
大浜漁業協同組合女性部

最大１０ノットの潮流を誇る来島海峡の潮流 「浜の台所『潮里』」とスタッフ

経 緯

○高齢化・後継者不足と重なり、漁
業者人口が減少傾向になってい
るが、活気ある浜に戻したい。

○大浜漁業協同組合が魚介類の提
供や宣伝が行える加工直販施設
を建設することになり、運営者とし
て女性部に白羽の矢が立った。

取組内容

○天然真鯛『来島鯛』を中心とした、大浜で水
揚げされる魚介類を使ったメニューを開発。

○平成28年９月、来島海峡でもまれた「真鯛」
のふる里にという由来で命名した加工直販
施設「浜の台所『潮里（しおり）』」をオープン。

○「潮里」では、魚介類を使ったメニューを提
供。地元のデイサービスへの出張販売も行
う。

活動の効果

○「潮里」への地域内外のリピーターも増え、地域に活気が出てきた。また、「潮里」が
地域コミュニティの場となった。

○漁協の男性陣が「潮里」を気にかけ、今まで以上に女性部に協力的になってくれた。

○地元デイサービスへの出張販売をきっかけに、地域内外との交流が増加。

今治市大浜町2丁目3番28号先 Ｔｅｌ：0898-23-3737

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県今治市

「浜の台所『潮里』」が新たな観光名所となり、大浜の魅力を伝える発信の場になる
よう、多くの観光客が訪れる場所を目指しています。

～来島海峡の天然真鯛「来島鯛」を食べてみて～

おおはま

女性・高齢者
の活躍

６次産業化
いまばりし

３ 地元食材の
提供・活用
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株式会社 玉津柑橘倶楽部

被災直後のみかん園地 玉津オリジナルみかんジュース

経 緯

○平成30年７月豪雨により、当地区
の産業である柑橘は出荷もできな
いほどの甚大な被害を受けた。

○復旧、復興に向け玉津産地が一
体となって難局を乗り越えるため、
若手後継者が中心となる窓口とし
て(株)玉津柑橘倶楽部を設立し、
復興に向けた取り組みを開始。

取組内容

○被災直後、玉津クラウドファンディングを立
ち上げ、全国からの義援金はスプリンク
ラー施設の補修費に充当。

○ボランティア、アルバイターの受入れに宿泊
施設がないため受入れ人数に制約があっ
たが、JAえひめ南と連携し研修施設を開設。

○生産者の所得向上を目的に、みかんや宇
和ゴールド（河内晩柑）のジュースを商品化。

活動の効果

○クラウドファンディングの取組により「玉津みかん」のファンを新たに獲得する事がで
きた。

○研修施設「たま家」を開設したことで、長期滞在による受入れが可能となり、受入れを
継続することでＩターンによる移住や新規就農者の育成、確保が期待できる。

○ジュースの商品化による６次産業化に取り組むことで、産地ブランドの向上に貢献。

宇和島市吉田町法華津6-82-2 Ｔｅｌ：0895-52-7130

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

５年～10年費やされる産地復興において中心的役割を果たし、「諦めない強さはい
つもみかんが教えてくれた！」をキャッチフレーズに、地域のまとめ役として活動に取
り組んでいきたい。

～復興 玉津みかん～

たまつかんきつくらぶ

６次産業化
うわじまし

４ 復興
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愛媛県立宇和島水産高等学校 水産食品研究部「フィッシュガール」

ハワイでのマグロ解体 開発した製品を松山空港で販売

経 緯

○平成24年、水産食品科の水産食
品研究部に所属する女子生徒に
より結成。

○地域連携活動の一環で、高校生
がマグロの解体を行えば地域の
人たちに興味を持ってもらえるの
ではないか、という発想からス
タート。

取組内容

○産官学の連携の下で女子生徒が養殖クロ
マグロの解体ショーや県産魚を利用した加
工品開発、魚食の実演販売を通じ、愛媛県
で養殖された魚（愛育フィッシュ）のＰＲを実
施。

○「ぶりだいこん缶詰」や「鯛めしの素缶詰」な
ど様々な製品を開発し、国内外で販売。

活動の効果

○マグロの解体ショーは、国内での年約30回（Ｈ30）に加え、海外でもハワイやシンガ
ポールなど、これまで５ヶ所で開催。

○HACCPを取得し、FDAに施設登録等を行い製品開発した「ぶりだいこん缶詰」が、国
内初となる高校施設で製造した加工食品の米国への輸出となった（Ｈ30）。

宇和島市明倫町1丁目2番20号 Ｔｅｌ：0895-22-6575

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

高校時代に地域に関わる素晴らしさを感じることにより、地域の良さや地域の産業
に愛着を持ち、地元に誇りを持って生きていく宝を育成する活動を継続しています。

～県産魚PR活動 フィッシュガールの挑戦～

うわじますいさんこうとうがっこう

輸出
うわじまし

５ 企業との連携
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土居 一徳

真珠養殖場体験ツアー 外国客船ツアー

経 緯

○宇和島は日本一の真珠の生産地
であるが、県外の加工業者から全
国に流通しているため知名度が
低い。

○真珠を核とした活動をとおして真
珠の魅力を知ってもらい、さらに
は宇和島のファンになっていただ
けることを目的に活動を開始。

取組内容

○真珠養殖の過程や知識を実際の現場で作
業見学しながら説明。

○宇和島市内の大学生、小学生を受入れ、
生徒自らが真珠を作る核入れ体験授業を
行っている。

○真珠を取り出した後のアコヤガイ貝殻の有
効活用法として、真珠層をパウダーに加工
し、ご当地化粧品「花真珠」を開発・販売。

活動の効果

○近年、宇和島港に入港する外国客船の増加や、台湾と松山の定期便就航により、ツ
アーに参加する海外からのお客様が多くなった。

○地元美容業界と協力して「花真珠」を使ったパールエステを考案し、宇和島を訪れる
お客様に楽しんでいただいている。

○自社でとれた中で特別な真珠を自社の加工技術を活かし、「うぶたま」として国内外
で販売。

宇和島市三浦西5121-9 Ｔｅｌ：0895-29-0011

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

日本の世界に誇れる技術について日本人の皆さんに自信を持っていただき、海外
の方々にも、日本人の技術力をアピールしていきたい。

～真珠づくし 真珠を核としたまちづくり～

どい かずのり

教育機関との
連携

農林漁業、農
村文化体験

うわじまし

６ 環境保全・景
観保全
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ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェスティバル日本大会実行委員会

マーマレード展示会場の様子 英国審査員によるマーマレード教室

経 緯

○英国大会主催者から、近年日本
からの出品数増加と品質の高さ
から、日本での大会開催の意向
があることを知り、誘致活動を行
う。

○日本有数の愛媛産・八幡浜産の
柑橘ブランドの一層の向上を図
る。

取組内容

○マーマレードの出品はプロ、アマチュアの部
あわせ、海外はイギリス・スペイン・フラン
ス・香港・台湾の５つの国と地域、国内は北
海道から鹿児島まで42都道府県からの出
品があった。

○大会期間中は、英国大会の関係者に小中
学校等市内各所を訪問していただき、交流
を図った。

活動の効果

○多くの方に来場いただき、マーマレード・柑橘の魅力を全国へ向けてアピールできた。

○英国や台湾からの来場者もあり、インバウンド観光の促進にもつながった。

八幡浜市北浜１丁目１番１号 Ｔｅｌ：0894-22-3111

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県八幡浜市

本大会は第３回まで八幡浜市での開催が決定しているが、まだまだマーマレードの
魅力や大会の魅力が周知できていないことから、今後関係団体と連携を図りながら地
域ブランド確立に向け取り組んでいきたい。

～マーマレードのまち八幡浜へ～

地方経済の
活性化

６次産業化
やわたはまし

７ 企業との連携
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農業生産法人 株式会社ミヤモトオレンジガーデン

GAP経営研究会を開催 川之石高校による量販店でのGAP産品の販売を支援

経 緯

○15年間の会社員生活を経験した
後、平成25年に帰郷し新規就農
者としてゼロスタート。

○「みかん農業を通じて、お客様、
取引先、従業員とその家族に喜
んでいただきたい」との想いと、
「農業を事業として取り組みたい」
との考えから会社を設立。

取組内容

○グローバルGAP及びASIAGAP認証による柑
橘栽培と高付加価値販売。

〇６次産業化としてのみかんを使用した調味
料「塩みかん」の加工販売。

〇「GAP認証取得支援システム」の開発とGAP
普及への取り組み。

活動の効果

○すべての園地でグローバルGAP及びASIAGAP認証を取得し、大手量販店や百貨店
等と継続的な取引関係を構築。

○自社栽培で摘果したみかんの有効活用として、塩みかんを開発。調味料として活用
するみかんの新しい価値を広げている。

○GAP認証取得支援システムを開発し、県内の農業高校・農業大学校に提供しグロー
バルGAP取得に貢献。

八幡浜市川上町川名津甲388番地 Ｔｅｌ：089-989-3605

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県八幡浜市

当社はGAP認証取得支援システムを開発し、利用者同士の協力と知見の共有で、外
部コンサルタントに頼らない「GAPのエコシステム」を目指しています。

～ICT活用の農業者視点GAPエコシステム～

６次産業化
やわたはまし

８ 教育機関との
連携

グローバル
GAP取得支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-17-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



樫谷棚田保存会

棚田オーナー募集説明会 田植祭

経 緯

○2012年、元棚田学会会長から棚
田百選に匹敵する保存すべき棚
田として推奨され、活動を開始。

○中山間地衰退の中で、自然景観
資源としての価値を活かす方策を
求め、棚田保存会が発足。

取組内容

○保存会が中心となり棚田の保全、活用及
び地域づくりに取り組む。

○無名であった樫谷棚田の存在を知らせる
ため、写真展を３年連続で開催。

○大洲市の支援を受け16年から棚田オー
ナー制度を導入。毎年20名前後のオー
ナーを得て活動。

活動の効果

○高齢化、担い手不足の進行により棚田の存続が危ぶまれたが、棚田オーナー制度
や地元農業高校の生徒が参加することで、若者の活力が注入され、活力が生み出
された。

○農高生が栽培した樫谷棚田米が「お米甲子園」で表彰台に上がることを目指し頑
張っている。

大洲市戒川甲2109 Ｔｅｌ：080-1525-8306

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県大洲市

大洲農業高等学校生産科学科の生徒さんが参加することにより、若者の活力が棚
田に注入され、活気を生み出しています。

～楽しく体験美味しさ満喫～

かしだに

環境保全・景
観保全

鳥獣被害防
止

おおずし

９ 農林漁業、農
村文化体験
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愛媛県立大洲農業高等学校

生活研究会との郷土料理作り交流会 地域住民と連携し開店した「しょうざん亭」

経 緯

○愛媛県南予地域においては地域
食材を使った特色ある食文化が
今なお色濃く根付いているが、そ
の保護と継承は次第に困難となっ
てきたことから、高校生が地域の
伝統的な食文化の継承者となり、
地域資源としての食文化を守る活
動を通じて、地域の活性化に貢献
できないかと考え活動をスタート。

取組内容

○地域の特産物を利用した６次産業化の研
究や歴史的・文化的資源を活用した地域
の活性化策について研究。

○そば栽培を行う応援隊「大農蕎麦’Ｓ」を結
成し、耕作放棄地でそば栽培に取り組み。

○高校生と地域が連携して「そばカフェ」を
オープンし地域の食材をＰＲ。

活動の効果

○生活研究会との食育交流活動を通じ、地域の魅力ある食材の再発見を行い、郷土
料理とそばをセットにしたワンプレートを考案。

○愛媛県生活研究協議会等と連携して取り組んできた保護活動の内容が、ユネスコ無
形文化遺産「和食：日本人の伝統的な食文化」の事例として取り上げられた。

大洲市東大洲15-1 Ｔｅｌ：0893-24-3101

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県大洲市

平成30年７月豪雨により甚大な被害を受けた地域ではあるが、高校生の柔軟なアイ
ディアと地域を誇り、地域を愛し、地域を興そうとする頑張りを発信し、地域の活性化
に取り組んでいる。

～伊予の小京都 大洲の食文化を守りたい！～

おおず

伝統の継承
おおずし

10 ６次産業化
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愛媛たいき農業協同組合

復興記念イベントの様子 移動販売車に集まる地域の方々

経 緯

○1992年に地方拠点法に基づき拠
点都市に指定されたことから新た
に産業業務施設の整備を決意。

○1997年、東大洲へ大型複合商業
施設「オズメッセ21」を設置し、産
直市、資材センター、食品スー
パーを運営。

取組内容

○平成30年７月豪雨では、深刻な被害が発
生。地域に寄り添った施設として、地域が
魅力あるものとなるようサポートする「真の
地域密着」を目指す。

○被災地を含む女性・高齢者の買い物弱者
に「出向く」体制を作る。

○被災農業者だけでなく、小規模事業者の
方々と共に復興することを目指す。

活動の効果

○移動販売車業者と提携し、被災を受けた肱川流域の軒先まで生鮮品を届ける移動
販売事業を２台開始。利用者から「便利で助かった。また使いたい。」などの評価を
得ている。

○復活したスーパーとテナントを利用した方々からは、「待ちに待った再開」「大洲が活
気づく」など再開を待ち望んでいた声が聞かれた。

大洲市東大洲198番地 Ｔｅｌ：0893-24-4182

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県大洲市

移動販売車は本年中にキャッシュカードを使ったキャッシュアウトサービスが可能と
なり、今後は買い物弱者の軒先で現金を渡すサービスを展開予定です。

～水害に負けんぜ！めざせ「真の地域密着」～

復興
おおずし
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