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えひめ農業振興基本方針2016  進捗状況確認シート

　次代を担う農業者として新規就農者や農業参入企業等を確保・育成するため、関係機関が連携した研修制度や受入
体制の充実・強化に取り組みます。
　農家女性の活躍を促進し、起業活動等を支援するとともに、若手女性農業者のネットワーク組織の充実・強化に取
り組みます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○就農希望者を対象に、随時、就農相談を実施し、関係機関と連携して情報提供
　や青年等就農計画書の作成、資金計画作成等を支援しました。
○就農希望者の円滑な就農を促進するため、JAえひめ中央の新規就農研修センタ
　ーや認定農業者等での実務研修を支援し、早期の技術習得を図りました。
○農家女性の活躍を促進するため、若手で組織する農業女子会の活動を支援し、農
  業者としての実践的技術・知識の習得と交流の場を創出しました。

〔成果〕
○就農相談数：45人
○新規就農者の確保：認定新規就農者22人
○農業次世代人材投資資金交付者　（経営開始型）：22人［２年度開始］
　　　　　　　　　　　　        （準備型）　  ：12人［２年度開始］
○JAえひめ中央新規就農研修センター農業実務研修生：15人
○農業女子会に対する研修会の開催：５回（興居島、中島、東温）
○農業女子会の活動を拡大：１地区（道後）

（４）温泉ブロック　（松山市、東温市）

地域の農業・農村を支える多様な担い手の確保・育成に取り組みます
≪取組の方向≫

　

　集落で今後の農地の利活用等について話し合い、集落営農組織の育成や担い手への農地の集積、農地中間管理機構
関連農地整備事業等を活用した園地整備を図るとともに、農繁期の労働力確保システムの構築をはじめ、農作業支援
者のあっせん制度の強化や福祉分野との連携に取り組みます。
　鳥獣害対策は、ICT等の新技術も活用しながら農業者がハンターや地域住民と集落ぐるみで連携して取り組むととも
に、獣肉の処理加工施設の運用やネットワークの構築を推進します。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○優良農地を保全するため、既存の集落営農組織・法人の活動を支援するとともに、
　新規の集落営農組織の育成や経営発展に向けた組織の取組を支援しました。
○農地中間管理機構関連農地整備事業等を活用した樹園地等の基盤整備(災害復旧含
　む)に関係機関と連携して取り組みました。
○労働力が不足している農業者と農業生産活動に関心のある福祉事業所をマッチン
　グし、農作業体験や農業関係の基礎研修を行い、お互いの理解促進を図りました。
　また、JAを窓口とした農作業受委託システムの推進に取り組みました。
○鳥獣害対策として、松山市中島で愛媛大学と連携し、センサーカメラを用いたイノ
  シシの生息状況調査を実施しました。また、松山市伊台地区等でサルの出没が増
　加していることから、発信機を利用した行動域調査を実施しました。調査結果は
　地域で共有し、効率的な捕獲や追い払い等の被害防止活動に役立てています。

〔成果〕
○集落営農組織数：18集落 人材確保の相談や鳥獣害対策支援、水稲栽培指導
○農地中間管理機構関連事業等を活用した基盤整備実施地区：２地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松山市下難波地区、浅海原地区）
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　検討地区：３地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松山市由良地区、堀江地区、中島地区）
○松山地区災害復興・樹園地再編ワーキングチームの設置
○福祉事業所との農作業体験実施：３事例
○福祉事業所スタッフの技術研修：１回
○集落ぐるみの鳥獣被害防止対策実施：２地区（中島、伊台）

　

優良な農地を次世代に引き継ぐため、農地の集積や鳥獣害対策に努めます
≪取組の方向≫

さくらひめの栽培を学ぶJA就農研修生

松山市下難波地区の樹園

地整備完成イメージ

サルの簡易捕獲おりを作成

アシストスーツを試着する

農業女子
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〔取組〕
○農業用施設の保全等を目的に、水路の整備・泥上げや草刈などに取り組みました。
○生産性の向上を図るため、ため池・水路などのかんがい排水施設の整備や担い手の
　確保・育成を目指した樹園地整備に取り組みました。
○平成30年７月豪雨災害で被災した農地・農業用施設の復旧支援に取り組みました。

〔成果〕
○水路の整備・泥上げ等の実施、農地や関連水路などの農業用施設の保全
　・多面的機能支払：58活動組織、取組面積：1,890ha
  ・中山間地域等直接支払：84協定、取組面積：1,272ha
○生産基盤の整備
　・樹園地の再編整備実施地区数：２地区（松山市下難波地区、浅海原地区）
　・かんがい排水施設の保全対策実施地区数：４地区（松山市北条地区　他
　　３地区）
　・老朽ため池の整備実施地区数：14地区（東温市下林岡地区　他　13地区）
○農地・農業用施設の災害復旧実施件数：203件

立地条件を活かした都市と農村の交流による地域活性化に取り組みます

　都市近郊で道後温泉などの観光客や直売所が多い立地条件を活かし、地域資源を活用した体験交流会や農家レスト
ランなどのグリーン・ツーリズムや６次産業化を推進し、都市と農村の交流人口の拡大や農家所得の向上に取り組み
ます。
　島嶼部や中山間地域では、地域おこし協力隊やNPO法人などとも連携を図り、美しい風景や美味しい農産物の魅力を
SNS等により情報発信し、地域のブランド化と移住・定住促進などによる地域活性化に取り組みます。

【令和２年度の取組と成果】
〔取組〕
○都市との交流人口拡大を図るため、オーナー制度の活用を推進しました。
○愛媛６次産業化サポートセンターと連携し、農産物を活用した新たな商品開発や販
　路拡大を支援しました。
○CATV番組「キラキラ農業！大好きえひめ！」で管内農業の魅力を発信し、広くPRし
　ました。
○イベント等は、新型コロナの影響で開催できませんでした。

〔成果〕
○「ちょこっと体験！まるごと収穫！」オーナー制度登録数：４件
○「６次産業化チャレンジ総合支援事業」採択件数：３件
○「キラキラ農業！大好きえひめ！」放送回数：６回

≪取組の方向≫

生産基盤を整え地域を支えます
≪取組の方向≫

　農業に欠かすことのできない地域の貴重な資源である「農地」と「水」を保全する多面的機能支払や中山間地域等
直接支払制度の取組を推進します。
　水田や樹園地の生産性の向上を図るため、ほ場や農道、ため池や水路などのかんがい施設の整備とともに、樹園地
の再編整備に取り組みます。
　平成30年７月豪雨災害により、甚大な被害を受けた農地・農業用施設の復旧を支援します。

【令和２年度の取組と成果】

樹園地の再編整備

（下難波地区）

「キラキラ農業！大好きえひめ！」

の取材

老朽ため池の改修

（いざ中池）
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【愛媛果試第28号（紅まどんな）】
〔取組〕
○他品目からの転換や新規植栽により栽培面積の拡大を図るとともに、補助事業を活
　用した施設化を推進しました。
○「紅まどんな」の規格に合った高品質果実を生産するため、現地巡回等を通じ早期
　摘果や節水管理の徹底を推進しました。
〔成果〕
○施設栽培面積（増加）：4.7ha
○紅まどんなの割合：76.5％（糖度10.5以上、酸度1.2％未満）
【甘平】
〔取組〕
○他の品種よりも綿密な水管理が必要となるため、水源やかん水設備を有する園地で
　導入を推進しました。
○生産上の課題となっている隔年結果及び裂果対策を進めるため、実証ほを設置し、
　適正な着果管理や園地条件･かん水管理等の検証､生産者への講習会等を実施しまし
　た。
〔成果〕
○隔年結果改善に向けて大枝別交互結実法を実証導入した園地では、３年続けて着果
　量の安定を確認しました。（モデル園の平均収量：3.1ｔ/10a）
○｢愛媛Queenスプラッシュ｣出荷量：5,673kg
【伊予柑】
〔取組〕
○改植による園地の若返りを図るとともに、高品質生産を推進しました。
○果樹産地の体質強化と儲かる柑橘経営を目指して、超省力栽培技術（樹形改造、
　作業道設置、緩効性施肥、一斉収穫、ドローン防除）の確立と普及を推進しまし
　た。
〔成果〕
○宮内伊予柑苗木配布本数（JA）：2.0万本
○超省力栽培実証モデル園地：３園地(46.5a)
○ドローン防除実証(手散布との比較)：防除時間90％以上削減。黒点病防除効果はや
　や劣り引き続き検証する。
【キウイフルーツ】
〔取組〕
○かいよう病対策として、園地のモニタリングによる早期発見や予防散布の徹底、発
　病樹の伐採を推進しました。
○新品種「サンゴールド」の早期成園化を推進しました。
〔成果〕
○かいよう病予防防除実施率：85％
○サンゴールド栽培面積：0.8ha、生産量：3.5ｔ
【平成30年７月豪雨災害からの復興】
〔取組〕
○松山市高浜に設定した復旧モデル園について、松山市、JAえひめ中央、中予地方局
　によるワーキングチーム会を随時開催し、園地復旧後の営農方法等を検討、指導し
　ました。
○改良復旧柑橘園での早期成園化支援のため、点滴かん水＋液肥混入＋防草シートによ
　るかん水と施肥、除草の省力化実証に取り組みました。
○高浜でのワーキングチーム活動体制を、今後の農地整備地区の支援も見据えた新体
　制に発展させました。
〔成果〕
○高浜地区復旧モデル園：改良復旧124ａ、受益農家数４戸、６月工事完了
○かんきつ早期成園化現地実証ほ：１園地（9.5a）、樹冠拡大率1.4倍（慣行比）
○松山地区災害復興・樹園地再編ワーキングチームの設置

かんきつなどの果樹のトップブランド産地を目指します
≪取組の方向≫

　当地域は「伊予柑」をはじめとした「かんきつ」の主要な産地となっており、今後は県オリジナル品種の「愛媛果
試第28号(紅まどんな)」や「甘平」を中心に生産の拡大を進めます。また、消費者から信頼される品質の確保や生産
農家の所得向上を図るため、施設化の推進やコスト削減対策など、高品質安定生産技術の確立を推進します。
　安全・安心な「かんきつ」を生産するとともに、消費者の嗜好を踏まえた集出荷や販売など、年間を通した流通体
制を再構築し、さらなるブランド力の強化に努めます。
　「キウイフルーツ」では、県内の主要産地として、新品種の導入をはじめとした産地の強化に取り組みます。
　平成30年７月豪雨災害により、伊予柑を中心に園地の崩落や土砂流入等の被害があり、関係機関と連携し樹勢回復
や園地復旧に取り組みます。

【令和２年度の取組と成果】

改良復旧園の早期成園化支援

「甘平」の摘果と着果管理講習会

「伊予柑」モデル園での

ドローン防除実証

ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑによる早期成園化

実証状況確認

（松山市高浜地区復旧ﾓﾃﾞﾙ園）



推 進 項 目 「はだか麦」産地の拡大と水稲高品質生産に努めます
≪取組の方向≫

　愛媛県が日本一の生産量を誇る「はだか麦」は当地域が県内有数の産地となっており、今後も品質向上と産地の拡
大に努めます。
　水稲では、近年の温暖化による品質低下が問題となっていることから、県が新たに育成した高温耐性品種「ひめの
凜」を導入するとともに、品質の安定と良食味米の生産を進めます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○関係機関と連携のもと、米麦の生育調査ほ場を設置し、生育状況を把握しながら、高品質化に向けた指導を徹底
　しました。
○はだか麦では､｢ハルヒメボシ｣への品種転換に伴い、施肥設計の見直しの提案や収穫適期指導により収量・品質の
　向上を図りました。
○水稲では、県育成品種「ひめの凜」の導入を進めながら、地域適応性と品質向上技術の検討を行いました。

〔成果〕
○はだか麦
　・生育調査ほ場の設置：３か所（２か所減）
　・「ハルヒメボシ」栽培面積：628ha（515ha増）
○水稲
　・生育調査ほ場の設置：４か所（５か所減）
　・現地巡回による適期適量施用の徹底を目指した穂肥診断：14か所
　・「ひめの凜」実証圃：３か所（２か所増）
　・「ひめの凜」生産者数・栽培面積：24戸・1,535a（16戸・1,231a増）

出荷を待つ「ひめの凜」

写真を差し替え



推 進 項 目 地域特産野菜・花きの生産推進と農家所得の向上を目指します
≪取組の方向≫

　野菜では、「松山長なす」や「そらまめ」など特色ある品目のほか、県内の主要産地であるいちごでは、県オリジ
ナル品種「あまおとめ」及び「紅い雫」の産地化を推進します。また、近年、需要が伸びているアジア野菜「パク
チー」の産地化に取り組みます。
　農業従事者の高齢化に対応した省力化技術や安心安全な農産物生産のため、特別栽培農産物「エコえひめ」等の生
産を推進します。
　花きでは、従来の切り花と枝物類を中心に生産を推進します。

【令和２年度の取組と成果】

【松山長なす】
〔取組〕
○定点調査ほ場を設置し、病害虫の発生調査やリアルタイム栄養診断による栽培技術
　情報を生産者に提供したほか、天敵利用の実証ほを設置しました。
〔成果〕
○平均単収：3,922kg/10ａ（前年比94％）、天敵利用により農薬散布回数１割減。

【そらまめ】
〔取組〕
○安定生産の阻害要因となっている春先の寒害対策を重点的に推進し、防風ネットの
　設置や葉面散布剤の施用の徹底を図るとともに、Ｌ字型栽培の普及に努め、安定生
　産及び省力化を推進しました。
〔成果〕
○Ｌ字型栽培実施農家率：約90％

【いちご】
〔取組〕
○県育成品種「紅い雫」及び「あまおとめ」の導入・普及を図るとともに、天敵利
　用、炭酸ガス日中施用を推進しました。
〔成果〕
○県育成新品種栽培面積：「紅い雫」2.1ha 「あまおとめ」1.1ha
○天敵利用：22戸、炭酸ガス日中施用：15戸

【パクチー】
〔取組〕
○東温市の青年農業者が中心となって栽培しているパクチーの産地化に向けて、周
　年生産技術の検討や需要拡大に向けたPR活動、家庭料理における利用促進等に取
　り組みました。
〔成果〕
○栽培面積：120a、栽培農家数：８戸

【特別栽培農産物（エコえひめ）】
〔取組〕
○栽培講習会や現地巡回等を通じ、安全･安心な農産物の生産指導を行うとともに、
　「エコえひめ」の取組を推進しました。
〔成果〕
○特別栽培農産物(エコえひめ)の申請件数(野菜関係)：11件､10.5ha（たまねぎ他）
　
【花き・花木】
〔取組〕
○県育成デルフィニウム品種「さくらひめ」の導入･普及を推進するとともに、
　市場出荷の拡大や高品質生産に向けた生産者と関係者の連携会議を開催しました。
○ユーカリ株枯れ症の原因究明を行うとともに、対策技術の確立に努めるため、実
　証ほを設置しました。
〔成果〕
○「さくらひめ」栽培面積：26ａ
○水田転換ほ場でのユーカリ株枯れ症が多いことから、高畦栽培及び作土層の破壊
　による排水の向上を検討しました。

いちごハウスの炭酸ガス濃度測定

なす天敵えさ紐の設置

ユーカリ実証ほの設置

パクチーの夏季安定生産


