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推 進 項 目

推 進 項 目

〔取組〕
○集落座談会や個別リーダーへの巡回、集落営農組織化・法人化研修により
　、集落営農組織の設立及び法人化を支援するとともに、集落営農組織間連
　携による100haを超える組織編成に向け支援を行いました。
〇周桑地区の集落組織（32組織）のうち、JAサポート型の麦作法人９法人を
  解散し、23組織の集落組織の活動強化に取り組みました。
○農福連携によるさといも収穫及び施設野菜の除草作業を支援しました。

〔成果〕
○小松町石根地区にある安井、妙口原、大頭の３集落にかかる集落営農法人
　２法人で組織間連携が図られ、これら100haを超えるメガファームのネット
　ワーク法人設立委員会の設置に向けた取組がスタートしました。
○組織間連携の中で、水稲育苗12,000枚の硬化場を設置し、地域の水田営農
　振興を図るとともに、昨年試験栽培したさといもでは、３haの本格栽培が
　スタートしました。

地域を元気にし、農業を支える仕組みづくりを進めます
≪取組の方向≫

　既存の集落営農組織や650haの国営ほ場整備が予定されている道前平野地区等に対し、地域リーダーの確保・育成と
ともに、共同機械の利用拡大や収益性の高い作物の導入、農地集積の推進、鳥獣害対策等を支援し、集落の荒廃農地
の解消と経営基盤の強化を進め、さらに、集落営農の活動を安定的・永続的に継続するために、財産が持て、各種支
援制度が受けやすい等の特典のある法人化への取組を進めます。

〔取組〕
○認定農業者組織では、農業経営及び農家生活向上のため、農業経営研修会を開催し
　ました。
○農業プロ（認定農業者理事や農業指導士等）を農家アドバイザーとしてリスト化
  し、新規就農者や青年農業者を支援するためのマッチングを実施しました。
○新規就農者を支援するため、毎月３か所で就農相談会を開催しました。
○女性組織では、食文化の伝承活動を通じて、農業・農村のPR活動を実施するとと
　もに、若手女性組織を中心に、女性の経営参画と女性リーダーの育成、ネットワー
　クの強化に取り組みました。

【令和２年度の取組と成果】

（２）西条ブロック　（新居浜市、西条市）

地域農業を支える担い手の確保・育成を進めます
≪取組の方向≫

　西条ブロックは県を代表する製造業集積地であり、地域農業を維持・発展させるため関係機関・団体が連携し、青
年をはじめ、企業退職者等中高年や女性等多様な新規就農者を確保し、就農後の適切な支援で農業に定着する仕組み
づくりを進めるとともに、企業の農業参入等の支援を行い、地域農業を支えるプロの農業者を育てます。

〔成果〕
○認定農業者組織
　・組織運営習得のために会員が直接企画等を行う研修会を２回開催
　・新規会員：２人(会員226人）
○農業プロと若手農業者との集団マッチング会を２回開催し、さらに個別に
　延べ５回のマッチングにも取り組みました。
○新たな担い手の確保
　・就農相談件数：43件
　・新規就農者：３人
　・認定新規就農者：３件
○女性組織の食文化伝承活動：小学生等30人、２回開催
○就農初期女性農業者等対象の研修会（２回、32人参加）により、経営参画に向けた
　意識啓発が図られ、農業経営に関する知識や技術の習得を支援することで、参加女
　性の資質向上が図られました。

【令和２年度の取組と成果】

集団マッチング(現地）

法人代表が集まる連携会議

水稲育苗硬化場での委託作業

就農相談会
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地域資源を活用した農業再生に取り組みます
≪取組の方向≫

　地域の農産物を活用して、６次産業化に取り組む農業者には、商談会等への参画や補助事業の活用、専門家による
サポートで経営能力の向上を進めます。また、若い女性農業者のネットワーク化を進めるとともに、東予の地域性を
生かした女性農業者の活躍の場を広げます。
　「石鎚黒茶」の伝統技術継承や地域特産物の発掘に加え、女性目線での６次産業化の推進により、新たな地域農業
の再生に取り組みます。

【令和２年度の取組と成果】

消費者・実需者から指名される野菜・花き産地を目指します
≪取組の方向≫

　「きゅうり」、「いちご」等の施設野菜では、薬剤抵抗性のついた難防除害虫に対し、天敵導入の推進を図りま
す。「さといも」「たまねぎ」等の露地野菜は、農作業の機械化を進めて栽培管理の効率化を図るとともに、加工・
業務用野菜は実需者のニーズに対応した品質・規格生産で信頼関係を築きます。愛あるブランド産品「絹かわなす」
は、新規栽培者の確保と販売促進による産地の維持・拡大に努めます。
　生産量が日本一のスプレー咲きの「ばら」、県内一の「デルフィニウム」、「ピットスポラム」等新花材は、消費
者ニーズに応じた品種の選定と生産技術の向上を図って産地の維持発展に努めます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○施設野菜の「きゅうり」「いちご」では、天敵導入の推進を行いました。
○露地野菜の「さといも」では省力化技術として全期マルチ栽培の普及を推進すると
　ともに、土入れ作業の徹底による、品質向上対策を行いました。加工・業務用野菜
　の「加工用たまねぎ」は、産地化に向けた安定生産技術確立を図りました。
○「絹かわなす」は、全ほ場のリアルタイム栄養診断による生産安定や栽培塾による
　新規就農者確保に努めました。
○「さくらひめ」は夜冷育苗技術と種子採種試験を支援しました。
○「ピットスポラム」等の新花木は栽培推進や販売促進活動を実施しました。

〔成果〕
○きゅうり
　・生産者の50％が天敵を導入し、黄化えそ病発生の軽減が図られました。
○いちご
　・生産者の61％が天敵を導入し、ハダニの密度低下と省力化が図られました。
○さといも
　・２年産面積：約74ha、流込み施肥の実証や分離機の実演会を開催しました。
○加工用たまねぎ
　・栽培面積：約40ha
○「絹かわなす」
　・平均反収9.6ｔ/10a、栽培塾を１回開催、次年度２名が新規栽培開始予定。
○ばら
　・新型コロナによる価格低迷の一助として、年末のバラ花束販売促進を支援。
○さくらひめ
　・県内供給量の約90％にあたる46,000本の苗を栽培農家に供給しました。
○「ピットスポラム」等の新花木
　・ピットスポラム、ビブルナム・ティナス、メラレウカ３品目の栽培面積：2.57ha

〔取組〕
○６次産業化に取り組む農業者に対し、補助事業を活用した新商品の開発
　（１件）を支援しました。また、専門家による販路拡大等の支援（２件）
　を行いました。
○若い女性農業者のネットワーク化を進めるために講座制研修や販売促進
　活動を支援しました。
○無形の民俗文化財に指定（平成30年３月８日）された「石鎚黒茶」の製
　造工程等を調査しました。

〔成果〕
○６次産業化チャレンジ総合支援事業(県単)を活用した新商品開発：１件
○６次産業化サポートセンターの支援による販路拡大等のアドバイス：２件
○女性経営参画講座（２回）、販売促進活動（５回）による経営力向上
○石鎚黒茶製造調査委員会が開催（１回）され伝承技術を記録

夜冷育苗によるさくらひめ苗

天敵放飼の様子(いちご)

「絹かわなす」無加温半促成栽培

若い女性農業者組織によるマルシェ
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【令和２年度の取組みと成果】

〔取組〕
○キウイフルーツは、近年、価格が安定していることに加え、市場から更なる増産が
　求められていることから、次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業（県単）、果樹
　経営支援対策事業（国補）を活用し、新植・改植等による生産量の拡大を推進しま
　した。
○キウイフルーツかいよう病については、26年度の初確認以降、早期発見及び感染拡
　大等の対策をとってきたが、依然として産地の脅威となっていることから、引き続
　き感染拡大防止対策を推進しました。
○かいよう病に強いと言われるサンゴールドを栽培する法人の補助事業活用支援と
　団地化を支援しました。
○環状剝皮による品質向上試験を実施しました。

〔成果〕
○栽培面積：約205ａ増加（ヘイワード約65ａ、サンゴールド約140ａ(見込み含む)）
○キウイフルーツかいよう病対策として、次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業
　（県単）を活用し前述の面積が増加しました。
○ゴールドキウイ（ホート16Ａ）の栽培面積は、かいよう病による伐採で2.6ha減少し
　7.3haとなりましたが、かいよう病に比較的強いサンゴールドキウイへの品種更新や
　新規導入により、管内のゼスプリキウイの面積は維持されています。
○一昨年設立された、サンゴールドを大規模に栽培する法人「（株）イーキウイ」
　が、約18haの農地を造成しており、今後15ha定植を行う予定としています。
○環状剝皮による品質向上試験により糖度の向上効果を確認しました。

　キウイフルーツは、西条ブロックの主要な果樹として産地が形成されています。
「ヘイワード」や「レインボーレッド」はJA共販や直販、「ゼスプリゴールド」はゼスプリ社との契約生産で安定し
た収入の確保を図ります。
　キウイフルーツかいよう病の感染拡大防止対策、かいよう病に強い品種（サンゴールドなど）への改植推進、新品
種の産地化支援により生産量の回復と団地化・法人化に取り組むとともに新たな担い手を確保します。

　周桑地区では、日本一の生産量を誇る「愛宕柿」や「横野柿」を中心にかきの一大産地を形成しています。近年
は、大果で食味の優れるかきの新品種「太天」の産地化・ブランド化を進めています。そして、特に品質の良い果実
は「黄金福嘉来（おうごんふくがき）」のブランド名で、お歳暮等の高級贈答品として百貨店や果専店等で販売して
おり、更なる販路の開拓にも取り組みます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○「太天」の魅力はその大きさにあり、市場はＬ玉（重さ510ｇ）以上の果実を強く求
　　めていることから、「作業性の向上」と「収量と正品率の向上」等を図るため、
　「太天平棚栽培推進協議会」を通じて、平棚栽培の普及・啓発を行いました。
○600ｇ中心の果実生産に向けた栽培技術講習を行いました。

〔成果〕
○生産量、面積等
　・協議会による一体的な技術支援により、産地全体の生産量は51.3ｔ(前年比83％)
　　でしたが、高単価の赤秀率が高まり、販売額は3,464万円（前年比111％）へと増
　　加しました。
　・栽培面積は0.3ha増加し、6.7haとなりました。
　・講習会を４回実施。Ⅼ玉以上割合57％
○平棚栽培の導入推進
　・改植により新規に16ａで導入
　・導入面積合計：1.2ha
○周桑産「太天」の統一ブランド「福嘉来（ふくがき）」の知名度が向上
　・コロナ禍により販売促進活動は実施できませんでした。

キウイフルーツの適地・適作と契約生産で経営安定を図ります
≪取組みの方向≫

全国有数のかき産地で新たなブランド品づくりに取り組みます
≪取組の方向≫

補助事業利用による

改植とキウイ棚の新設

太天柿の平棚栽培

摘果講習会

サンゴールド着果状況
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　道前平野や燧灘の干拓地では、農地集積による水稲やはだか麦の大規模経営や集落営農等による転作大豆の生産を
振興するとともに、石鎚山系に由来する豊富な水資源の保全や、それを生かした安全・安心で食味の良い米づくりを
推進して、水田農業を維持・発展させます。

【令和２年度の取組と成果】

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○水稲は、需要に応じた生産に向け、業務用多収米の導入に向けた支援を行ったほか
　、県育成品種「ひめの凜」の認定栽培者への安定生産指導と令和３年度の栽培に向
　けて認定栽培者の募集に取り組みました。
○麦は、早生良品質品種「ハルヒメボシ」の反収向上を目指し、品種特性の周知、増
　収を目指した後期重点施肥技術の普及を図りました。
○大豆は、収量・品質の向上を目指し、灌水、施肥、適期収穫等の基本技術の個別指
　導により栽培技術の向上を図りました。

〔成果〕
○水稲
　・業務用多収米栽培面積30.8ha
　・県育成の高温耐性・良食味品種「ひめの凜」
　　・令和元年産は、認定栽培者41名、栽培面積27.9ha（県内全体の37％）
　　・令和２年産は、認定栽培者70名、栽培面積57.8ha（県内全体の48％）
　　・令和３年産は、認定栽培者123名、栽培面積164.4haの見込み
○麦
　・令和元年産麦の生産量3,460t（30年産2,720t）
　・令和元年産「ハルヒメボシ」の生産量2,609t（30年産2,276t）
　・令和２年産麦の生産量3,825ｔ、令和２年産「ハルヒメボシ」の生産量2,841ｔ
○大豆
　・令和元年産大豆の生産量210t（30年産131t）
　・令和２年産大豆の生産量248ｔ

水田ほ場整備を推進して農地集積を図ります
≪取組の方向≫

　県内の約1/4の水田が広がる西条ブロックでは、より効率的で生産性の高い水田農業を目指して、現在７地区で県営
ほ場整備を実施中です。
　また、中山川左岸区域（道前平野地区）の650haにおいては、国営のほ場整備事業を実施するとともに、合せて排水
対策を推進することで、はだか麦、大豆、露地野菜等の安定生産や担い手への農地集積を図ります。

〔取組〕
○県営ほ場整備事業においては、実施中７地区において地元関係者と綿密な
　連携・調整を図りつつ、早期完成に向けて工事実施に取り組みました。
○国営ほ場整備事業「道前平野地区」においては、円滑な事業実施に向け
　て、国及び市等との連絡調整を図り、具体的な作業に取り組みました。
　また、全19団地の地元ほ場整備委員会に対し、事業実施に向けた説明や調
　査・調整を実施するなど、合意形成に努めました。
○旧小松町の１箇所において、農地中間管理機構を活用したほ場整備の推進
　を図りました。

〔成果〕
○県営ほ場整備事業７地区で14.5haの面工事が完成し、作付け可能となりま
　した。
○国営ほ場整備事業「道前平野地区」19団地、650haのうち、令和２年度まで
　に５団地で109.9haの面工事が完成、令和３年度は５団地を継続実施。
　その他団地においても、地元ほ場整備委員会に出席するなど、工事実施に
　向けた説明・調査・調整作業を実施。
○１団地18haについて、アンケート調査や勉強会の開催、地元関係者と計
　画を検討

水田農業の推進と農地・水の保全に努めます
≪取組の方向≫

面工事の完成

県営ほ場整備事業

新宮・藤木地区（西条市）

面工事の完成

国営ほ場整備事業 地元委員会状況

「ひめの凜」の初収穫

乳熟期の「ハルヒメボシ」

面工事の完成

県営ほ場整備事業

新宮・藤木地区（西条市）

面工事の完成

国営ほ場整備事業 地元委員会状況

面工事の完成

県営ほ場整備事業

新宮・藤木地区（西条市）

面工事の完成面工事の完成

県営ほ場整備事業

安井地区（西条市）

面工事の完成

国営ほ場整備事業 地元委員会状況
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【令和２年度の取組と成果】

【稲発酵粗飼料や飼料用米の利用推進による地域循環型畜産経営の確立】
〔取組〕
○畜産農家に対し、飼料用稲等の利用に関する意向調査を実施(５～６月)
　し、耕種農家へ情報提供しました。
○飼料用米利用農家（鶏等）に対する飼料としての管理及び給与技術に
　ついて指導助言しました。
〔成果〕
○昨年度は飼料需要の減少や業務用米の増産等により減少しましたが、
　今年度は畜産農家とのマッチングの推進等により作付け面積は昨年度
　と同等となりました。
　（作付面積）       Ｈ28     Ｈ29　   Ｈ30  　 R1 　　R2
　　　　稲発酵粗飼料　70ha　  67ha　   62ha　　55ha   55ha
　　　　飼料用米      58ha    56ha     37ha    26ha   26ha

【ブランド畜産物生産や６次産業化】
〔取組〕
○「愛媛あかね和牛」の増頭を図るため、国や県の事業を活用した繁殖
　雌牛の導入支援及び飼養管理技術の指導助言を行いました。
○「媛っこ地鶏」は新型コロナ感染拡大に伴う外食向け販売不振を補う
　ため、関係者と連携し販売活動を実施しました。
○「愛媛甘とろ豚」生産者に対し、飼育管理や衛生技術を指導するととも
　に、国補助事業により機械設備の機能向上を図りました。
〔成果〕
○「愛媛あかね和牛」は、新規就農農家での繁殖雌牛の増頭を図るとと
　もに繁殖技術指導を行い受胎率が向上しました。
〇「媛っこ地鶏」は、販売促進活動により在庫の解消が図られましたが、
　外食産業の動向を見定めるため、一時新たな雛の導入を中止しました。
〇「愛媛甘とろ豚」は、県下の主産地（出荷シェア７割）として、増頭を図
　りました。

　（「愛媛甘とろ豚」出荷頭数）（単位:頭）
　　　　　　　　　　　　Ｈ26　　 Ｈ27　　  Ｈ28　　  Ｈ29 　　Ｈ30　　　R1      R2
　　　　　愛媛県全体　　6,300　  7,700　　 7,900　　 7,700　　8,000　　8,300   9,300
　　　　　西条ブロック　3,500　  5,300　　 5,500　　 5,100　　5,400　　5,500   6,500

耕畜連携をさらに強め、畜産物のブランド化を進めます
≪取組の方向≫

　西条ブロックは、県内でいち早く稲発酵粗飼料の利用拡大に取り組んだ地域で、飼料用米も酪農・養豚農家での需
要が増えつつあるため、耕畜連携による自給飼料の生産基盤に立脚した地域循環型の畜産経営の確立を推進します。
　また、「愛媛甘とろ豚」や「媛っこ地鶏」、「愛媛あかね和牛」等のブランド畜産物生産や６次産業化の取組を支
援し、足腰の強い畜産経営体を育成します。

飼料用稲のサイレージ調製作業

「愛媛あかね和牛」の繁殖技術指導


