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推 進 項 目

（９）西予ブロック　（西予市）

多様な水田農業の推進に努めます
≪取組の方向≫

宇和地区を中心に、ほ場整備が進み、南予最大の穀倉地帯となっています。しかし、将来的に主食用米の需要が減
少することを踏まえ、主食用米以外の酒造好適米、加工用米の産地化や管内畜産農家との連携を強化し、飼料用米､稲
発酵粗飼料の栽培を推進し競争力のある営農へ転換します。主食用米については、西予ブランド米として自信を持っ
て提供できるよう、地域ごとの環境に適した良食味品種の選定を行い、県認証農産物として取り組んできた環境と調
和したものづくりをさらに進め、ブランド米として差別化を図ります。さらに裏作の麦・そばや輪作の大豆・野菜等
に水田をフルに活用していくため、整備済み水田の区画拡大や用水パイプライン化、土壌地下水位を自在に管理でき
る施設の整備などにより、水田の汎用化を進めます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○特別栽培米、良食味米等、売れる米づくりを推進しました。
○加工用米等の新規需要米の作付拡大と安定生産技術の定着を支援しました。
○大豆・麦の品質・収量向上支援及び麦（ハルヒメボシ・せときらら）の有望品種
　の普及を推進しました。
○水田フル活用に向けた露地野菜の作付拡大と安定生産技術の定着を支援をしまし
　た。
○水田フル活用を推進するための地下水制御システムの導入とパイプライン化を
　推進しました。

〔成果〕
○特別栽培米、良食味米等の売れる米づくり
　・栽培講習会、実証ほ設置（27か所）による高品質化の推進（一等米比率81％）
　・食味分析器の導入によるきめ細かな栽培指導が可能（分析点数75点）
　・ブランドロゴ入り専用袋での販売により、販路が拡大（学校給食、ふるさと納税返礼品）
　・県育成新品種「ひめの凜」の実証ほ・展示ほ設置と令和３年度認定栽培者38名、30.2ha
　（前年比151％）
　・県ひめの凜食味コンテストにて入賞３人
　・業務用米「ちほみのり」、「虹のきらめき」展示ほ設置
○新規需要米等
　・飼料用米　　：42.7ha（前年比  55％）
　・加工用米　　：70.6ha（前年比 194％）
　・稲発酵粗飼料：72.0ha（前年比 128％）
○そば、加工キャベツ、白ネギ、かぼちゃ、タマネギなど各部会を中心に栽培講習会
　の開催による安定生産技術の定着
○小麦有望品種「せときらら」の栽培面積31.7ha（前年3.4ha増）
○はだか麦有望品種「ハルヒメボシ」の導入栽培面積31.1ha（前年6.4ha増）
○モデル農場(宇和町加茂)において地下水位制御システムの効果検証と加茂地区への
　導入、パイプライン化に向けた調整を実施
○農地中間管理機構関連農地整備事業の実施
  伊延西地区（R元～）　区画整理・パイプライン化・フォアス
　野村地区　（R２～）　 区画整理・暗渠排水

ひめの凜栽培研修会

無人ヘリ防除講習会
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【令和２年度の取組と成果】

魅力的なかんきつ産地づくりに取り組みます
≪取組の方向≫

　宇和海に面した明浜・三瓶地区は、地域全体が南傾斜面であるため、みかん栽培には最適な地形です。海からの潮
風が実をひきしめ、石垣からの太陽の反射がおいしい「みかん」を作りだします。地域では、2ヶ所の共選と有機農業
団体が中心となり、それぞれ特徴ある「みかん」を生産しています。「みかん」の他、「ポンカン」（明浜）や
「ニューサマーオレンジ」（三瓶）の歴史ある品種がありますが、主力品種の絞込みと品種構成の検討を行い、産地
化を意識した計画的な改植・補植を推進します。また、樹園地の情報管理システムを構築し、収量予測や樹園地の流
動化等に活用します。他地区に比べて新規就農者が多いことから、青年農業者組織活動を活性化し、技術指導を強化
します。担い手への樹園地集積を図り、かんきつ産地の維持・発展のためには、かんがい施設の老朽化対策、園内道
整備や地域の新たなニーズに対応した施設導入といった生産基盤の整備が必要であり、園地の若返りなど、助成事業
の充実を図りながら、引き続き産地を支えていきます。

〔取組〕
○生産基盤（人・モノ・園地）の点検・整備を実施しました。
○奨励品種の見直し、捕植・改植を促進しました。
○栽培技術の平準化や県オリジナル品種の導入を推進しました。
○新技術による温州みかんの技術を普及しました。
○みかん・中晩柑ジュースのPR活動や販路拡大に着手しました。
〇青年農業者の育成のため、活動支援に取り組みました。
○みかん収穫の労働力確保に取り組みました。
○西宇和みかん支援隊の活動を推進しました。

〔成果〕
〇畑地かんがい施設（基幹水利施設）の保全対策を実施：明浜地区・三瓶地区
○奨励品種約20,000本の苗木を改植・捕植し、改植は助成事業を活用
○柑橘栽培組織への講習会等を通して技術指導、情報提供を実施し県オリジナル品種
　の技術向上
○県下のみかんジュースコンクール2020の温州みかん部門・中晩柑部門で、明浜産の
　ジュースが銀賞（２本）と銅賞（１本）を受賞
○明浜地区の青年農業者が南柑20号の浮皮軽減対策の調査やスマート農業の先進地視
　察を実施
○みかん収穫有償ボランティア「お手伝いプロジェクト」が、明浜地区で新たに開始
○西宇和みかん支援隊の活動により、就農希望者１名が三瓶での就農を目指し研修開
　始

かんきつの栽培講習会

スマート農業の先進地視察
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県内一の畜産地帯の維持・発展に取り組みます
≪取組の方向≫

　酪農は、70年以上の歴史があり、県内生乳生産量の約50％を占め、肉用牛、ブロイラーの飼養羽数も県内一を誇
り、養豚もトップに迫る四国有数の畜産地帯となっています。畜産農家では、従来の自給飼料の作付に加えて、耕種
農家および集落営農組織やコントラクター組合等で生産される飼料用米・稲発酵粗飼料・稲わら（たい肥との交換を
含む）などを積極的に利用しており、耕畜連携による飼料自給率向上と飼料コストの低減に取り組んでいます。今後
は、本取組に必要となる飼料生産体制の拡充・整備を積極的に推進するとともに、家畜改良増殖に努め、効率的で生
産性の高いブランド畜産物を生産するとともに、産地の維持・発展に取り組みます。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○飼料用米は、安定生産技術の定着を支援しました。
○稲発酵粗飼料は、栽培講習、現地互評を実施しました。
○稲わら利用は、耕畜連携を推進しました。
○飼料生産体制の強化充実に努めました。
○家畜改良増殖を図るため、乳用牛、肉用牛に事業団精液等を配布しました。
○ブランド畜産物である愛媛あかね和牛受精卵移植を推進しました。
○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。

〔成果〕
○飼料用米栽培：42.7ha（前年比 55％）
○稲発酵粗飼料生産
　・栽培面積：72.0ha（前年比 128％）
　・利用畜産農家：30戸（前年28戸）
○コントラクター組合を中心とした飼料生産体制の整備
○事業団等優良な精液配布により家畜改良
○愛媛あかね和牛
　・子牛生産：32戸、繁殖雌牛118頭、子牛生産頭数59頭、肥育生産：80頭（５戸）
○畜産クラスター事業（県単）を利用し施設の補改修等に取り組みました（９件）。
○酪農家が畜産クラスター施設整備事業（国補）で牛舎（196頭規模）と搾乳室の
　整備を行いました。

野菜の振興、いちご・きゅうり産地の強化を図ります
≪取組の方向≫

　いちごは、県育成品種の「あまおとめ」、「紅い雫」の県内一の産地です。病害虫防除等を化学農薬に頼らない生
物資材等を活用した総合防除の取組など、有利販売の第一歩となる消費者ニーズに応じた栽培方法を推進し、安心・
安全ないちご生産とファンづくりに努めます。「きゅうり」は､中山間地の露地栽培を中心に40 年以上の歴史があり､
新鮮で日持ちがいいと関西市場で高い評価を得ています。共同選果機が利用可能な主力品目として「トマト」・「な
す」・「ピーマン」とともに労働支援体制の整備や後継者、新規就農者の確保を目指します。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○いちごの厳寒期の収量や品質の向上に向けて、高品質苗の育成や天敵を利用した
　難防除害虫対策の実証等に取り組みました。
○いちご新規栽培者の育成確保及び県育成品種の栽培面積の拡大に取り組みました。
○農福連携による福祉施設といちごの作業受託のマッチング支援に取り組みました。
○きゅうりの生産性向上のため、新品種の導入や難防除病害(黄化えそ病)対策など
　新たな栽培技術の導入・普及に取り組みました。
○JA農業センターにおいて、産地基幹品目のいちご、きゅうり、トマト栽培を検討
　する新規就農候補者の技術修得や研修支援に取り組みました。

〔成果〕
○いちご生産部会や個別販売農家を対象に集合研修会等を開き、健苗育苗や炭酸ガス
　日中施用の実践等による高品質安定生産及びハダニ天敵利用技術（IPM）等の実証
　により、産地が一体となった新たなIPM技術の導入・普及推進体制が整いました。
○マッチングの結果、いちご農家６戸と障がい者就労支援施設２施設が出荷箱の組立
　や資材等の片付けに取り組みました。
○きゅうり褐斑病、ウイルス抵抗性品種の導入及び年間を通じた黄化えそ病対策に
　産地全体で取り組んだ結果、品質の確保及び収量性の向上につながりました。
　(反収300㎏増加、販売金額113％(前年対比))
○農業センターでUＩターンの青年３人が施設いちご、きゅうりの栽培研修を開始
　し、さらに次年度には１人が西予市での新規就農を目指しています。

いちごIPM研修会

いちご現地研修会

大野ヶ原育成牧場の放牧乳牛

越冬乳牛の健康状態検査
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中山間地の果樹振興、くり・ゆず産地の強化を図ります
≪取組の方向≫

　「くり」は県内有数の産地で、残留農薬分析、樹勢、結実など厳しい園地審査をクリアした資格取得指定園地のみ
が生産が可能な「奥伊予特選栗」の銘柄があり、今後割合を増やし、適地への新植や後継者の育成、作業技術の継承
を図り、くり産地の持続的発展を目指します。「ゆず」は中山間地で着実に生産を拡大している品目です。主力は加
工用で、地元や県外加工業者で搾汁し冷凍保存され、「しょうゆ」や「ポン酢」、「ユズ茶」などに加工されます。
今後は、栽培技術の向上を図り、品質レベルの高い生果用へシフトするとともに有望品種（とげ無ゆず）の導入を推
進します。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○くりは、地域加工用に優先出荷しました。
○くりの高品質果実生産の持続的発展に係る取組を推進しました。
○ゆず栽培の基本管理の徹底を呼び掛け、青ゆず収穫による隔年結果の是正を推
　進しました。あわせて、県内外に向けた販路開拓を行いました。

〔成果〕
【くり】
○現地審査等により、39人の計117園地が奥伊予特選栗に合格し、地元の加工業者へ
　有利販売されました。
○長雨や８月の高温・干ばつの影響で小玉傾向でしたが、前年並の出荷量となりまし
　た。
○低樹高栽培のための剪定技術が定着してきました。
【ゆず】
○収穫労働力の分散と隔年結果の是正を図るため、JAゆず部会を通じて青ゆず収穫
　を呼びかけ生産拡大を試みました。青ゆずの新たな販路先として、都市部の飲食店
　や県内加工業者との取引が成立しました。
〇ゆず部会員を対象に「青ゆず」活用法の講習会を開催し、西洋料理への活用が見出
　せました。

鳥獣害対策と薬草の産地化を目指します
≪取組の方向≫

　依然として農作物の鳥獣被害は多く、集落ぐるみで、侵入防止柵の整備と捕獲の組み合わせによる効率的な被害防
止に努めています。捕獲については、農業者自らによる狩猟免許の取得を奨励し、自ら対策が出来る農業者の育成に
努めており、確実に捕獲するため、遠隔監視型捕獲システムによる捕獲を推進しています。また、葉たばこ廃作農家
対策として導入された薬草（ミシマサイコ、サンショウ）は、栽培技術の習得により急速に栽培面積を増やしてお
り、獣害被害もないことから耕作放棄地対策として有効であり、安定生産と産地化を目指します。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○鳥獣被害防止対策の推進のために、侵入防止柵の整備拡張、捕獲モデル地区の設
　置等を行いました。
○新規就農者の捕獲対応力向上を支援しました。
○薬草の安定生産、栽培面積の維持・拡大に向けて、課題となっている発芽率の向上
　技術について現地実証試験に取り組みました。
○県単独事業の活用により潅水設備を導入し、安定生産に向けた基盤づくりに取り組
　みました。
○生薬メーカ等の実需者との連携及び他産地との情報交換により栽培技術向上策等
　について検討しました。

〔成果〕
○鳥獣被害防止対策の強化
　・年間を通して鳥獣被害対策実施隊により有害鳥獣駆除を実施
　・三瓶町蔵貫、野村町大野ヶ原の遠隔監視型捕獲システムによる捕獲実証
　・三瓶町皆江及び有太刀で広域型罠センサー通信装置を利用した有害獣捕獲の
　　省力化実証とヒヨドリ食害防止対策技術の実証展示
　・ししの里せいよで、高品質なジビエ生産を実施

○薬草栽培の産地化
　・ミシマサイコの播種前の種子冷蔵、流水処理などにより発芽率の向上が確認で
　　き、次年度の生産安定安定に向けた対策が明確になりました。
　・移動式潅水装置の導入により、夏期高温期の生育を安定させることが可能となり
　　ました。

奥伊予特選栗現地審査

青ゆずの収穫

青年農業者による捕獲

ミシマサイコ栽培現地検討
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　かつて隆盛を誇った愛媛シルクの復活に向けて、また伊勢神宮の式年遷宮の御用生糸で使用されるほど品質の高い
伊予生糸の生産を継続するために、西予市野村を中心とした西日本随一の養蚕産地を維持し、繭・伊予生糸の生産量
の増加に取り組むとともに、生糸の新たな需要も開拓します。また、昨年成立した「地理的表示法（27年6月施行）」
を活用し、“伊予生糸”ブランドを復活・定着させます。

“伊予生糸”の産地復活プロジェクトに取り組みます
≪取組の方向≫

〔取組〕
○人・農地プランの見直しと法人化の推進に取り組みました。
○新規就農者の確保育成と青年農業者の組織活動支援に取り組みました。
○認定農業者の支援と活動強化に取り組みました。
○男女共同参画と女性起業家等の活動強化に取り組みました。
○農地中間管理機構関連農地整備事業を実施し、担い手の育成を推進しました。

〔成果〕
○若手稲作農家法人等、特徴のある農業法人の活動が加速
○経営開始計画認定数：４件（５人）
○次世代人材投資資金（経営開始型）受給者：通算87人
○市内４青年農業者組織がプロジェクト活動等の事例発表を行い、情報の共有と交流
　を深めました。
○認定農業者協議会研修会へ延32人参加し、経営改善への意欲が高まりました。
○農福連携による農業者と管内福祉施設との農作業マッチングの実践(７件実施)
○男女共同参画の連携強化及び各種事業の円滑な運営
　・食文化普及講座(２回)・食農教育連携会議を開催し、地域内における食育推進の
　　機運が高まりました。
　・女性起業農家を対象に地域産物の活用方法や地産地消を学び、消費拡大とPR、西
　　予ブランドの向上につなげました。なかでも、コロナ禍における免疫力を高める
　　料理法を学び、家庭や地域での活用と情報発信を行いました。
　・女性起業組織では弁当などの宅配サービスを始め、住民生活の一助となりまし
　　た。
○家族経営協定：通算締結農家数は109戸
○農地中間管理機構関連農地整備事業（伊延西地区、野村地区で実施中）
　・高収益作物（野菜）の導入、中小企業診断士による集落営農組織の経営相談会を
　　行い、経営改善の課題を整理しました。

【令和２年度の取組と成果】

〔取組〕
○新規養蚕者の確保と育成に取り組みました。
○養蚕研修施設の整備と中古蚕具類の確保に取り組みました。
○桑優良品種の増殖と桑園の生産性向上に取り組みました。
○コロナ禍の中、伊予生糸を使った組み紐で、シトラスリボン運動に協力しました。

〔成果〕
○新規養蚕者：５年目１人、３年目１人、１年目１人の３人が蚕飼育に取り組み、
　436kgの繭を生産し（西予市生産量の37％）、うち１人は新蚕舎を建設しました。
○研修施設として新城飼育所の利用（園地整備、中古蚕具類の収集確保）
○桑園の改植、補植希望者に桑苗500本を配布しました。
○シトラスリボン運動を通して、伊予生糸の認知度が向上しました。

多様な担い手の育成・支援に努めます
≪取組の方向≫

　西予農業の中心的担い手として個別認定農業者を位置づけ、農地集積や規模拡大を支援します。次に専業的農業経
営を展望しづらい地域では、集落営農組織を担い手として位置づけ、条件を満たした集落営農組織の法人化を積極的
に推進します。また、新たな担い手として幅広く新規就農者を育成・支援します。さらに直売所に参画する高齢農業
者や加工部門で活躍する女性起業家等の多様な担い手を育成・支援し、西予総活躍農業を目指します。

【令和２年度の取組と成果】

【桑優良品種の増殖ほ場】

青年農業者のプロジェクト発表

コロナ禍で免疫力アップに向けて

新規養蚕者が蚕舎を建築

伊予生糸を使った組み紐


