・集計 

 7月〜 
商品企画・販売 
戦略の検討 

【アンケート作成】 

アンケートの主な目的は、
若年層（女性 19〜 22
歳）における凍み餅の 

  認知度調査、および新 
  しい調理アイデアの募集。 

【アンケート実施・集計】 

「餅」の摂食頻度・「凍み
餅」の認知度・摂食シーン、
摂食頻度・家庭での調理方
法・新しい 

   食べ方・「凍天」の 
   認知度などをアンケート 
 項目に設定。 

【商品企画・販売戦略の検討】 

凍み餅を使用した商品の
企画検討 

販売戦略の検討 
凍み餅の利用商品を通し
て、凍み餅自体の普及を
図る。 



◉ふりかけ 
（第2回全体会） 

◉おかき 
（第1回全体会） 

◉スナック菓子風揚げ餅 
（第4回全体会） 

◉かりんとう 
（第1回分科会） 

かつらおCMTGにおいて、郡山女子大学が提案してきた凍み餅商品の試作品 

 ≪凍み餅を使用した商品の展開≫ 

◉ドーナツ 
（第3回全体会） 



4.2. 凍み餅の成分分析 

 
試料の確保 

  
成分分析 

  
品質の維持 
ブランド化 

【試料の確保】 

おふくろフーズ様より 
  震災前と震災後の凍み餅 
  の提供を受ける。 

【成分分析】 

一般成分・ミネラル・ 
  食物繊維の分析を実施。 

【品質の保証】 

持続的な品質の維持に 
  つなげる。 
葛尾産凍み餅の栄養成分
的特徴を検証する。 

  他地域の凍み餅との比較 
  をする。 



4.3. オヤマボクチ栽培 

 
オヤマボクチ 

栽培 

2017年6月予定 
大学農場での 
試験栽培 

  
収穫・分析 

【オヤマボクチ栽培】 

100％葛尾産凍み餅の 
   実現（葛尾ブランド） 
オヤマボクチの不足 
   ⇒生産量の減少 

【大学農場での試験栽培】 

生育条件（肥料試験、 
  栽植密度） 
葛尾産種子と塙産種子の
比較 

【収穫・分析】 

一般成分、ミネラル、 
  放射性セシウム量の分析 
2年目以降も栽培を継続。
成分分析を実施しながら
生産量の安定を図る。 

間もなく苗植え 
200株 



4.4. 今後の展開 

凍み餅の新商品の提案、販売戦略の検討 
アンケート調査をもとに、継続して試作品の開発を進める。
葛尾村盆踊りや郡山女子大学 学園祭での試作品販売を 

   企画し、新商品発売につなげる。 

凍み餅利用商品を通して、凍み餅の普及を図る。 

凍み餅の栄養成分の検証 
葛尾産凍み餅の品質基準を検討する。 

葛尾産凍み餅の栄養成分的特徴を検証する。他地域の凍み餅との比較。 

栄養成分の分析結果を商品にラベル表示する。 

オヤマボクチの試験栽培の継続 
葛尾産オヤマボクチの安定供給を目指す。 



17 




