
産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：主力柑橘の同一品種への改植

計画作成主体：南予地域果樹産地協議会

対象品目 ：かんきつ（宮川早生、南柑20号及び今
津ポンカン(産地面積:955.3ha)）

主な取組主体：えひめ南農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加

助成金の活用：生産支援事業（同一品種の改植）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：H27年度〉

〈目標：H39年度〉

産地面積：955.3ha

農業者数：1,206名

販 売 額：324,532円/10a

事業効果

357,310円/10a
324,532円/10a

Ｈ27年度 Ｈ39年度

○主力柑橘である早生みかん、南柑20号及
び今津ポンカンの単位面積当たりの生産
量増加により販売額を増加。

○園地の若返りにより生産量とともに品質
向上を推進。

推進体制

地域の関係者（愛媛県南予地方局、宇
和島市、えひめ南農業協同組合）が連携
して、技術指導、ブランド化支援を行う
ことにより、事業を推進。

地域の主力柑橘である宮川早生、
南柑20号、今津ポンカンについて、
園地の若返りのための植え替えを
行うことにより、生産力を向上さ
せ、産地として果樹の販売額の10
％以上の増加を実現する。

地域における独自の取組

樹冠上部摘果や後期重点摘果などによ
る高品質果実安定生産への取組。光セン
サーを活用した外観・内部品質の選果管
理。

活用予定なし。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋10.0％

地区の概要

愛媛県宇和島市
宇和島（えひめ
南農業協同組合
管内）地区

～対象品目の販売額～

産地面積：955.3ha

農業者数：1,206名

販 売 額：357,310円/10a



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：加工･業務用たまねぎの産地化の推進

計画作成主体：西条地区農業再生協議会

対象品目 ：たまねぎ（産地面積:40.0ha）

主な取組主体：西条市農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加

助成金の活用：生産支援事業（農作業機械のリース導
状況 入、生産資材の導入）

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：H26年度〉

〈目標：H31年度〉

産地面積：1.85ha

農業者数：6名

販 売 額：87,335円/10a

事業効果

135,000円/10a

87,335円/10a

Ｈ26年度 Ｈ31年度

○契約栽培により安定した農業経営が可能
な加工・業務用たまねぎの生産が拡大。

○省力機械や防除機等を一体的に整備する
ことにより、生産量と品質が高まり、単
位面積当たりの販売額が増加。

推進体制

地域の関係者（愛媛県東予地方局、西
条市、西条市農業協同組合）が連携して、
規模拡大、新規参入の支援を行うことに
より、事業を推進。

米麦中心型農業からの転換を目
指し、出荷体制と省力化機械の整
備等を行うことにより、加工・業
務用たまねぎの産地の拡大と販売
額10％以上の増加を実現する。

地域における独自の取組

西条市農業協同組合では、加工・業務
用たまねぎの需要拡大を見据えて、販路
の拡大に取り組む。

愛媛県単独事業（効率的野菜生産流通
改革モデル事業）によりたまねぎ用鉄コ
ンテナを導入。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋55％

地区の概要

愛媛県西条市
西条地区（西
条市農業協同
組合管内）地区

～たまねぎの販売額～
産地面積：40.0ha

農業者数：50名

販 売 額：135,000円/10a



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：アスパラガスの産地化の推進

計画作成主体：周桑地区農業再生協議会

対象品目 ：アスパラガス（産地面積:16.7ha）

主な取組主体：周桑農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加(総販売額)

助成金の活用：生産支援事業（パイプハウス資材の導
状況 導入）

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：H25～27年度平均〉

〈目標：H31年度〉

産地面積：14.2ha

農業者数：91名

販 売 額：255,884千円

事業効果

300,934千円

255,884千円

Ｈ25～27年度平均 Ｈ31年度

○単位面積当たりの販売額が特に高いアス
パラガス（地域の主要36品目中５位）の
生産量等を拡大。

○生産量、販売額の増加により、アスパラ
ガスの産地形成を推進。

○生産量増加に伴いブランド化を推進。

推進体制

地域の関係者（愛媛県東予地方局、西
条市、周桑農業協同組合）が連携して、
規模拡大、新規参入の支援を行うことに
より、事業を推進。

パイプハウスの導入を支援する
ことにより、地域の基幹作物であ
るアスパラガスの規模拡大と新規
参入を推進し、販売額10％以上の
増加を実現する。

地域における独自の取組

周桑農業協同組合のアスパラガスブラ
ンド「みどりのささやき」やＪＡ直売所
「周ちゃん広場」を活用して、更なる認
知度向上や新たな需要開拓等の活動を展
開。

活用予定なし。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋17.6％

地区の概要

愛媛県西条市
周桑 (周桑農
業協同組合管
内）地区

～アスパラガスの販売額～

産地面積：16.7ha

農業者数：108名

販 売 額：300,934千円



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：施設愛媛果試第28号の産地化の推進

計画作成主体：伊予市農業再生協議会

対象品目 ：かんきつ（愛媛果試第28号）
（産地面積:30.0ha）

主な取組主体：えひめ中央農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加(総販売額)

助成金の活用：生産支援事業（ハウス資材の導入）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：H27年度〉

〈目標：H31年度〉

産地面積：25.33ha

農業者数：154名

販 売 額：198,136,300円

事業効果

234,665,969円

198,136,300円

Ｈ27年度 Ｈ31年度

○単位面積当たりの販売額が特に高い愛媛
果試第28号（地域の主要53品目中13位）
の生産量等を拡大する。

○生産量、販売額の増加により、愛媛果試
第28号の産地形成を推進する。

○生産量増加に伴いブランド化を推進する。

推進体制

地域の関係者（愛媛県中予地方局、伊
予市、えひめ中央農業協同組合）が連携
して、技術指導、規模拡大の支援を行う
ことで、事業の推進を図る。

既設ハウスの雨水侵入防止のた
めの谷樋の設置及び耐久性・保温
性向上のための被覆資材の導入を
支援することにより、地域の基幹
品目である愛媛果試第28号の品質
向上と規模拡大を推進し、販売額
10％以上の増加を実現する。

地域における独自の取組

○ハウスの被覆資材を巻き上げることに
より、雨水を遮断し、土壌乾燥させる
ことにより品質管理を徹底する。

○高収益に繋がる「紅まどんな」ブラン
ドのさらなる普及に向けたＰＲ活動を
展開する。

○愛媛県単独事業として雨よけハウスの
設置を支援する。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋18.4％

地区の概要

愛媛県伊予市
伊予・中山・双
海地区（えひ
め中央農業協
同組合管内）

～愛媛果試第28号の販売額～

産地面積：30.00ha

農業者数：154名

販 売 額：234,665,969円



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：選果場の機能向上による集出荷コスト
トの低減

計画作成主体：今治市農業再生協議会

対象品目 ：果樹（かんきつ）
（産地面積:385.1ha）

主な取組主体：越智今治農業協同組合

成果目標 ：集出荷コストの10％以上の削減

助成金の活用：整備事業（集出荷貯蔵施設）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H31年度〉

集出荷コスト：120,872千円

集出荷コスト：135,859千円

事業効果

120,872千円
135,859千円

Ｈ27年度 Ｈ31年度

○選果場の選果経費の削減及び流通段階に
おける腐敗果率の低減が図られる。

○家庭選別に係る労力の軽減ができること
でコスト削減及び生産量の維持、拡大が
図られ、産地全体の所得向上が期待でき
る。

推進体制

地域の関係者（愛媛県東予地方局、今
治市、越智今治農業協同組合）が一丸と
なって、事業を推進。

選果場に新たに腐敗センサー等
を導入し、他選果施設との品目集
約を図ることにより、集出荷コス
トの10％以上の削減を目指す。

地域における独自の取組

愛媛県果試第28号の高品質化を図るため、
被覆資材の設置を推進。

活用予定なし。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

△11％

地区の概要

～選果場管理運営コスト～

愛媛県今治市
今治市陸地部及び関前
（岡村）地区（越智今治農
業協同組合管内）



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：施設愛媛果試第28号の産地化の推進

計画作成主体：松山市地域農業再生協議会

対象品目 ：かんきつ（愛媛果試第28号）
（産地面積:49.4ha）

主な取組主体：えひめ中央農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加

助成金の活用：生産支援事業（被覆資材等の導入）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：H27年度〉

〈目標：H31年度〉

産地面積：34.44ha

農業者数：222名

販 売 額：274,865千円

事業効果

394,580千円

274,865千円

Ｈ27年度 Ｈ31年度

○単位面積当たりの販売額が高い愛媛果試
第28号(地域の主要110品目中29位)の生
産量等を拡大する。

○生産量、販売額の増加により、愛媛果試
第28号の産地形成を推進する。

○生産量増加に伴いブランド化を推進する。

推進体制

地域の関係者（愛媛県中予地方局、松
山市、えひめ中央農業協同組合）が連携
して、技術指導、ブランド化推進の支援
を行うことで、事業の推進を図る。

愛媛果試第28号は、果皮が薄く
果皮障害による品質低下が課題と
なっていることから、ＰＯフィル
ム、果樹用反射マルチの導入によ
る品質の向上及び栽培面積の拡大
を図る取り組みを推進することに
より、販売額10％以上の増加を実
現する。

地域における独自の取組

○ＰＯフィルム、反射マルチの導入によ
り品質の向上及び栽培面積の拡大を図
る。

○高収益に繋がる「紅まどんな」ブラン
ドのさらなる普及に向けたＰＲ活動を
展開する。

○愛媛県単独事業及び松山市単独事業に
より雨よけハウス、灌水設備の整備を
支援する。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋43.5％

地区の概要

愛媛県松山市
松山市(えひめ
中央農業協同
組合管内)地区

～愛媛果試第28号の販売額～

産地面積：49.44ha

農業者数：222名

販 売 額：394,580千円



産地パワーアップ事業の取組事例 （愛媛県）

取組の概要

取組の概要 ：ねぎ生産産地の形成促進

計画作成主体：西予市農業再生協議会

対象品目 ：野菜（ねぎ）（産地面積:16.0ha）

主な取組主体：(株)百姓百品村

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（総販売額）

助成金の活用：生産支援事業（ねぎ洗浄機、選別機、
状況 トラクター、移植機、残渣処理機のリ

ース導入）

ポイント

産地の現状と目標

〈現状：Ｈ28年度〉

〈目標：Ｈ31年度〉

産地面積：6.0ha

農業者数：１名

販 売 額：92,362,335円

事業効果

177,300千円

92,362千円

Ｈ28年度 Ｈ31年度

○農業機械の導入による作業性・生産性の
向上により作付面積の拡大が実現される
ことで、販売額の増加が見込まれる。

○残渣処理機の導入により、残渣処理作業
の省力化に加え、液肥の利用により、経
費の削減が見込まれる。

推進体制

地域の関係者（愛媛県南予地方局、西
予市、東宇和農業協同組合）が連携して、
技術指導、規模拡大の支援を行うことに
より、事業を推進。

農業機械の導入により、作業効
率・生産性の向上を図るとともに
作付面積の拡大を行い、県内有数
のねぎ生産地の形成を促進し、販
売額10％以上の増加を実現する。

地域における独自の取組

作付面積の拡大を行うことで、地域の
課題である耕作放棄地の抑制に取り組む
とともに、雇用の創出を図る。

活用予定なし。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋91.9％

地区の概要

愛媛県西予市
野村・城川地区

～ねぎの販売額～

産地面積：16.0ha

農業者数：１名

販 売 額：177,300,000円


