県内各地域における
農業・農業者の動向
平成 30 年 8 月

【お知らせ】
県内各地域における農業・農業者の動向は、県ホームページ（※１）
で、県下全地区の内容について、閲覧できます。
※１ 掲載場所 ： ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 農業振興 > 愛媛県農業技術情報サービス
※２ この動向は、8 月中に各普及地区から報告のあったものをとりまとめたものです。
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県内各地域の農業・農業者の動向報告（８月）
農産園芸課農業革新支援Ｇ

○しまなみグリーン・ツーリズムのガイドマップをリニューアル！
しまなみグリーン・ツーリズム推進協議会（西部知香会長、会員数 55〈個人・団体〉）
は、
「えひめ愛フード推進機構」の協力を得て、８月下旬発行予定のガイドマップ「しまな
みグリーン・ツーリズムマップ」のリニューアル作業を進めている。
今回発行するマップには、近年増加傾向にある外国人旅
行者への配慮として、対応可能言語や、外国人におすすめ
の体験メニューを記載するほか、滞在型交流を促進する目
的で民泊（教育旅行限定）の紹介を行う。また、はれひめ、
レモン等の地域特産的なかんきつ類も紹介する予定である。
しまなみ農業指導班は、地域資源を活用した都市と農村
の交流の取組みを支援する。
（しまなみ農業指導班）

○第２回ぶどう産地力向上検討会の実施
大洲農業指導班は７月 30 日、内子町大瀬地区の実証ほ場において、生産者代表や関係機
関職員ら 18 人の出席のもと、第２回ぶどう産地力向上検討会
を開催した。
検討会では、ピオーネの着色促進のために実施した環状剥皮
処理とマルチ敷設の経過について説明し、出席者全員で着色が
良好であることを確認した。
第３回検討会は 12 月中旬に開催し、シャインマスカット冬
季出荷のための長期貯蔵状況の確認と、試食を行う予定である。
大洲農業指導班では、今後も関係機関・団体と連携しながら、
事業の推進によるぶどう産地力向上を支援する。
（大洲農業指導班）

○上島町に移住した夫婦がレモン栽培の研修を開始！
県外出身の 30 歳代の夫婦が、上島町で就農に向けての研修を開始した。
山形県と福井県出身の２人は農業アルバイトを
通じて知り合い、上島町の定住促進事業（ワーキ
ングホリデー及びお試し就業研修事業）を経て、
レモン栽培を決意し同町に移住した。
上島町農林漁業インターン事業認定委員会で７
月 30 日に認定され、８月から２年間、地元農家等
で研修に取り組む。
研修後は、「特産のレモンを安定して生産し、
高単価で販売できる農家になる」「レモンや上島
町をより多くの人に知ってもらうため、観光農園
や農業体験を行える施設を作っていきたい」と目
研修に励む夫婦
標を掲げている。
しまなみ農業指導班では技術指導等を通じて、地域の担い手となるよう今後も支援する。
（しまなみ農業指導班）

○農業と福祉が寄り添う農福連携体制づくりを目指して
地域農業育成室は８月１日、委員や関係者 14 人が参加し、農福連携促進モデル事業障が
い者就農促進協議会を南予地方局で開催した。
会議では、農作業体験マッチング支援を行った愛
南町の福祉事業所自らが、ブロッコリー10a、里芋５
a の栽培を開始し、障がい者が活き活きと農作業を
している事例等が報告された。また、みかんの摘果
や桃の袋かけのような熟練技術を要する作業は、慣
れるまでの研修期間が必要等の意見がでた。
地域農業室は今後、福祉事務所スタッフの技術向
上や連携を密にした農作業体験マッチング支援、生
産された農産物の販売支援など農業者と障がい者の
多様な農福連携モデルづくりを支援する。 （南予地方局産業振興課 地域農業育成室）

○愛南町で水稲・早期コシヒカリの収穫が始まる！
愛南町で水稲早期栽培の刈取りが８月２日から始まった。
同町は、県内でも早期米「コシヒカリ」の収穫が最も
早い地域の一つで、適期を迎えた稲をオペレータが手際
よく刈り取っていた。収穫された新米は JA に出荷され
るほか、盆前には地元産直市の店頭にも並ぶ。
生産者からは「７月豪雨で苦労したが例年とそん色な
い出来栄え」との声が聞かれた。
同町の水稲の栽培面積は 400ha、内「コシヒカリ」が
250ha を占める。今後早期米の刈り取りは８月下旬にピー
クを迎え、その後も普通期の刈り取りが 10 月まで続く。
指導班では、水稲の適期刈取りの指導をはじめ、水田跡のブロッコリーなど野菜類の作
付けを指導し、農家所得の拡大を支援する。
（愛南農業指導班）

○愛南町・食文化の継承に親子でチャレンジ
愛南生活研究協議会は８月３日、福浦公民館で福浦小学校の児童と保護者を対象に、
「え
ひめ食文化普及講座」を開催した。
講座は会員７名と児童 14 名、保護者他 19 名の計 33 名が参加
し、「田舎巻（海苔巻）」と「花餅」作り体験を実施した。
参加した児童から「田舎巻は食べたことがなく、美味しかっ
た」「花餅は華やかに飾り付ける工程が楽しかった」などの声
が聞かれ、保護者からも「家庭でも子供達と田舎巻を作ってみ
たい」との意見が寄せられた。
指導班では、年度内に講座を予定しており、引き続き地域の郷土料理の保存と伝承活
動の指導を行う。
えひめ食文化普及講座：地域農産物を使った郷土料理の調理体験などを通して、将来を担
う児童や保護者が地域食材の利用と伝統料理の調理法を学び、ふるさと食文化への強い
思いを醸成することを目的とした講座。
（愛南農業指導班）

○「紅い雫」が JA 西条いちご部会共進会で最優秀賞を受賞
西条市農業協同組合は８月６日、JA 西条アグリセンターにて「JA 西条いちご部会共進会」
を開催し、生産者（部会員 18 名）、出荷市場担当者等 33 名が参加した。
会議は、前作の反省のために例年この時期に開催しており、生産意欲醸成を図るため、
栽培面積・収量・販売金額の優れた生産者を表彰している。
このうち、最優秀賞は「紅い雫」を栽培した生産者（高設栽培：5.3ｔ/10ａ）、優秀賞
は「あまおとめ」の生産者が入り、今年は県育成品種が上位を占める結果となった。
最優秀賞受賞者は､「これまで栽培した
品種の中で、私には一番向いている品種
で、手を掛けると必ず結果が出るので今
後も栽培していきたい。」とのコメント
があった。
現在、JA 西条いちご部会の「紅い雫」
生産者は３名であり、地域農業室は「紅
い雫」のさらなる生産拡大に向けて、導入支援をおこなう。
（東予地方局産業振興課 地域農業育成室）

○愛南町で秋ブロッコリーの定植始まる。
秋ブロッコリーの定植が、愛南町で 8 月 7 日から始まった。
農家は移植機を使い、育苗センターから供給された
セルトレイ苗を猛暑の中で植付けしている。
今年は新たな集出荷施設で出荷体制が整備されたこ
ともあり、JA 生産部では作型を増やし面積拡大、長期
出荷を進めている。
農家は 10 月からの収穫・出荷に例年以上に期待を寄
せており、愛南農業指導班では、作型に合った品種試
験や厳寒期のトンネル栽培を実証しながら、３月から
定植が始まる春ブロッコリーと併せ町内栽培面 27ha・
7 千万円の売上げを目指す。

（愛南農業指導班）
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正式機関名
東予地方局産業経済部
産業振興課

所在地および連絡先
西条市丹原町池田 1611
ＴＥＬ：0898－68－7322
ＦＡＸ：0898－68－3056
東予地方局産業経済部
四国中央市中之庄町 1684-4
産業振興課地域農業育成室
ＴＥＬ：0896－23－2394
四国中央農業指導班
ＦＡＸ：0896－24－3697
東予地方局産業経済部
今治市旭町 1-4-9
今治支局
ＴＥＬ：0898－23－2570
地域農業育成室・産地戦略推進室
ＦＡＸ：0898－22－9724
東予地方局産業経済部
今治市伯方町木浦甲 4637-3
今治支局地域農業育成室
ＴＥＬ：0897－72－2325
しまなみ農業指導班
ＦＡＸ：0897－72－1912
中予地方局産業経済部
松山市北持田町 132
産業振興課
ＴＥＬ：089－909－8762
ＦＡＸ：089－909－8395
中予地方局産業経済部
上浮穴郡久万高原町入野 263
産業振興課地域農業育成室
ＴＥＬ：0892－21－0314
久万高原農業指導班
ＦＡＸ：0892－21－2592
中予地方局産業経済部
伊予市市場 127-1
産業振興課地域農業育成室
ＴＥＬ：089－982－0477
伊予農業指導班
ＦＡＸ：089－983－2313
南予地方局産業経済部
宇和島市天神町 7-1
産業振興課
ＴＥＬ：0895－22－5211
ＦＡＸ：0895－22－1881
南予地方局産業経済部
北宇和郡鬼北町興野々1880
産業振興課地域農業育成室
ＴＥＬ：0895－45－0037
鬼北農業指導班
ＦＡＸ：0895－45－3152
南予地方局産業経済部
南宇和郡愛南町城辺甲 2420
産業振興課地域農業育成室
ＴＥＬ：0895－72－0149
愛南農業指導班
ＦＡＸ：0895－73－0319
南予地方局産業経済部
八幡浜市北浜 1-3-37
八幡浜支局
ＴＥＬ：0894－23－0163
地域農業育成室・産地戦略推進室
ＦＡＸ：0894－23－1853
南予地方局産業経済部
大洲市田口甲 425-1
八幡浜支局地域農業育成室
ＴＥＬ：0893－24－4125
大洲農業指導班
ＦＡＸ：0893－24－5284
南予地方局産業経済部
西予市宇和町卯之町 3-434
八幡浜支局地域農業育成室
ＴＥＬ：0894－62－0407
西予農業指導班
ＦＡＸ：0894－62－5543
農林水産研究所企画環境部
松山市上難波甲 311
ＴＥＬ：089－993－2020
ＦＡＸ：089－993―2569
愛媛県立農業大学校
松山市下伊台町 1553 番地
ＴＥＬ：089－977－3261
ＦＡＸ：089－977－5410

