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エゾシカ肉等の有効活用 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

■新たな取組 

・平成１８年度より、斜里町の地域資源であるエゾシカ肉の低脂肪、高タンパク、高ミネラルとい

った特徴を活かすため、生体捕獲したエゾシカを養鹿し、食肉加工して「知床もみじ」のブラン

ドで、札幌圏や首都圏のレストランや小売業者等を主たる顧客として販売している。 

・今後は、エゾシカ肉の燻製等の一般消費者向け食品の開発を行い百貨店等のニーズに応えるとと

もに、産学官連携による生産・販売体制の確立、パッケージデザインの改善などを通じて顧客満

足度を高めることを目指す。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・斜里町は平成１７年に世界遺産に登録された知床半島の東側に位置し、 約１万頭のエゾシカが

生息していると推測されている。近年、エゾシカは爆発的な繁殖を続け、自然植生への影響のほ

か、農業・林業への被害も発生しており、エゾシカの駆除と有効活用が必要になっている。 

・このような状況下、平成１６年度より道の提唱する「エゾシカの保護管理・資源活用・大量捕獲

に関する推進事業」の趣旨に賛同し、平成１８年１２月に会社を設立した。 

 

■建設企業の概要 

斜里建設工業 株式会社 
代表者：代表取締役社長 土田 好起 
所在地：斜里郡斜里町新光町５１番地１ 
電 話：０１５２－２３－２４０８ 
ＦＡＸ：０１５２－２３－４７３３ 
ＵＲＬ：http://www.shariken.co.jp/ 
資本金：３５，０００千円 
従業員：６０名 
事業内容：昭和３４年設立、平成１４年㈱阿
部建設と合併。土木工事業、建築工事業を手
がける。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・エゾシカの食害による農林業への被害

が社会問題となる中で、地域の現状と

将来を見据え、平成１８年に、関連会

社として㈱知床エゾシカファームを

設立。エゾシカの捕獲から養鹿、食肉

加工処理までを一元的に管理し、エゾ

シカ関連製品（肉・皮・角）の生産及

び販売に取り組んでいる。 

 

商標「知床もみじ」として販売中のブロック肉 

 

牧場内の養鹿風景 
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■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■経営資源の活用 

・斜里建設工業㈱の従業員２名に兼務として営業などを担当させ、事業を実施している。 

 

■新分野進出の体制 

・平成１８年、斜里建設工業㈱と町内の有志者数名の共同出資により㈱知床エゾシカファームを設

立（資本金：５０百万円、従業員：６名）。 

・新分野の事業の核となる製品加工担当の人材４名を新たに雇用するとともに、建設部門から２名

を配置転換し、現在６名体制で実施。 

・エゾシカの燻製品等については、北海道立食品加工研究センター、管内の食品加工業者等との共

同研究で製品開発を行っている。また、地元企業との連携体制を構築し、エゾシカの安定供給や

安全性の確保に取り組んでいる。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１９年度、国の「中小企業地域資源活用促進法」に基づく事業計画の認定を受けるとともに

道の「新一村一雇用おこし事業」を活用。 

 

■成果と今後の展望 

・エゾシカの捕獲から食肉加工処理までの一元的管理により関連製品の生産を行っているが、

野生のエゾシカの捕獲が困難で生産効率が悪い状況。また、関連製品の受注については、季

節により変動が大きいことから、今後はより効率的なエゾシカの捕獲及び安定した受注先の

確保が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

・エゾシカの捕獲場所や事業所の選定に当

たっては、エゾシカの生息地に隣接し、

大量捕獲に適した場所を選定することに

時間を要したが、北海道網走支庁のエゾ

シカ生息数調査の結果を基に場所を選定

することができた。 

・エゾシカの解体等に係るノウハウが無か

ったため、釧路市の先行企業の指導を受

けた。 

 
 

知床エゾシカのしゃぶしゃぶ 
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資源循環型の社会構築へ向けた木質複合材の生産販売 
～地域ゼロエミッションの確立を目指して～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たな取組 

・ペットボトルのキャップを集めて産業廃棄物処理業者に売却し、その収益を途上国の子供達に

接種するポリオワクチン代に寄附する事業を行っている、横浜の「エコキャップ推進協会」と提

携。平成２０年９月から自社が北海道のキャップ収集拠点となって資源リサイクルを進めてい

る。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・当初、 将来的に公共工事等が減少し、 地域経済に大きな影響を及ぼすことが予想されたことか

ら、なんとか町で新しい事業を興せないかと考え、地元の建築、土木事業関係者を中心とした勉

強会を開いていた。 その中で、釧路公立大学地域経済研究センターの小磯教授との出会いがあ

り、地域の抱える問題を、起業に結びつける方策はないかと地域リサイクル研究会を発足、学習

や視察を経て、産学官での、しべちゃゼロエミッション２１研究会を発足した。 

■建設企業の概要 

カムイ・エンジニアリング 株式会社 
代表者：代表取締役社長 大越 武彦 
所在地：川上郡標茶町字栄２１４番地３ 
電 話：０１５４－８５－５８２０ 
ＦＡＸ：０１５４－８５－５８２１ 
ＵＲＬ：http://www.cameui.jp 
資本金：４０，０００千円 
従業員：１７名 
事業内容：平成１２年地域リサイクル研究会
発足、翌年しべちゃゼロエミッション２１研
究会に名称変更。平成１４年カムイ・エンジ
ニアリング㈱を設立。リサイクル事業を行う。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・平成１４年に、建築業者、土木工

事業者、設備工事業者、砂利採取

業者の４社が集まり、カムイ・エ

ンジニアリング㈱を設立。 

・地域で排出される廃棄物を新たな

資源として地域産業の創出に結

び付ける「地域ゼロエミッショ

ン」を理念とし、産学官連携のも

と、廃プラ及び廃木材を原料とし

た木質複合材「カムイウッド」の

製造販売を行う。 

屈斜路摩周湖半線歩行者転落防止柵 

札幌市五天山公園デッキ 
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・研究会のメンバーで琵琶湖環境展を視察に行った際、木質複合材の製造技術に巡り会い、自分達

が今抱えている酪農、林業、観光に絡む環境や、廃棄物等の問題解決に結びつくのではとの思い

から、自治体の協力を得て企業化に結び付けた。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新分野進出の体制 

・平成１４年４月、「カムイ・エンジニアリング㈱」を資本金１千万円で設立。 

・平成１５年８月、工場完成、木質複合材「カムイウッド」の生産を開始。 

・操業開始に当たり１９名を雇用し、現在は１７名体制で事業を実施。今後は事業業績の推移を見

ながら設備投資や、それに見合う雇用増ができればと考えている。 

・カムイウッドの原料となる木粉については、標茶町内の建築廃材やカラマツの間伐材を利用して

おり、廃プラスチックは釧路市内の新聞販売店から出る荷造り用の梱包バンドのほか、町内や近

隣市町の企業、個人から届くペットボトルのキャップを利用するなど、地域の協力を得て生産し

ている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１６年度 北海道「北海道企業立地促進条例」に基づく補助金 

・平成１６年度 北海道「みどりの雇用創出支援事業補助金」 

・平成１６年度 標茶町「振興設備整備資金」 

 

■成果と今後の展望 

・地域で排出される廃棄物から新たな資源を生み出し、それを活用することで、廃棄物が抑制され

るだけでなく、新しい地域産業の創出に結びついた。平成２０年度の売上見込みは１億５千万円

前後。 

・創業以来、北海道や標茶町、近隣市町村等の公共物件の建築資材としてカムイウッドが利用され

てきたが、ここ５年で施工した物件が恰好の宣伝となり、評価を得た成果として最近では、札幌

の大型ショッピングセンターなどの民間需要が増加傾向にある。今後は東京を中心に本州方面へ

の営業活動強化を図り、販路拡大を目指す予定。 

 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服 

した方法・取組 

・工場の立地場所は郊外のため土地は安く購入

できたが、設備の購入に費用がかかった。工

場の建設に当たり、縁故私募債（企業、友人、

知人等）を募り、約２億円の資金を調達した

ほか、中小企業金融公庫の融資で２億円、道

の企業立地促進条例補助金で約４千万円の

助成を受け、その後は林業関係の補助金や標

茶町の補助金等を活用し、事業を実施した。 
カムイウッドで製作した屋外設置用ベンチ 
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ライムケーキを原料とした肥料等の製造販売 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
■新たな取組 

・粉体（粉末状）ライムケーキは、吸湿性の高さや散布時のブリッジ現象（※）が欠点であり、肥

料として施用するには専用の散布車が必要であった。 

 ※ブリッジ現象：粉体圧や粉体の絡みによる架橋（空洞）現象。 

・平成１８年、粉体ライムケーキを直径２～８ｍｍのつぶ状に加工することで、ユーザーである農

家が所有している一般的な散布機での施用が可能となった。また、保存性も向上するなど、利便

性が格段に高まった。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・ライムケーキは、多量の石灰分や良質な有機成分を含むことから、土壌改良剤・肥料としての有

用性は認知されており、ヨーロッパでは早くから農地での利用に取り組んでいた。しかし、含水

比が高く扱いにくい性状のため、日本国内ではその大半が廃棄（埋立処分）されていた。 

・平成１２年、製糖工場で含水比を低減させる技術（高脱水技術）が確立したことにより、肥料と

して利用する道が開けた。同年、㈱北土開発では専用車両を導入し、ライムケーキを畑作地へ散

 

■建設企業の概要 

株式会社 北土開発 
代表者：代表取締役 山田 朝常 
所在地：河西郡芽室町東６条１０丁目１番１ 
電 話：０１５５－６２－３１２１ 
ＦＡＸ：０１５５－６２－３１２５ 
ＵＲＬ：http://www.hokudo-kaihatsu.co.jp 
資本金：１１５，０００千円 
従業員：４４名 
事業内容：昭和４３年㈱北土開発を設立。 
土木工事、産業廃棄物処理業を手がける。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・甜菜からの製糖工程で生じる副産物、石灰汚

泥「ライムケーキ」は、従来産業廃棄物とし

て全量埋立処分を行っていた。 

・平成１２年、製糖工場で「ライムケーキ」高

脱水技術が導入され、農業用土壌改良肥料と

して商品化の目途が立ち、販売及び散布受託

事業を開始した。 

『粒状ライム』製品イメージ 

ライムケーキの利用形態 
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布する事業を開始した。 

・平成１８年、「ライムケーキ粒状化技術」の提供を受け、『粒状ライム』の商品名での製造・販

売を開始した。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■経営資源の活用 

・保有する最終処分場に併設する形で、ホクドリサイクルセンターＬＯＯＰを建設。ライムケーキ

の加工以外にも、製糖工場から排出される汚泥を乾燥した後、肥料化するなど、産業廃棄物の減

量化に取り組んでいる。 

 

■新分野進出の体制 

・平成１２年、ライムケーキ散布事業の開始に先立ち、民間工事・廃棄物処理・肥料販売等を主体

とした部門を編成。平成１８年、肥料の製造開始に当たり増員。現在、同部門には６名が従事す

る。 

・現従事者は、工事部門からの異動者で構成される。生産量の増加次第で増員も検討する。 

・地域に根差したＪＡとの販売協力体制を構築中。また、製糖会社と連携して品質・製造工程の改

良を行っている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１７年度 北海道「建設業等ソフトランディング対策モデル事業費補助金」 

・平成１８年度 北海道「新分野進出優良建設企業表彰」受賞 

・平成１８年度 北海道「新商品トライアル制度」認定商品 

 

■成果と今後の展望 

・平成２０年８月期のライムケーキ関連肥料の売上高は約３，０００万円。今後、増産により

小売分野での売上増を目指している。 

・一つの工場からのライムケーキ産出量は年間約４万トンに上り、このうち肥料に利用されて

いるのは３～４割程度。他分野での有効利用も進んでいるが、多くは産業廃棄物として処理

されており、原材料の量的問題はない。 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服

した方法・取組 

・ユーザーである農家に対し、どのように宣

伝を行っていくか、販路開拓を行っていく

かが課題であったが、長年の誠実な取組の

結果、利用農家の評判とＪＡの支持により

徐々に認知され始めている。 

・生産工程での乾燥に時間を要するため、十

分な生産量が確保できない状況。現在増産

のための工程見直し作業を行っている。 

 
『粒状ライム』製造ライン 
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臨界点・亜臨界水について 

農林水産省 農林水産技術会議事務局 HPより 

■新たな取組 

・木材の生産過程で生じる樹皮、木屑や、間伐材は、木質ペレット燃料の原料となるが、さらにこ

れまで未利用であった葉などの有効活用を図るため、道南杉から抽出するフレグランスオイルの

抽出率を向上させる研究を進めることとなった。 

「道南スギ」から抽出したエッセンシャルオイルの開発 
～環境リサイクルから健康ビジネスへ～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設企業の概要 

株式会社 佐々木総業 
代表者：代表取締役 佐々木 俊司 
所在地：檜山郡厚沢部町新町２２３－２ 
電 話：０１３９－６７－２２２６ 
ＦＡＸ：０１３９－６７－２２２７ 
ＵＲＬ：http://www.sasakisougyou.com 
資本金：２０，０００千円 
従業員：１０名 
事業内容：昭和３２年創業、昭和５３年設立、
土木工事業、砂利販売、産業廃棄物処理、ガ
ソリンスタンド経営。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・平成１９年１２月に「亜臨界抽出」と呼

ばれる新技術を採用した精油抽出施設

を整備し、厚沢部町の地域資源である道

南スギの間伐材を活用した「安全安心で

地域の優良原料を使った」、「高品質」、

「低価格」のスギ精油(エッセンシャル

オイル)の製品化に取り組んでいる。 

 

試作粗精油 

 

亜臨界抽出装置 

・水の温度・圧力を３７４℃・２２ＭＰａ（２１８

気圧）まで上げると、液体でも気体でもない特殊

な状態となり、この温度・圧力を臨界点と言い、

臨界点よりやや低い温度の水を亜臨界水と呼ぶ。 

・亜臨界抽出法は、木質バイオマス成分をはじめと

した有機物が格段に溶けやすくなる亜臨界水の性

質を利用した抽出法で、木にわずかしか含まれて

いない精油（エッセンシャルオイル）を、短い時

間で、高品質なものを、効率よく採取できるため、

この方法により、製品開発を進めている。 
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いる現状。 

・同社では、森林面積が８３％を占めている厚沢部町の地域特性に着目し、間伐材等の木材を有効

利用するため、平成１４年度から木質系の産業廃棄物処理業に進出し、木質ペレット燃料を主に

農業用培土、家畜糞尿用水分調整剤、チップ舗装用原料等の製造・販売などを行っていた。 

・精油の原料となる枝葉や根は、通常は伐採時等に刈り払われ、活用方法がないためそのまま放置

されているが、葉については、防虫効果が高く腐葉土になりにくいため、その活用について検討

してきた。 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

・道内初となる亜臨界抽出法によるため、本研究は、「原材料調達（森林整備事業者等）」、「販

路開拓（協力企業等）」、「研究開発（道立工業技術センター〔函館〕）」などの分野で、地域

内外の企業及び機関と連携して取り組んでいる。 

 

■経営資源の活用 

・建設業との複合経営の利点を活かし、人員の効果的配置や重機・車輌の有効活用を図っている。 

 

■新分野進出の体制 

・社内事業部として、建設部門との兼務で主に１名が研究を行っており、人員が必要となる場合 

は、他部門からの応援により対応する。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１９年度北海道経済産業局「中小企業地域資源活用促進法」事業計画認定 

 

■成果と今後の展望 

・原料に対して約６％の精油の抽出することを目標に開発を進めており、一部事業化段階に進んで

いる。今後、販路については、亜臨界技術に関する協力企業等へ初期段階の販売を行い、その後

は、同社のネットワークを活用して、商社とメーカーの２つのルートにより販売を行う予定。 

・また、この精油の開発に伴い、健康関連の事業者との関わりが深まり、健康ビジネスへの可能性

について着目し、模索している段階である。 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・近年の清潔志向、消臭ブームの中、芳香剤、

消臭剤、除菌材の市場は拡大を続け、平成 

１７年以降は１，０００億円を超える市場規

模となっており、５年前と比較しても 

１１.５％増と継続的に成長している。昨今

の癒しブームによるアロマセラピー人気な

どにより精油を原料とする天然香料は化学

合成の香料に代わり、需要が伸びているが、

精油は大部分が輸入に頼っており、国内産は

小規模生産にとどまり、稀少なものとなって 

 
ヒノキアスナロ、トドマツの精油の研究も進む  
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バイオマスプラントによる堆肥製造の受託処理事業 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新たな取組 

・平成１９年より、鶏糞の１次処理に加え、籾殻を活用した堆肥化の受託処理を行っており、

籾殻堆肥は農家から好評を得ている。 

・２０年度は３００トンの籾殻の処理を受託したが、今後も受託が期待できる。 

・梱包、最終調整、検品等の工程を加えて最終製品を製造することも可能だが、設備構成を限

定し、工程の高効率化や少人数での稼働・低コスト化を図るため、堆肥化処理工程のみに特

化した受託処理を行っている。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・農業関連分野への進出を検討していた際に、バイオマス処理システムであるＭＭＣＳ（Multi 

Purpose Ｍaterial Conversion System：多目的材料変換システム）の研究者と出会い、循環型資源リ

サイクルを可能とする本技術による事業への進出を決めた。 

・また、留萌地域では、漁業残さや下水道汚泥などの廃棄物処理問題や最終処分場の延命化問題が

地域課題となっている中で、「留萌市バイオマスタウン構想」が平成１７年に国の「バイオマス

タウン・ニッポン総合戦略プロジェクト」の指定を受け、当該プラントが中核施設と認められた

ことが事業展開の追い風となった。 

・大手企業から長期間の安定した鶏糞処理の委託契約を締結し、安定経営が期待できた。 

■新事業の概要 

・平成１６年に関連企業として留萌バイオマス処理センタ

ー㈱を設立し、１７年より留萌市にてバイオマス処理事

業を開始、１９年より小平町に移転して操業する。生ゴ

ミや下水道汚泥など多様な廃棄物を特許取得済みの水

熱反応により処理し、堆肥を生産。ダイオキシンを発生

させない安定した処理を実現するとともに、処理期間の

大幅な短縮や処理費用の大幅な圧縮が可能となった。１

次処理から完成堆肥まで受託処理事業を行う。 

■建設企業の概要 

株式会社 西村組 
代表者：代表取締役 西村 祐一 
所在地：留萌郡小平町字鬼鹿港町４－１ 
電 話：０１６４－５７－１１３１ 
ＦＡＸ：０１６４－５７－１１３３ 
資本金：６３，５００千円 
従業員：２０名 
事業内容：昭和２８年創業、昭和３４年設立。
土木、建築工事を中心にガソリンスタンドな
ども手がける。 

新分野の事業概要 

 
受託した籾殻堆肥の最終製品 

ＭＭＣＳプラント 
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■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■経営資源の活用 

・敷地造成、プラント、その他施設の建設については、本業のノウハウを活用し、西村組㈱で施工

し、コストを削減。 

・西村組㈱より４名を建設業と兼務で配置。 

 

■新分野進出の体制 

・新会社として留萌バイオマス処理センター㈱を平成１６年に設立。資本金は１０，０００千円。 

・建設部門との兼務で４名を配置転換し、雇用の維持に努めるとともに、新たに３名を雇用。現在

７名体制にて運営している。今後の事業展開によっては追加雇用も検討している。 

・留萌管内の㈱北海道ナチュラルを販売会社として籾殻や天然鉱物を原料とした堆肥を販売。籾殻

堆肥については、トン単位での購入もあるなど、農家から好評を得ている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１６年度北海道「地域政策総合補助金（新産業創業事業）」 

・平成１７年度北海道「北海道企業立地促進条例」に基づく補助金 

 

■成果と今後の展望 

・平成２０年度は、２社から処理を受託し、バイオマスの処理量は約４００トンで売上高は約

５，０００万円。まだ黒字化していないが、２１年度以降も積極的に事業展開を図る。 

・籾殻堆肥は農家に好評であることから、２１年度以降の受託量は増加することが期待される。

また、天然鉱物を使用した他の堆肥についても、九州方面で売上好調であることから、今後

受託量が増加することが期待される。受託先及び受託量の増加を図るべく営業を強化してい

る。 

・現在、留萌南部３市町（留萌市、増毛町、小平町）で進められているゴミ処理広域化計画につい

て、留萌バイオマス処理センター㈱としては、ＭＭＣＳプラントによる処理が、他の処理施設を

利用した処理に比べて、安全性、処理コストの面で有利であると考えており、その動きに注視し

ている。 

 

 

・新たに肥料の製造に進出してくる企業も

多く、販路開拓が最大の課題。当初、安

定した処理契約を締結していた大手企業

があったが、プラントの臭気処理の問題

から、プラント移転や処理計画の見直し

を余儀なくされた。プラントの操業再開

後は、地元資本の企業から受注するなど

、受託先の拡大に向け、積極的な事業展

開を行っている。 
 

ＭＭＣＳ処理フロー 


