
「 」網走川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言

調印式並びに共同宣言記念フォーラム

～ 網 走 川 物 語 生 き た 土 が 豊 か な 川 と 海 を 育 む ～

○日 時 平成２２年１１月２５日（木）午後１時～

○場 所 津別町中央公民館 網走郡津別町字豊永５番地１

○主 催 津別町農業協同組合

網走漁業協同組合

西網走漁業協同組合

○後 援 網走開発建設部

オホーツク総合振興局

網走市

津別町

○協 賛 津別町農業総合対策推進会議

網走市河川等漁場環境保全対策協議会



「網走川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」

調印式次第

日時：平成２２年１１月２５日（木）午後１時００分～

場所：津別町中央公民館

１．開式

２．経緯並びに共同宣言の紹介

３．共同宣言調印

（記念撮影）

４．三組合長挨拶

津別町農業協同組合 代表理事組合長 山下 邦昭

網走漁業協同組合 代表理事組合長 山田 邦雄

西網走漁業協同組合 代表理事組合長 大高 隆吉

５．知事メッセージ

北海道知事 高橋はるみ 様

代読 オホーツク総合振興局長 武田 準一郎 様

６．閉式

－引き続き 共同宣言記念フォーラム－

－ １ －



共同宣言にいたった経緯

津別町農業協同組合、網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合の３協同組

、 、 「 」 、合は 平成１９年に 北海道開発局の サーモンアクションプラン という

「流域の農業と漁業が連携して河川環境の保全に取り組み、それをもって産

品のブランド化を図るという地域づくりの試み」に参加し、それぞれの有志

が集まり何度も会合を行いました。

網走の漁業は、上流域からの泥水や過剰な栄養塩による湖や沿岸の漁場環

境の悪化に頭を悩ませていました。一方、津別の農業では、有機物の循環や

一部では環境保全型農業への取組がされていましたが、台風災害で津別のコ

ンテナが網走湖に流れついたのを見て上流の責任を感じていました。

初めは互いに警戒していましたが、話し合いを重ねるうちに、次第にお互

いの立場を理解できるようになり、流域内での農業と漁業の連携が互いの産

業の発展に有益であることがわかってきました。

その後も、継続して話し合いの場を持ち、フォーラムを２回開催し、農業

と漁業の共存と展望について模索してきました。

その結果、農業と漁業は本質的には持続可能な産業であり、その姿を目指

していくことが、産業の持続性を強固にし、同時に美味しい安全安心な食糧

生産に繋がるとの考えに至り、今後の取り組みの方向付けとして「網走川流

域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」を策定したものです。
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網走川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言

網走川水系は、阿寒カルデラ外輪山である津別町阿幌岳山麓を源流とし、美幌町、

大空町を流れ網走湖を経由して網走市でオホーツク海に注ぐ延長１１５ の一級河川km

で、流域の主要産業は農業と漁業であり、農業は、日照率に恵まれた肥沃で広大な大

地に支えられ、漁業は世界有数の漁場であるオホーツク海と生産力の高い汽水湖に支

えられ、国内屈指の食糧生産基地となっています。

私たちが生業とする農業と漁業は、人間の生活に欠くことの出来ない食糧を生産す

る産業であり、消費者に「美味しい 「安全安心な」食糧を永続的に供給する重大な責」

務があります。

また、農業と漁業は、流域の生態系の物質循環の中で「生物生産」を行う、本質的

に持続可能な産業であり、私たちは、網走川流域の中心的産業としての自負を持って

流域の環境保全に向けた取り組みを進め、そのことにより産業の持続性を強固にし、

同時に、もっと「美味しい 「安全安心な」食糧生産を目指すことができると考えまし」

た。

このような理念の元、津別町農業協同組合、網走漁業協同組合、西網走漁業協同組

合の３協同組合は網走川流域の繋がりを意識し、お互いの産業を尊重し、理解し、相

、 、互に多面的支援を行いつつ 豊かな自然環境と共存しながら持続的に発展するために

次のことをここに宣言します。

山と川と海の繋がりの中で、自然と共存した持続可能な産業を目指します1

網走川流域の土と水を守り、より美味しく安全安心な食糧生産に努めます2

3 網走川の自然環境を保全し改善し次の世代に引継ぎます

流域環境保全に関する啓蒙普及に努め、連携の輪を拡げます4

平成２２年１１月２５日

津別町農業協同組合

山 下 邦 昭代表理事組合長

網走漁業協同組合

山 田 邦 雄代表理事組合長

西網走漁業協同組合

大 高 隆 吉代表理事組合長
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共同宣言記念フォーラム

『網走川物語 生きた土が豊かな川と海を育む』

日時：平成２２年１１月２５日（木）午後１時３０分～

場所：津別町中央公民館

１．記念講演

13:30 14:15講演 １ ～

「市場開拓から始まった地域づくり」

（馬路村農業協同組合 代表理事組合長）東谷 望史 氏

< 休憩 分 >10

14:25 15:10講演 ２ ～

「時代の流れ 世界の流れ 」－馬路村農協が安田川を再生する

（西日本科学技術研究所 所長）福留 脩文 氏

< 休憩 分 >10

15:20 17:20２．パネルディスカッション ～

コーディネーター

（東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 講師）園田 武 氏

パネリスト

（オホーツク総合振興局東部森林室長）成瀬 秀治 氏

（オホーツク総合振興局網走建設管理部治水課長）野口 恭延 氏

（津別町農業協同組合津別町有機酪農研究会長）山田 照夫 氏

（津別町農業協同組合特別栽培農産物推進会議会長）竹原 俊博 氏

（網走漁業協同組合漁場環境保全委員長）新谷 哲章 氏

（西網走漁業協同組合汚水対策協議会長）清野 一幸 氏

アドバイザー

（馬路村農業協同組合 代表理事組合長）東谷 望史 氏

（西日本科学技術研究所 所長）福留 脩文 氏

３．閉会挨拶 津別町農業協同組合 代表理事組合長 山下邦昭
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－８－

○講師のご紹介（講演 ２）

ふくどめ しゅうぶん

福留 脩文 氏

昭和１８年 ６月１４日 高知県生まれ略 歴

昭和４２年 東海大学工学部土木工学科卒業

昭和４９年 (株)西日本科学技術研究所を設立、代表取締役に就任

人間の暮らしと自然保護を両立させる“新しい地域開発”の手法をヨーロッパ

各国の先進地から継続的に学ぶ一方、わが国の自然素材や伝統技法を活用した環

境土木技術を開発、普及し、これまで破壊してきた環境の復元を目指し、各地で

実践活動に努めている。

高知大学非常勤講師（自然総合・景観デザイン工学・砂防学 （ ～ ）公 職 等 ） S.50 H.15
(社)日本ビオトープ協会顧問（ ～）H.5
(社)環境情報科学センター評議員（ ～）H.9.6
(社)高知県森と緑の会運営協議会委員（ ～ ）H20.11.11 H22.11.10
(財)四万十川財団理事（ ～）H.12.2
四万十・流域圏学会副会長( ～）H.13.2
財団法人国立公園協会評議員（ ～）H.15.6.10
高知県文化環境アドバイザー（ ～）H.7.8
高知県環境審議会委員（ ～ ）H.10.12 H23.1.16
高知県農業経営･生産対策等に関する第三者委員会委員（ ～）H.19.06
国土交通省四国地方整備局 四万十エコ・リバー検討委員会 委員（ ～）H.4.11
国土交通省四国地方整備局 自然環境アドバイザー（ ～）H.6.12
国土交通省九州地方整備局 河川技術委員会特別委員（ ～）H.7
国土交通省北海道開発局 網走川河道計画検討会委員（ ～）H.19.7.10
北海道網走土木現業所網走川河道計画現地検討会委員（ ～）H.19.7.10
農林水産省「人と自然が織りなす里地環境」検討委員会委員（ ～）H.13.10
農林水産省環境相談員（ ～）H.16
環境省大雪山国立公園愛山渓地区の登山道の維持管理・整備に関する懇談会委員( ～ )H.13.7 H18.7
Ｈ 年度霧島屋久島国立公園屋久島地域整備計画検討会委員（ ～）22 H.22.7
羅臼岳登山道保全修復懇談会委員（ ～）H22.8
四国地建きらめき創造大賞グランプリ受賞（ ）受 賞 H.9.9
国務大臣環境庁長官より感謝状受賞（ ）H.11.5.26
愛知県豊田市児の口公園管理協会よりゴールデン軍手グラブ賞受賞（ ）H.12.04
国土交通省九州地方整備局優秀技術者局長表彰受賞（ ）H.17.7.20
四万十・流域圏学会より(河川の自然再生を通じた地域文化づくり活動に対し)貢献賞( )H.22.5.29
(社)土木学会｢ 年度河川技術に関するシンポジウム｣優秀発表者賞( )2010 H22.6.4
「近自然河川工法 （ 年 ㈱信山社発行 ﾁｭ ﾘｯﾋ建設局ｸﾘｽﾁｬﾝ･ｹﾞﾙﾃﾞｨ氏共著）主な出版物 」 1990 -

「まちと水辺に豊かな自然を」 （ 年ﾘﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀ 発行 編集）1990 - -
「河川と小川 」"Flusse und Bache"

（ 年 ㈱西日本科学技術研究所発行 勝野武彦・福留脩文共監）1992
「近自然工法の思想と技術」 年 ㈱西日本科学技術研究所発行福留脩文監修）1994
「水制の理論と計算」 ( 年 ㈱信山社発行 ｲｳﾞｧﾝ･ﾆｷﾃｨﾝ氏著)1995
「ビオトープの構造」 （ 年 ㈱朝倉書店発行 杉山恵一・福留脩文）1999
「近自然の歩み－共生型社会の思想と技術－ （ 年 ㈱信山社サイテック）」 2004

他多数

技 術 士（建設部門） 取得資 格 等 H.5 3. 3
１級土木施工管理技士 取得S.50 3.31
１級造園施工管理技士 取得S.52 4.25



網走川における福留脩文氏による近自然工法実践箇所



○コーディネーターのご紹介

そのだ たけし

園田 武 氏

・東京農業大学アクアバイオ学科水産増殖研究室講師

・専門は水産生態学、保全生物学、汽水生物学、インパクト・アセスメント。

・１９６９年小樽市生まれ。北海道大学水産学部卒業。学生時代より流域の末

端にある「沿岸海跡湖、汽水湖」の魚介類の生態と進化および漁場環境保全に

。 、関することをテーマとして研究している 近年はフィールドとする汽水域が森

川、海の微妙なバランスで成り立っていることに改めて深い関心を持ちながら

研究を進めている。

○パネリストのご紹介

なるせ ひでじ

成瀬 秀治 氏

・オホーツク総合振興局東部森林室長

のぐち やすのぶ

野口 恭延 氏

・オホーツク総合振興局網走建設管理部治水課長

やまだ てるお

（津別町農業協同組合）山田 照夫 氏

・津別町で有機酪農を経営

・津別町有機酪農研究会 会長

たけはら としひろ

（津別町農業協同組合）竹原 俊博 氏

・津別町で畑作を経営

・特別栽培農産物推進協議会 会長

しんや てつあき

（網走漁業協同組合）新谷 哲章 氏

・網走沿岸でさけ定置漁業及びほたて漁業を共同経営

・漁協理事・漁場環境保全委員長、網走市河川等漁場環境保全対策協議会長

せいの かずゆき

（西網走漁業協同組合）清野 一幸 氏

・網走湖でシジミ漁業とワカサギ漁業を経営

・漁協理事・汚水対策協議会長、網走市河川等漁場環境保全対策協議会副会長
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から抜粋組合長のコラム

http://ja-tsubetsu.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=60

有機農業の町
食の安全安心という概念が昨今何かとマスコミに登

場し、消費者から多くの疑念がもたれる報道がされ、

特に一昨年の中国の餃子事件以来、国産の生産者の顔

が見える、或いは生産過程が明確なものへとシフトさ

れる傾向にあります。

古来日本は、農耕民族として自然を大切にしながら

四季折々の恵みを受けて歴史を刻んできました。それ

は今家族で食べるものを必要なだけ収穫し、余ったも

のは土に返すことで次世代にその恵みを受け継いでく

ることでした。

あるときから「農を制するもの国を制す」というこ

とで、山野が切り開かれ、農地が整備され川の流れを

変え、必要以上の穀物の生産を奨励し、その収穫物の

多さが人々の幸せと思うようになり、特に昭和の高度成長期には、化学肥料の普及と機械化による生

産性の向上が叫ばれ、農民こぞってその流れに乗ってきました。

何時しか国民も好きなときに欲しいものを安く、と言うことで世界中からたくさんの食材を求める

ようになり、飽食の時代と言われるようになったのです。

ふと気がつくとこの食材は何処で誰がどのようにして作っているのだろう思うようになり、生産者も

自分の作る農産物の生産過程が大切な事として取組むようになりました。

当農協は消費者との信頼に基づく農畜産物の生産と販売は、最も大切な事として最重要課題として

取り組んでおります。

有機農業を核とし、地域農業全体で環境保全を重視し、自然にやさしい循環型農業生産に転換を図

るということで、いつしか「有機農業の町」と言える産地になりたいと思っております。

代表理事組合長 山下邦昭 (記 平成 年 月１日)21 11

三原則という言葉・・・
三原則という言葉がある。日本国憲法の国民主権・平和主義・基本的

人権の三原則を筆頭に、色・光の三原則、おもしろいところで、言い

訳の三原則（天気が・家族が・病気で ・・・等たくさんある。）

農業にも、光・水・空気という三原則が昔から言われてきた。

その中に「土」が入っていない、何故だろう。

太古の昔より育まれてきた大地には多くの養分があり、自然の循環

の中で豊かな土地がそこにはあって、先人の人々は天からの与えられ

たものとして、あたりまえのように大切にしてきた。

昔の農法はその地力によって、生産したものを収穫し、残渣物等は土

に戻し、土を生かし続けることで農業を営んでいました。しかし、い

つしか土はひん死の状態になり、地力が減った分だけ化学肥料を投入

することになりました。

私達はその魔法の資材を手に入れた事により、大量の農産物を生産

してきました。そして、それは今の日本の大きな活力の原動力を支え

てきた、と言う自負がありました。

今、私たちはエコと言うことで地球環境を皆で支える時代になりました。

農業は自然相手の産業です。津別農業も従来の農法から脱却し 「土を生かす」ことによってこの産、

地を守り、そして消費者に安心して食べていただこうと考え、有機農業の町として努力しようと決意

をしました。

網走川源流の町として豊かな水、森林が 割を占める森の町としての豊かな空気、そして内陸性気7
候がゆえの日照時間の長さ、こんな自然に恵まれていることを最大に生かして、これからも全国の皆

様に「生きた土作り」を基本とした農産物をお届けしたいと思います。

津別農業の三原則は 「自然・有機・安心」です。、

代表理事組合長 山下邦昭 (記 平成 年 月１日)21 9
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馬路村
うまじむら

農業協同組合 代表理事組合長   東谷
とうたに

 望史
もちふみ

 氏   

    高知県安芸郡馬路村３８８８－４ 

プロフィール 

1952 年 3 月 高知県安芸郡馬路村生まれ 

1973 年 5 月 馬路村農業協同組合就職 

1983 年 4 月 同営農販売課長 

2000 年 6 月 参事兼生産加工課長 

2001 年 4 月 代表理事常務 

2002 年 5 月 代表理事専務 

2006 年 4 月 代表理事組合長 現在に至る 

2003 年 地域産業おこしに燃える人に選定 

2005 年 国土交通省選定観光カリスマ 

2007 年 内閣官房委嘱 地域活性化伝道師 

 

 

 

 

 

 
 

高知県東部の馬路村は、村の面積の 96％が森林で覆われた典型的な山間地である。 

かつては林業で栄えたが、資源の枯渇、事業の合理化によって営林署（四国森林管理局）

が撤退。林業に代わり、村で生産される柚子の加工販売が伸び、地域づくりで注目を浴び

るようになった。 

1989 年に発売した「ごっくん馬路村」は人気商品としてヒットし、全国的なブランドと

なった。ゆず加工品の売り上げは右肩上がりを続け、2009 年には 32 億円に達した。   

東谷氏は、その立ち上げから今日までのゆずづくり、商品開発、販売の仕組みを築きあ

げ 75 名の雇用を生むなど、25 年にわたる活動の中心的役割を果し、馬路村のイメージを

つくりあげた。 

2000 年旧馬路営林署跡地を購入、ゆずの森構想を立ち上げ、新工場を建設。景観と調和

した「柚子の森加工場」に、全国から視察や観光客が訪れている。 

中山間の不利不便な地域でも、やれば出来ることを証明した馬路村農協の取り組みは、

地域づくりの手法として注目されている。 

馬路村の人口は現在約 1,000 人、高知市から車で 2 時間かかる。 

－５－ 

○講師のご紹介（講演 １） 



馬路村
うまじむら

の概要 
 馬路村は、高知県東部の山間地域にあり、太平洋沿いの国道 55 号から安田川を上流へ

約 20ｋｍのところにある小さな山村です。村の周囲は 1,000ｍ級の山で隔たり、面積の

９６％を森林が占め、明治以降は営林署を主とした林業で栄えましたが、最近は木材価

格の下落や合理化で人口も減少し、平成２２年 1,０００人程になりました。 
 平地はほとんどなく水田や農地も谷あいに少ししかありません。そのような条件の中

で、ゆず栽培を奨励した事からゆず産業が始まりますが、その道も決して平穏なもので

はありませんでした。 
馬路村農協は３０年の歳月をかけ、ゆずの加工品を主とした産地化に取り組み、ゆず

価格の安定と雇用拡大、マーケティングによる情報発信で、村をブランド化した事は観

光産業へ大きく影響をあたえ始めました。 
 

馬路村農業協同組合の概要 
１、 組織の形態     総合農協 （昭和 23 年設立） 
   組合員数       正５８８人 準５３ 計６４１人 （戸数 ３３４戸） 
２、 本所の所在地    〒781-6201 高知県安芸郡馬路村大字馬路 3888-4 
３、 事業内容      信用事業 共済事業 購買事業 営農販売事業 
４、 各事業の取扱高     貯金          ７，１７５，７９３千円 

（平成２１年１２月末）  預金           ７，３００，５０６千円 
               共済保有高      １４，５１６，０９０千円 
               購買Ａコープ 2 店の供給高  １８６，４７７千円 
               ゆず加工品販売高    ３，１５２，６８８千円 
                          当期剰余金         １８７，４５１千円 
                          自己資本比率             ４３，９６％ 
 
５、施設の概要      本所・総務・金融・共済（木造 2 階建）  研修所（本所に併設） 
             ゆずの森加工場 （4495.12 ㎡）  

ゆず搾汁工場 （1491.01 ㎡） 
             相名ゆず加工場２棟 （4,500 ㎡）  

堆肥センター （2599 ㎡） 
化粧品工場 （４５２，９２㎡） 

             Ａコープ店舗 （馬路店・魚梁瀬店） 
             ゆずの森パン工房 (有)ゆずの森） 

ゆずの森直売所 （農産物・加工品直売） 
             みやま荘 （職員宿泊施設） 
６、農地の面積     約７５ｈａ（内ゆずの面積４５ｈａ）ゆず生産の契約産地 ＪＡ土佐あき他２ 
７、役職員の総数    役員（組合長・専務・常務） 理事 4 名 監事 4 名（うち員外監事１名） 
               職員２９名 ゆず加工場従業員６３名 常用的臨時職員 3 名 計９５名 
 

地域づくりに挑戦し続けます 
 日本の経済成長時代に農村から沢山の労働力が都会に出て行きました。農山村は残った人々が一生懸命

に働き汗をかきましたが、産業の変化で衰退を続けました。しかし、田舎もどこかにチャンスがあると考

え、産業振興にこれからも挑戦を続けます。 

－６－ 講演１ 資料① 



 

馬路村

うまじむら

農協ゆずのあゆみ 

活動内容 村と農協の出来事 
昭和 40 年●10 人ほどの篤農家が栽培に入る。その後、年ごとに栽培が増える。 
昭和 45 年●農家が搾った柚子酢の取り扱いを農協が始め、併せて玉出荷にも取り組む。 
昭和 50 年●最初の集出荷施設（668m2）が完成、搾汁を始める。玉出荷は延びず。 
昭和 54 年●小さな釜を買って柚子皮の加工を始め、柚子皮の佃煮「ゆず風味」を発売。（加工品第一号） 馬路温泉がオープンする。 
昭和 55 年●神戸大丸に宣伝販売に出向く。村出身の係長がいた為に運よく売れた。（一週間で 123 万円） 
昭和 56 年●取引先もなく、ゆず酢の産直販売を手探りで始める。 
昭和 57 年●生産が増加し工場と搾汁機を増設。物産展参加が増える。（年間 6 回程度） 造林木加工場完成。（馬路村林材加工協同組合） 
昭和 58 年●生産面積が増加、豊作でゆず玉の価格が下落し加工用主体の生産になる。 
昭和 59 年●加工品の開発販売に取り組むが、設備投資がなかなか出来ない。「ゆずジャム」「ゆず味噌」発売。 
昭和 60 年●ゆずの濃縮ドリンク「ゆずの園」を発売。ギフト商品づくりにも入る。 
昭和 61 年●ポンズしょうゆ「ゆずの村」発売。少し売れ始める。 
昭和 63 年●アークデザイン研究所とデザイン・広告などで、年契約を結ぶ。「ごっくん馬路村」を発売。 ポンズしょうゆ「ゆずの村」が日本の 101 村展で大賞を受賞 
平成元年●産直販売にコンピューターを導入し、商品発送・代金管理事務が楽になる。 
      ゆず加工品の売上げがやっと 1 億円を越える。（生産者に特別配当を始める） 

馬路村施行１００年を迎える。 

平成２年●売上げが２億円を超え、販売事業が軌道に乗り始める。 「ごっくん馬路村」が日本の 101 村展で農産部門賞を受賞 
平成３年●中元・歳暮が売れ始め少ない職員で製造・発送が遅れ苦情が相次ぐ。 おらが村心臓やぶりのフルマラソンが始まる。 
平成４年●ゆず生産の拡大の為、柚子苗に半額助成と馬路村に指定寄付を始める。 
平成５年●新しいゆず加工場完成(1921m2)。ゆず加工品の売上げが 10 億円を越える。「ゆずゼリー」発売。 
平成７年●ゆず皮乾燥技術の研究に取り組む。「ぱっと馬路村」発売。 朝日新聞主催・朝日農業賞受賞。 
平成８年●ゆず皮残渣の処理の為堆肥センター（2559m2）と、ゆず皮乾燥施設（250m2）完成。 ふるさとセンターまかいちょって家オープン。役場新庁舎完成。 
平成 9 年●29 種類の絵柄の「ゆず湯」発売。 
平成 10 年●「ゆず茶漬け」「ゆず昆布茶」「ゆず漬け」発売。売上げが 20 億円を超える。 安芸広域農協合併に不参加。 
平成 11 年●東京吉祥寺にアンテナショップ「高知屋」オープン。 
平成 12 年●平成５年に建設した加工場が手狭となり、搾汁工場などの新工場計画が始まる。 高知県地場産業特別功労賞受賞。エコアス馬路村設立。 
平成 13 年●ゆずの有機栽培に取り組む。「ゆず胡椒」「ゆず一家」発売。 高知県報道 14 社選考による龍馬賞受賞。 
平成 14 年●ゆずの森構想が始まる。旧馬路営林署の貯木場跡地を購入。 
平成 15 年●旧馬路営林署に本所移転。新搾汁工場(1,491m2)完成。ゆずの森パン工房、ゆずの森直売所オープン。 サントリー地域文化賞受賞。（副賞 200 万円） 

平成 16 年●旧馬路営林署みやま寮を購入し宿泊施設として活用を始める。 馬路村が市町村広域合併不参加。 
平成 17 年●ゆず加工品の売上げが 30 億円を超える。馬路村に指定寄付 5,000 万円。ゆず茶発売。 15 戸の農家が有機 JAS の認定を受ける。 
平成 18 年●ゆずの森加工場が完成する。（4,495m2）ゆず化粧水発売 

● 「小さなゆずの村から」と題したゆず料理の本出版される。（著者・料理研究家中村成子） 
● 「ゆずはじまる祭り」の開催 3000 人来る。販売高３３億 4 千万円となる。 

日本 DM 大賞通信販売部門銅賞受賞。 
中学社会科の教科書（教育出版）に馬路村農協の取り組みが

紹介される。 
平成 19 年●スポーツドリンク「スーパーごっくん」発売。 

平成 20 年●ゆず生産拡大の為、ゆず畑造園に入る。ゆずシャンプー、ボデーソープなど発売。 

平成２１年●小さなゆず化粧品工場建設に着手。ゆずシードオイル発売。 

 
ゆず畑造成に入る。 
日本で最も美しい村連合に加盟。 
農業生産法人㈱ゆず組合設立。 
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