
えひめ農業振興基本方針2016　進捗状況確認シート

ブ ロ ッ ク 名

推 進 項 目

〔成果〕
○エコにこまる H28 H29 H30

H28 H29 H30 17 17 17
116 105 108 34 41 45

53.6 49.1 46.4 197 191 183
6,005 5,223 4,652 27 15 17

○紅まどんな 580 465 407
H28 H29 H30

12 15 18
150 170 230

24,000 38,000 36,228
24,000 27,000 29,472

H28 H29 H30
42 42 42

1,225 1,225 1,225
109,922 111,438 116,962
123,905 124,531 145,574

H28 H29 H30
244 244 244
610 610 610

893,500 1,422,732 1,219,120

533,443 658,852 -
○冬至かぼちゃ

H28 H29 H30
26 32 35

467 503 623
30,970 36,195 30,199
9,804 8,121 8,040

317 224 279

○愛媛県特別栽培農産物等認証（エコえひめ農産物認証）、内子町特別栽培農産物等認証を取得し、大洲市、内子町の小学
　校等にも提供
○国交付金を活用し、国営農地開発事業で造成した農業水利施設の老朽化対策、新規水源整備を、旧五十崎町（門松）、旧
　内子町（230高地）で実施中（中山間地域総合整備事業　内子地区）
○ほ場整備された水田を対象に県営事業で造成した農業水利施設の老朽化対策を、大洲市で実施中（農業水路等長寿命化・
　防災減災事業　東大洲地区)
○農地中間管理機構関連農地整備事業による基盤整備の啓発　野佐来地区　水田7.8ha

販売金額(千円)
平均単価(円)

人数(人)
面積(a)

出荷数量(kg)

出荷数量(kg)
販売金額(千円)

○キウイフルーツ

人数(人)
面積(a)

販売金額(千円)

人数(人)

人数(人)

面積(a)

面積(a)

出荷数量(t)
稲わら回収(ha)
平均単収(kg)

出荷数量(kg)

販売金額(千円)
○ぶどう

面積(ha)
出荷数量(30kg/袋)

出荷数量(kg)

〔取組み〕
○「にこまる」、飼料用米について、栽培講習会、穂肥診断、刈取診断等を実施し、生産拡大に取り組みましたが、西日本
  豪雨被害により出荷量が減少しました。
○「愛媛果試28号(紅まどんな)」、ぶどう、キウイフルーツについて、高品質生産やブランド化の取組みを推進しました。
○「冬至かぼちゃ」について、作付け拡大に取り組むとともに、栽培管理の徹底による高品質生産、庭先選別の徹底を図り
  ました。
○水稲、野菜等について減農薬減化学肥料栽培の推進を行いました。
○国営農地開発事業等で造成された農地において、既存水利施設の老朽化対策や新規水源整備により安定した農業用水を確
　保することで、優良農地の保全と所得向上を推進しました。
○ＪＡ愛媛たいきでは、農家所得向上等を目的に管内の篤農家がJAの営農指導員や一般農家に技術指導をする営農アドバイ
　ザーを活用しました。
〇農地中間管理機構関連農地整備事業を活用した基盤整備を推進しました。

人数(人)

（７）大洲喜多ブロック　（大洲市、内子町）

多様な農産物で所得のとれる産地を目指します
≪取組みの方向≫

　当地域特有の多様な地形、気象を活かした適地適作を基本とした産地づくりを進めます。既存作物の産地堅持はもちろん
ですが、収益性の高い新たな品目の産地化に取り組みます。
　水稲は「にこまる」や飼料用米の生産振興を図ります。
　果樹は「愛媛果試28号(紅まどんな)」、ぶどう、キウイフルーツの生産拡大を図ります。
　野菜は「葉たばこ」の代替作物として推進している「冬至かぼちゃ」の産地化を進めます。
　安心・安全な農産物生産を目指し、今後も水稲や野菜の減農薬減化学肥料栽培を進めます。また、これら農産物の学校給
食への提供や地域ブランドとして新たな販売に取り組みます。
　畜産は、更なる家畜改良増殖に努め、生産性の高い畜産物を生産し、産地化を図ります。
　所得向上には省力で効率的な生産基盤が不可欠です。生産性の向上につながる基盤整備や国営開発農地などにおける老朽
化した農道や水路などの再整備を進めます。

【30年度の取組みと成果】

○飼料用米

人数(人)
面積(ha)



推 進 項 目

〔成果〕

H28 H29 H30

114 114 100

11.7 10.7 7.9

760,089 715,152 643,637

184,384 183,927 193,091

推 進 項 目

〔成果〕

H27 H28 H29 H30

414,727 426,705 509,558 256,526

264,462 289,974 314,234 165,005

637.7 679.6 616.7 670.8

26,401 27,689 22,135 22,329

販売金額(千円)

平均単価(円)

栗苗木出荷本数(本)

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○関係機関連携のもと、栽培管理講習会を実施し基本管理の徹底を図るとともに、庭先選別の徹底を図りました。
○園地若返りのための改植等を推進しました。
○剪定講習会を開催し、技術向上を支援しました。

出荷数量(kg)

販売金額(千円)

○埼玉原種育成会の「SR36」を導入

のばせ、日本一のくり産地
≪取組みの方向≫

　「くり」のＪＡ単独出荷量は全国１位で、高い市場評価を得ています。今後も、全国的にアピールできる産地づくりを進
めます。
　新植による面積の拡大と老木園の改植による若返りを進め生産量アップを図ります。
　「筑波」、「銀寄」、など「愛」あるブランド登録品種の品種別出荷を拡大し、価格アップを図ります。
　さらに、地域内で加工商品の開発や販売に取り組み、当地域の知名度アップを図り、活性化につなげます。

人数(人)

面積(ha)

出荷数量(kg)

≪取組みの方向≫

　栽培面積は12ha、県内１位の出荷量を誇り、国の指定産地となっています。新規栽培者も増えており、野菜の主力品目と
して一層の生産拡大を目指します。
　栽培経験の浅い生産者を中心に栽培技術のレベルアップを図ります。
　耐病性に優れ、収量の高い品種への更新を進めていきます。
　労働条件や消費動向に合わせた品種や作付け時期を選定し、所得の向上を図ります。

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○関係機関連携のもと、栽培管理講習会による技術の高位平準化に取り組むとともに、品種選定等についての検討を行いま
　した。
○西日本豪雨の影響や選果場が被災し稼働できなかったことも影響し、出荷数量が減少しました。

県内一の夏秋きゅうりの生産拡大



推 進 項 目

推 進 項 目

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○関係機関団体等と連携して就農支援制度等の周知、就農希望者等の掘り起しに取り組みました。
○就農希望者及び研修希望者等の相談の際に、相談者のニーズに対応した研修農家選定等の支援を行えるよう認定農業者に
　対し研修受入意向調査を実施しました。
○就農支援制度の周知として、農業次世代人材投資事業や営農インターン事業等の概要及び要件等を説明し、就農希望状況
　に応じた制度への誘導を図りました。
○就農者の就農定着を図るため、資金等による支援を行い早期経営安定に取り組みました。
○内子町では労働力のマッチング支援に取り組むため、サポート体制の整備について検討を行いました。

〔成果〕
○認定農業者による就農受入体制リストを作成
○農業次世代人材投資事業：５件６人（新規）
○新規就農者：10人（40歳未満６人、40歳以上４人）
　（就農相談及び農業研修の相談を実施：20件）
○就農者が青年等就農資金により機械等を整備：２人
○内子町では無料職業紹介所を開設する予定

労働力不足を解消する農作業支援体制を整備し、地域に貢献する人材育成を進めます
≪取組みの方向≫

　防除、摘果、収穫、せん定など労働力不足の農家が必要とする人材を地域内外から確保し、必要な時期に円滑に派遣でき
るシステムを構築することにより、農業者が安心して規模拡大や経営改善に取り組めるようにします。
　また、農家の後継者だけでなくこうした人材をはじめ農家以外から新規参入する支援体制を充実させ、新規就農者を一人
でも多く確保し、農業生産だけでなく地域活性化の核となる人材を育てます。

～県内一の養豚産地維持拡大～
≪取組みの方向≫

　愛媛は近畿地方から中四国地方においての最大の養豚県。その中でも大洲喜多は、県内一の産地となっています。
　団地の集約化と規模拡大を図り効率性の高い養豚経営を推進します。
　母豚の多産系LW（ランドレース・大ヨークシャー）種への家畜改良を積極的に進め、生産性を高めます。
　飼料費低減のためエコフィードの積極的利用を推進します。
　飼養衛生管理を徹底し、疾病発生の予防に努めます。

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○団地の集約化と規模拡大及び、畜産クラスター事業の推進により経営体質の強化を図りました。
○多産系母豚への計画的な更新を進めました。
○養豚経営指導や環境保全指導及び家畜飼養衛生管理指導を個別に実施し、農家の経営
　管理能力向上・衛生管理意識の向上を図りました。
○認定農業者の継続に向けた支援を行いました。

〔成果〕
○１戸で畜産クラスター事業に取り組み、機械整備等を改善
○多産系母豚の導入が拡大され、１母豚当たりの出荷頭数が増加
○豚コレラなど伝染性疾病の発生を防止
○１経営体で次期5年間の経営改善計画を策定し、認定農業者の継続を申請



推 進 項 目

推 進 項 目

≪取組みの方向≫

　「くり」、「かき」、「ゆず」、「もち麦」、「こんにゃく」、「じゃばら」など地元農産物を使用した加工品開発や販
売に地域が一体となって取り組んでいます。最近では、「チーズ」、「なし」、「もち」など多くの農産物の商品開発に積
極的に取り組む農業者が増えています。
　今後も、引き続き、商品開発のための施設整備や技術習得、販売方法の確立に取り組み、当地域ならではの商品を県内外
に宣伝販売することにより、産地としてだけではなく観光面を含めた知名度と地域全体の所得のアップを図ります。

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○大洲市では、生産者と市内外の飲食店、食品加工業者等の交流による異業種交流会を行い、新たな需要の掘り起こしや新
　商品等の開発につながる支援を行いました。さらに、６次産業化総点検・診断事業で加工品づくりなど意欲的に活動して
　いる農家や集落を訪問し、専門家が診断・指導等を行い事業化に向けた取組みを支援しました。
○６次産業化の取組みを支援するために、大洲市では、市単独の「大洲市６次産業化等推進モデル事業費補助金」を創設
　し、農林水産物を加工するための施設・機械等の整備費等に係る補助（補助率2/3 上限100万円）を行いました。
○平成29年に策定した「大洲市６次産業化等推進戦略」に基づき６次産業化を推進しました。
○内子町では、都市圏での内子フェア等による商談会（10回）を実施しました。
○海外（台湾）での販売促進活動を行いました。
○直売所に加工品を出荷している農家向けに技術等研修会を開催するとともに、６次産業化支援事業や農商工連携助成事業
　等で開発した農産加工品のＰＲを行うとともに、ブラッシュアップを図りました。

〔成果〕
○異業種交流会：1回開催、50人
○６次産業化総点検・診断事業において、加工品開発やグリーンツーリズムの取組みを支援した結果、農家や地域が活性化
○大洲市６次産業化等推進モデル事業費補助金
　・２件補助（加工機器購入、６次産業化商品デザイン製作、加工品パンフレット作成等）
○内子の商談会参加事業者12社の首都圏、関西圏、海外の売上高：155,740千円
○海外（台湾）での販売促進活動（３回）
○内子フレッシュパークからりが開発した地元産農産物を活用した約30アイテムの商品をホームページや直売所等でＰＲ

≪取組みの方向≫

　当地区には、国営開発農地の畑や樹園地をはじめ平坦部の水田、中山間部の果樹園などの生産性の高い農地が、また、山
間部には風光明媚な棚田など守るべき農地が多くあります。
　意欲ある農業者や参入企業、集落営農組織への農地集積、また、地域ぐるみの協働活動による農地や水路の保全管理な
ど、集落の実状にあった農地利用や施設管理を推進し、集落機能を維持する活力ある地域づくりを進めます。

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○多面的機能支払交付金制度を活用し、地域ぐるみで取り組む協働活動を支援しました。
○ふるさと水と土ふれあい事業を活用し、棚田地域などの中山間地域の農家や地区住民と
　都市住民との交流、地域内コミニュティの形成や活力高揚の起爆剤となる活動に対し支
　援を行いました。

〔成果〕
○多面的機能支払交付金制度（農地維持活動等共同活動等）実施
　・大洲市：24組織(346ha)
　・内子町：22組織(658ha)
○ふるさと水辺の生き物教室等開催：１地区
　・大洲市　春賀地区（三善小学校）

多彩な農産物を活かした加工商品販売による地域振興に取り組みます

農地を有効に活用し地域の活性化に取り組みます



推 進 項 目

　当地区は自然豊かで歴史も古く、文化遺産も数多く残され、また、肱川の鵜飼や「いもたき」、小田川の筏流しなど地区
独自の伝統行事も盛んです。
　こうした文化や地域資源を活かした体験型農家民宿や、「ぶどう」「なし」など観光農園の活動や情報発信を拡充させま
す。また、生産者自らが直接消費者へ販売する産直市（「内子フレッシュパークからり」や「たいき直売市愛たい菜」等）
の更なる魅力づくりを行い、都市住民との交流を進めながら所得の向上を図ります。

【30年度の取組みと成果】

〔取組み〕
○大洲市では６次産業化総点検・診断事業でグリーン・ツーリズムの取組みを創出するために、農家や集落を訪問し、専門
  家が診断・指導等を行い事業化に向けた取組みを支援しました。
○グリーン・ツーリズムの取組みを支援するために、大洲市単独の「大洲市６次産業化等推進モデル事業費」を実施しまし
　た。
○グリーン・ツーリズムを含む６次産業化の促進に関する総合的かつ計画的な戦略（大洲市６次産業化等推進戦略）に基づ
　いた活動を実施しました。
○内子町では、農泊推進事業に取り組みました。
○直売所において都市住民との交流イベントを定期的に開催し、更なる魅力づくりを行いました。
○農産物直売所での地元産農産物の販売を通じて農産物のＰＲを行いました。
○グリーン・ツーリズム協会所属の15団体で研修会を開催するとともに、モニターツアーを受け入れました。

〔成果〕
○大洲市では、河辺地区で河辺の子供＆都会の子供交流体験宿泊会、都会の人＆シルバー世代モニターツアーを実施
　大川地区の古民家を活用した交流施設（農家レストランを含め）の開業に向けて検討中
　大洲市と樫谷棚田保存会の「棚田オーナー制度」に申込19組
○内子町では、農泊と農村ビジネスの中核となる組織「内子町グリーンツーリズム推進協議会」を設立
　農村体験プログラムの開発
　インバウンド受け入れモニターツアーの実施（２回）
　農作業体験ツアーとして泉谷地区の棚田で体験交流：参加15組
　観光農園を開設：16農園、利用者：29,740人
　農産物直売所で交流イベント開催：24回

農と自然や歴史・文化が融合した生活空間を守り、都市との交流を広げます
≪取組みの方向≫


