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推 進 項 目

【29年度の取組みと成果】

【全般】
〔取組み〕
○関係機関が連携して、就農相談会や個別就農相談等の就農希望者の掘り起
　こし活動を行いました。
○就農希望者（研修卒業予定者）には、就農に必要な住居、農地、施設・機
　械に関する支援を行い、迅速な経営の安定化に努めました。
○農業公社や農業研修制度の機能強化に向けた検討が始まりました。
○ＪＡトマト部会に青年部が新設され、迅速な成長のための活動が始まりま
　した。

【担い手育成チーム】
〔取組み〕
○関係機関が一堂に会す企画会議（週１回）で、新規就農者の自立と定着に
　向けた支援活動の打合せ及び巡回指導を実施しました。
○新規就農者のうち資金融資希望者の経営計画づくりの支援等を行いまし
　た。
○農作業安全対策等の農業全般、経営管理に関する勉強会を開催しました。

〔成果〕
○就農予定者：１人（研修実施４人）
○定着者（５年目）：６人
　
【青年農業者組織】
〔取組み〕
○青年農業者目線で久万高原町での暮らしや農業を紹介するフォトブック
　（暫定版）を作成し、各種イベントや町内施設で広く配布し始めました。
○消費者交流と食育活動を推進しました。
○町内イベントや視察研修に参加しました。
○県内外の青年農業者活動に参加し、町外青年農業者との交流を通した農
　業・農村の魅力発信を行いました。

〔成果〕
○フォトブックによる久万高原町のＰＲ
○幼児の餅つき体験の実施
○青年農業者の資質向上につながるとともに横のつながりが強化

（６）久万高原ブロック　（久万高原町）

多様な新規就農者の確保に努め、町外からの就農移住者を増やします
≪取組みの方向≫

　就農希望者に対し、町の農業研修制度を活用して、トマト栽培や経営管理等の研修を支援します。また、就農後
も、関係機関が一体となり栽培や経営管理の安定化に向けた支援を続けます。
　若い新規就農者には青年農業者組織への加入を図り、その活動を通して地域内外での仲間づくりを支援するととも
に、個々の栽培技術などの資質向上を図り、スムーズな地域への定着に努めます。

トマトの接ぎ木研修

フォトブック用撮影会
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農業の６次産業化を進めます
≪取組みの方向≫

　当地域にある農畜産物の有効活用を進めるため、ブランド農産物や「雑穀」、「媛っこ地鶏」などを活用し、付加
価値の高い加工品づくりに取り組みます。
　魅力ある商品の開発により地域ブランド商品としての育成を進め、交流人口の拡大や物流の促進を図り、地域経済
の好循環を目指します。

【29年度の取組みと成果】

[地域農畜産物を活用した新商品の開発]
〔取組み〕
○関係機関が連携して、地域農産物を活用した新たな加工品開発に取り組みました。
○地域固有種を原料とした商品の安定供給を図るため、地とうもろこし、赤たかきび、こきび、豆類の優良種子を
　希望者に配布しました。

[成果]
○雑穀類の町内生産面積は27年度比150％増
○町内の道の駅や県内百貨店で下記商品の販売を開始
○マスコミ等の報道と併せて販売は好調で、今後のブランド化を期待

・道の駅さんさん：
　　雑穀リゾット（トマト味、クリーム味）
　　トマトパン
　　（塩味、カレー味、ベーコンチーズ味）
・株式会社ＦＦＴ：
　　たかきびとトマトのパスタソース
　　（椎茸味、野菜味、唐辛子味）

消費者との交流を促進します
≪取組みの方向≫

　地域資源を生かした観光農園、農林漁家民宿、石窯ピザ焼き体験等の体験交流施設や、農産物直売所などの充実を
図りながら、来町者との交流活動を促進し、地域活性化を支援します。

【29年度の取組みと成果】

[愛媛型農林漁家民宿、観光農園の取り組み事例]
○「えーとこ屋ことこ」は、インバウンドモニター(中国、台湾）を受け入れて、外
　国人観光客の受け入れ体制整備と体験メニューの課題を整理しました。
○商工観光関係機関と連携して、道後宿泊施設関係者と起業者の交流会を開催し、
　農産加工品や観光資源の都市部へ向けたＰＲを実施しました。
○久万高原町生活研究行議会は、雑穀類を使用した郷土料理を用いて、久万高原町の
　味を来町者等にＰＲ・伝承しました。
○石釜ネットワーク協議会では、体験メニューの開発に取り組みました。
○面河生活研究会ではふるさと宅配に取り組みました。

[成果]
○観光りんご・なし・ブドウ園と民宿が道後温泉と連携した外国人観光客
　の呼び込み
○久万高原町生活研究協議会が国体で郷土料理（地とうきび粉汁）を延べ
　600人に提供。また、食文化普及講座で幼稚園児や小学生のいる親子を
　対象に雑穀類を使用した郷土料理を伝承
○石窯ネットワーク協議会：体験メニュー開発研究会の開催
○ふるさと宅配の発送（面河生活研究会）：119箱

雑穀入りトマトソース 雑穀リゾット トマトパン

ふるさと宅配食文化普及講座

観光ＰＲ交流会
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　生産性の向上や農作業の省力化等を図るため、農地や水路・農道等の生産基盤の整備を進めます。
　鳥獣害対策や多面的機能支払、中山間地域等直接支払制度の取組を推進し地域資源の整備と保全管理に努め、集落
機能の維持・活性化を図ります。

【29年度の取組みと成果】

生産基盤の整備と保全管理に努めます
≪取組みの方向≫

【生産基盤の整備】
〔取組み〕
○中山間地域総合整備事業等を活用して直瀬、二名、野地横通、落合久万郷、東明杖、槇の川の６地区において、
　用排水路、暗渠排水、耐久性畦畔の整備に取り組みました。

〔成果〕
○用水の安定供給、乾田化による畑作物の作付け増

【多面的機能支払・中山間直接支払による共同活動】
〔取組み〕
○農業用施設の保全等を目的に、水路の泥上げ・補修や草
　刈などに取り組みました。

〔成果〕
○水路の整備・泥上げ等の実施、農地や関連する水路など
　の農業用施設の保全
  [多面的機能支払]15活動組織,取組面積198ha
  [中山間地域等直接支払]36協定,取組面積246ha

【鳥獣害対策】
〔取組み〕
○鳥獣害防止総合対策事業（国補）の中で、町及び農業者
　と連携して防護柵の設置と既設防護柵見回り点検活動に
　努めました。
○伊予市上唐川地区からの視察の受入れを実施しました。
○獣害に強い野菜品目を６集落で提案・推進しました。
　
〔成果〕
○町内の獣害防護柵の新設17,590ｍ
　（ワイヤーメッシュ：10,760ｍ、電気牧柵：6,830ｍ）
○防護柵や箱わなの有用性の情報を共有
○イノシシ被害を受けにくい品目の明確化
　（レタス類とトウガラシ類）

基盤の整備（水路） 共同作業（水路の泥上げ）

獣害防護柵の見回り活動 獣害を受けにくい野菜



推 進 項 目 野菜主力品目の施設整備を進め、産地の維持強化を図ります

≪取組みの方向≫

　「夏秋トマト」は、老朽化しているハウスの更新を順次進め、生産量と高品質の維持に努めます。
　「夏秋ピーマン」は、施設経費が少なく高齢者でも取り組める露地野菜の主力品目として推進し、自動かん水装置
の導入による管理作業の省力化と生産量・品質向上を図ります。

【29年度の取組みと成果】

【夏秋トマト】
〔取組み〕
○トマトの作期延長を目指して、生産体制の整備支援と高品質安定生産技術の向上対
　策に取り組むとともに、生育状態に応じた肥培管理を目標に、リアルタイム栄養診
　断調査を実施しました。

〔成果〕
○早期出荷の推進：早期栽培面積22ａ増（前年比）
○リアルタイム栄養診断農家数：10戸（前年度３戸）
○ハウス更新：４件

【夏秋ピーマン生産の省力化と生産量・品質向上】
〔取組み〕
○高齢化対策の一環として潅水・肥培管理作業の軽減対策を重点的に推進することに
　し、潅水設備の導入、ほ場排水対策等に取り組みました。

〔成果〕
○新規自動潅水装置導入農家数：２戸
○自動潅水装置導入効果の把握
　　　収穫量：138％（ピーマン部会平均対比）
　　　潅水作業時間削減率：75％（手潅水農家対比）

リアルタイム栄養診断

自動潅水装置現地研修



推 進 項 目

【久万高原清流米】
〔取組み〕
○関係機関が連携して行った定期的な生育調査結果を基に、現地講習会等で肥培・水
　管理指導を行い、環境にやさしい安全・安心な米づくりを進めました。

〔成果〕
○エコえひめ認証数：生産者数536人（栽培面積308ha）
○講習会等による技術向上により高温障害等を回避し出荷量は増えたが、カメムシの
　被害が多く　品質は昨年に比べるとやや低くなりました。
　・１等米比率：83％
　・出荷量：30,048袋（前年比103％）
　

安全・安心な農産物の栽培をより一層進めます

≪取組みの方向≫

　「久万高原清流米」及び「夏秋トマト」は、JA出荷の全農家が県特別栽培農産物「エコえひめ」と「全農安心シス
テム」による環境にやさしい農産物の生産に取り組んでおり、農家と関係機関が一体となった安全・安心な農産物づ
くりをより一層推進します。
　「夏秋ピーマン」は、大半の栽培農家がエコファーマー制度による化学肥料や農薬の低減技術を導入・実践してお
り、安全・安心なだけでなく環境にやさしい農業をより一層推進します。

【29年度の取組みと成果】

【夏秋トマト、夏秋ピーマン】
〔取組み〕
○関係機関が連携して行った定点調査（月２回）の結果を、速やかに生産者に周知
　し、栽培管理の徹底を図りました。
○産地ぐるみの「エコファーマー」認定により、継続的な減農薬・減化学肥料栽培
　に取り組みました。

〔成果〕
○夏秋トマト
　・かいよう病及び青枯病対策の推進により、概ね発生を抑制
　・エコファーマー：新規２戸（全93戸）
○夏秋ピーマン
　・青枯病対策として抵抗性台木を導入し、概ね発生を抑制
　・エコファーマー：新規８戸（全117戸）

穂肥診断講習会

病害虫定点調査
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【薬用植物】

【白ねぎ】

〔取組み〕
○技術普及グループの実証ほ場において、品種試験や作業の省力技術について検討しました。

〔成果〕
○ＪＡ部会で実証結果を報告し、次年度の作付計画に反映

高齢化に対応した品目の栽培を進めます

≪取組みの方向≫

【29年度の取組みと成果】

【スナップエンドウの生産性向上】
〔取組み〕
○ＪＡ松山市と連携し、講習会の開催や個別巡回
　指導等に取組み、生産性向上に向けた支援を行
　いました。

〔成果〕
○出荷量：3.0ｔ（前年比189％）

【地域固有農産物（雑穀）】
〔取組み〕
○安定生産技術の確立を目指し、道の駅「天空の郷さんさん」と連携し、雑穀種子の配布や栽培技術講習会の開催
　（４回）、栽培マニュアルの作成（３種類）に取組みました。

〔成果〕
○栽培マニュアルの作成（こきび、たかきび、地とうもろこし）
○新規生産者：20人（累計94人）

　当地域は県内で最も高齢化が進み、高齢者にも取り組みやすい農作物の導入が望まれているため、「白ねぎ」や
「薬用植物（ミシマサイコ等）」、「とうもろこし」、「豆類」、「雑穀」などの軽量作物の栽培を進め、高齢化に
対応した農業経営を支援します。
併せて、直売所を核とした農業所得獲得のための新しい高原野菜づくりの一環で、夏どりレタスなどの栽培を推進し
ます。

【夏秋レタス栽培（食べきりサイズの球）】
〔取組み〕
○久万高原ブランドづくり推進会議（３回）、レタス栽培講習会
　（３回）を開催するとともに、標高600ｍ以上の３地区でモデル
　農家の設置を行い、栽培実証と販売実証を行いました。

〔成果〕
○標高別の栽培方向（白黒ダブルマルチ連続３作栽培）を実証
○モデル農家での結果
　実証戸数：３戸、売上げ数：956袋、収益：100,062円
○モデル農家近隣集落から17人の栽培協力者が得られました。

〔取組み〕
○技術普及グループの実証ほ場において、薬用植物（シャクヤク、カンゾウ、トウキ、ミシマサイコ）の実証
　展示を行い、地域適応性を把握しました。

〔成果〕
○来場者に実証展示ほの説明を行い、栽培方法や作業労力等について検討

スナップエンドウ 栽培講習会 雑穀等の販売

レタス類栽培実証 直売所販売実証
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【四国カルスト牧場の取組み】
〔取組み〕
○放牧牛の定期的な妊娠鑑定の実施や繁殖技術の指導により、適切な繁殖管理の支援を行いました。
○牧場の衛生管理を指導することにより繁殖基盤の強化を図りました。
○「意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業」を活用し牧場の機能強化を図るため施設の補改修について支援しまし
　た。

〔成果〕
○入牧頭数：75頭
○連動ｽﾀﾝﾁｮﾝの設置(３カ所　48頭分)

【媛っこ地鶏の取組み】
〔取組み〕
○これまでの施設整備、飼育技術、防疫・衛生対策、トマト活用技
　術等のマニュアルを策定し、特色ある産地づくりの生産技術を確
　立しました。

〔成果〕
○年間生産羽数：約1,000羽（生産者２戸）

【29年度の取組みと成果】

地域資源を活用した畜産業の振興を図ります

≪取組みの方向≫

　四国カルスト牧場を利用して、放牧による肉用繁殖牛の繁殖管理を行い、経営基盤の強化を図ります。
　「媛っこ地鶏」では、地域特産品の未利用資源（トマト）を飼料として給与し、特色ある鶏肉を生産するなど、地
域資源を活用した畜産業の振興に取り組みます。

ﾄﾏﾄﾊｳｽでの飼育風景(媛っこ地鶏)


