
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

（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。

【令和元年度の取組みと成果】

【全般】
〔取組み〕
○町農業担い手育成実行プラン（H30.2.9策定）に基づき、刷新した農業公
　社ＨＰやＰＲチラシを活用して、関係機関が連携の上、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。
○久万農業公園農業研修センターの研修生を確保するため、相談会等で使用
　するＰＲグッズ（クリアファイル、ボールペン、不織布バッグ等）を作成
　しました。
○研修時の生活支援や、研修卒業予定者への就農に必要な住居、農地、
　施設・機械、生活に関する支援を行い、経営の安定化に努めました。

【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。
○研修卒業生等の意見を取り入れ、トマトの生育ステージ毎に座学と演習・
　実習の組合せによる研修を実施するなど研修内容の充実を図りました。

〔成果〕
○就農予定者：３人（うち町外３人）
○定着者（４年目）：４人　(うち町外３人）
　
【青年農業者組織】
〔取組み〕
○より多くの人に、久万高原農業の魅力や農業研修制度を周知するため、
　道の駅で写真展を開催しました。
○独身者のパートナー探しや仲間づくりのため、県結婚支援センターと連
　携した婚活イベントを開催しました。
○コミュニケーションアップのため、ワークショップ「上手な伝え方伝え
　ます」 を開催しました。
○林業まつりでの餅つきや収穫祭等、町内イベントに参加しました。

〔成果〕
○写真展には延べ200人が来場
○婚活イベントでは５組のカップルが誕生
○青年農業者による地域活性化に向けた活動が活発化

写真展で久万高原町の農業の魅力発信

婚活イベントで交流

「上手な伝え方伝えます」での発表準備



推 進 項 目

推 進 項 目

※漬物の試食・販売の品目
　・イタドリ中華漬、ふき佃煮　試食・販売
　・大根ハリハリ漬、大根醤油漬　　〃
　・茄子みがらし漬　　　　　　　　〃
　・白菜スルメ漬、白菜漬 　　　　試食
　・白菜さっぱり漬、大根焼酎漬　　〃
　・ピーマンこうじ漬　　　　　　　〃
　・赤大根ゆず酢漬　　　　　　　　〃

[愛媛型農林漁家民宿、観光農園の取組み事例]
〔取組み〕
○久万農業公園では、都市農村交流事業に取り組みました。
○石窯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]
○都市農村交流では、石窯ピザや、石窯パン、スイートポテトとクッキー作
　りのほか、花や多肉植物の寄せ植え、葉わさび漬けなどの体験を行い、延
　べ70人が参加
○ふるさと宅配の発送（面河生活研究会）：130箱

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。

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。

【令和元年度の取組みと成果】

【令和元年度の取組みと成果】

[ふるさとの特産品の発掘とブランド化]
〔取組み〕
○道の駅みかわにおいて、ワークショップ形式で地域の加工品の掘り起しや漬物の試作を行いました。
〇伝統漬物の勉強会を開催し、かつての久万山漬の大根焼酎漬やトマトの粕漬の実習を行いました。
〇久万高原秋の収穫祭で、町内産漬物の試食と販売を行いました。
○久万高原町６次産業化支援事業を創設し、漬物発掘コンテスト入賞者など６次化に取り組む農業者等
　の支援を行いました。
○トマト農家の若い女性配偶者がＣＡＴＶに出演し、町産トマトを利用して作るカレーを紹介しました。
〇女性認定農業者等を対象としたエディブルフラワーの活用可能性の勉強会を開催しました。

[成果]
○漬物加工の技術伝承
○新たな漬物開発への機運の高まり
○久万高原町６次産業化支援事業では、７件
　（1,020千円）の事業を採択
○秋の収穫祭で販売した漬物は、５品（60点）
　を販売し、販売額は約17,000円

大根焼酎漬の加工実習 漬物の試食・販売

ふるさと宅配

花の寄せ植え体験



推 進 項 目

【生産基盤の整備】
〔取組み〕
○一般農道整備事業 美川地区、地すべり対策事業 西谷地区ほか４地区において、基盤整備を行いました。

　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。

【令和元年度の取組みと成果】

〔成果〕
○農道橋の長寿命化、地区内の雨水等の早期排水対策や抑
　止対策により地すべりの抑制・抑止

【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
　草刈り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]14活動組織,取組面積152ha
  [中山間地域等直接支払]37協定,取組面積247ha

【鳥獣害対策】
〔取組み〕
○町単独事業を活用し、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。
 
　
〔成果〕
○町内の獣害防護柵の新設19,900ｍ
　（ワイヤーメッシュ：6,000ｍ、電気牧柵：13,000ｍ、
　　その他900ｍ）
○防護柵や箱わなの有用性の情報を共有

≪取組みの方向≫

生産基盤の整備と保全管理に努めます

獣害防護柵の見回り活動 獣害防止柵設置

美川地区(仕出大橋)

農道橋の長寿命化

美川地区(仕出大橋)



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、低単収要因の究明及び対策を講じ、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。

【夏秋トマト】
〔取組み〕
○低単収要因となっている夏季高温による着果不良の問題を解決するため、細霧冷
　房の実用性を検証するとともに、草勢管理の徹底のため、生育状況と硝酸イオン
　濃度の調査結果をもとに、施肥・潅水の増減の他、葉数確保などの指導を行いま
　した。

〔成果〕
○細霧冷房は、施設内気温を５℃低下できることや薬剤散布での活用が可能である
　ことを確認するとともに、現地調査圃場では、単収9.3ｔを確保
○草勢管理の徹底により、単収を大幅に増加させた事例有り

【夏秋ピーマン生産の省力化と生産量・品質向上】
〔取組み〕
○潅水・肥培管理作業を軽減するため、自動潅水設備の導入を推進しました。
〇収穫労力の補完のため、農福連携による収穫作業の実証を行いました。
○ＪＡ部会では、畝立てマルチ張りや耕耘の作業支援を行いました。

〔成果〕
○新規自動潅水装置導入農家数：８戸
○福祉施設利用者の作業状況
　　作業能率：5.8kg/時間
　　※収穫初体験の健常者と同様。経験を積むことで向上可能
○作業支援利用農家数：14戸

【令和元年度の取組みと成果】

細霧冷房施設

農家（右）の説明を受ける利用者



推 進 項 目 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。

【令和元年度の取組みと成果】

【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。
〇担い手の確保・育成や労働環境の改善に向け、町スマート農業研究会においてラジ
　コン型草刈機、農薬散布用ドローンのデモンストレーションのほか、ドローンの操
　作等に関する研修会を開催しました。
○久万高原清流米をＰＲするため、10月に開催した秋の収穫祭において、昨年度に引
　き続き来場者に炊き立て米をふるまいました。

〔成果〕
○エコえひめ認証数：生産者数526名（栽培面積304ha）
○斑点米カメムシ類の多発により１等米比率は低下。田植え後からの低温等の影響で
　生育遅れや収穫期のバラツキがあったものの、前年並の出荷量を維持
　・１等米比率：73％
　・出荷量：26,663袋（前年比98％）
〇ラジコン型草刈機等のデモンストレーションには27名、ドローンの操作等研修会に
　は10名の参加があり、スマート農業の導入に向けた機運が向上
○久万高原清流米の試食数：400食
　

【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89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９戸（全121戸）

久万高原清流米をＰＲ

トマトの定点調査

ラジコン草刈機の実演



推 進 項 目

【薬用作物】

【白ねぎ】

高齢化に対応した品目の栽培を進めます
≪取組みの方向≫

　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
「薬用作物（ミシマサイコ等）」などの軽量作物の栽培を進めるとともに、機械化体系が可能な作物の導入を図り、
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。

【令和元年度の取組みと成果】

【漬物向け野菜の品種選定及び効果的な生産管理の実証】
〔取組み〕
○漬物に適するダイコンの品種選定を行うとともに、ダイコン、ニ
　ンジン、レタス、タアサイ等、漬物加工に適している品目や直売
　所で売れ筋の野菜を組み合わせ、輪作、間作、混作といった効率
　的な栽培体系の実証を行いました。

〔成果〕
○ダイコン15品種のうち、漬物に向く５品種を選定
○ダイコン、ニンジン、レタス、タアサイの４品目の輪作が可能な
　ことを確認

〔取組み〕
○久万高原農業指導班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、シラン、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〕
○久万農業公園において、次年度、シャクヤク、シランを栽培

〔取組み〕
○技術普及グループの実証ほ場において、品種試験や安定生産技術
　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

【さといも（愛媛６号）】
〔取組み〕
○指導班圃場と現地圃場において、地域適合性を確認するための
　実証栽培を行いました。

〔成果〕
○既存品種に比べ、品質・収量ともに優れていることを確認

【パクチー】
〔取組み〕
○指導班圃場において、６・７月播種の実証栽培を行いました。

〔成果〕
○松山市内近郊の平野部では栽培困難な８・９月の盛夏期に収穫
　可能であることを確認

混作栽培実証

シャクヤクの栽培実証

さといも収穫調査

ダ
イ
コ
ン

ニ
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ン

パクチーの栽培実証



推 進 項 目

【媛っこ地鶏の取組み】
〔取組み〕
○地域特産品のトマトを使った特色ある媛っこ地鶏肉の生産拡大
　に努めました。

○久万高原町媛っこ地鶏推進協議会では、イベントでの焼き鳥販
　売や、新規取引先開拓のためのサンプル提供を行いました。

〔成果〕
○年間生産羽数：約1,000羽（生産者２戸）
○イベント販売回数：５回

【四国カルスト牧場の取組み】
〔取組み〕
○放牧衛生指導指針に基づき、放牧牛の定期的な衛生検査による
　健康チェックを行い、疾病等のまん延防止に努めました。

○牧場の家畜収容力の維持、向上を図るため、有害雑草の駆除や
　草地の改良指導を実施しました。

〔成果〕
○入牧頭数：79頭

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。

【令和元年度の取組みと成果】

四国カルスト牧場での雑草駆除

媛っこ地鶏の入雛指導


