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概要情報 

農林水産業システムの名称 

 愛媛・南予の柑橘農業システム 

日本農業遺産の認定年月日 ： 平成 31 年２月 15 日 

認定団体 

・団体名 ：愛媛県南予地域農業遺産推進協議会 
・組織構成： 
（自 治 体）宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町、愛媛県 
（農業団体）西宇和農業協同組合、東宇和農業協同組合、えひめ南農業協同組合、 

南予用水土地改良区連合 
（文化団体）八幡浜市文化協会、町見郷土館 
（自然団体）ＮＰＯ法人かわうそ復活プロジェクト 
（観光団体）宇和島市観光協会、みなと交流館（八幡浜みなっと）、西予市観光協会、 

愛南町観光協会、（株）うわじま産業振興公社（きさいや広場） 
（交流団体）四国西予ジオパーク推進協議会、ＮＰＯ法人佐田岬ツーリズム協会、 

愛南グリーン・ツーリズム推進協議会 
（地域振興団体）宇和島商工会議所、八幡浜商工会議所、保内町商工会、伊方町商工会、西予

市商工会、吉田三間商工会、津島町商工会、愛南町商工会 

 

認定地域の位置 

・認定地域名：愛媛県南予地域 

（宇和島市・八幡浜市・西予市・伊方町・愛南町 

 ３市２町） 

・認定地域の位置に関する説明 

・地理座標（緯度経度） 

北緯（北端） 33°  32′  29″ （南端） 32°  57′  08″ 
東経（東端）132°  35′ 24″ （西端）132°  05′  30″ 

主要都市から認定地域までのアクセス 

 愛媛県庁（松山市）から、八幡浜市まで約 50 分、宇和島市まで約１時間 30 分（ＪＲ利用） 

面積 

 1,448.15km2（愛媛県総面積 5,676.11km2の 25.5％） 

地形的特徴 

急峻な山裾が海岸に至り、海岸線が複雑に入り組んだ典型的なリアス式海岸地帯 

気候区分 

 遷移気候域（瀬戸内海気候域（春～秋）と日本海気候域（冬）） 

人口（うち受益者） 182,895 人（うち温州みかん 6,730 人、その他柑橘 5,783 人） 

※H27 国勢調査／H27 農林業センサス（推計値） 

主な生計源 

農林水産業、農水産加工業 

区域界

果樹地帯（～海岸側）
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農業システムの概要 

愛媛県の南西部、宇和海に面した地域は、日本でも有数のリアス式海岸である。先人たちは、

農業を行うには過酷な環境に立ち向かい、その時々の社会経済情勢の変化にも対応しながら、

甘藷、麦など様々な作物を生産してきたが、この地域は高品質な柑橘の栽培に非常に適してい

たことから、最終的に柑橘の生産に特化していった。 

この地域での柑橘栽培の歴史は 1700 年代に遡り、明治以降、食生活の多様化等が進む中で、

徐々に柑橘の栽培が広がっていった。そして、長年に渡り努力と工夫を積み重ね、結晶化した

のが「南予の柑橘農業システム」（以下「システム」）である。 

柑橘生産量と品目数が日本一の愛媛県において、南予地域はその屋台骨を担う一大柑橘産地

であるが、地形条件の面で国内外の他の柑橘産地と大きく異なる点が、リアス式海岸であるが

ゆえに、他に類を見ない急傾斜地の、そして複雑に入り組んだ海岸線に柑橘園地が広がってい

ることである。 

こうした特異な地形条件下で形成された本システムの最大の特徴は次の２点に集約される。 

１点目は、厳しい地形条件を克服し、持続的に経営するための様々な工夫やノウハウの存在

で、「急傾斜ゆえの重労働の負担を軽減し、農作業の効率性を高める段々畑」「海からの自然災

害リスクを軽減する防風垣」「家族経営を支える、高い栽培技術や、様々な品種の適地適作」な

どである。 

２点目は、こうした工夫等を引き出し、継承することを可能としてきた、独特の社会基盤や

ストックの存在で、「生産者が強固に結束して主体的・戦略的な産地づくりを進める『共選』組

織」「貴重な遺伝資源である伝統的な品種」などである。 

先人たちが作り上げたこうしたシステムは、「耕して天に至る」と称される壮大な景観を形成

するとともに、高品質かつ多様な柑橘の生産等を通じ、地域の生計を支えている。また、柑橘

の始祖に感謝する伝統的な祭、地域に根付いた食文化など、柑橘農業は人々の暮らしと密接に

結び付いている。柑橘園地の周辺では、希少な動植物が生息し、生物多様性が保全されている。 

 こうしたシステムを作り上げたのは、この地で柑橘とともに生きていくという強い覚悟であ

る。現在も、先人たちが残してくれた大切な資産を守り、伝えていく努力が重ねられている。

200 余年前に初めて導入された温州みかんの子孫は現在も大切に保存され、石積み技術を確実

に後世に受け継いでいく取組も進められている。 

同時に、この地域には、伝統的なものを大切にしつつ、新たなものに積極的に取り組み、本

システムを更に進化させていくという姿勢が息づいている。南予地域の２つの高校は、柑橘で

は全国で初めて GLOBALG.A.P.の認証を取得した。また、深刻な問題となっている収穫時期の労

働力を確保するため、共選やＪＡが主体となって全国からアルバイトを募り、受け入れる先進

的な仕組みづくりも進んでいる。 

南予地域の柑橘農業は、特異な地形条件の下での高いサステイナビリティを有している。本

システムの存在が、1970 年代中盤以降の価格暴落などに対して、営農の継続、更なる技術向上

等を可能にしてきたほか、地球規模での気候変動など今後の環境変化にも高いレジリエンスを

有しており、過酷な条件下での小規模家族経営による経営の継続と高い収益の確保を実現して

いるモデルとして、世界に大いに貢献するシステムであると考えられる。 
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【伝統を守る活動】

・当地域に初めて導入された200余年前の温州みかんの古木の子孫を

大切に保存する活動

・果樹同志会を中心とした石積み技術の継承活動

【新たな取組み】

・GLOBAL G.A.P認証を取得した地元高校との連携

⇒国際的視野を持った担い手の育成

・収穫時期の労働力確保

⇒「共選」等が主体となり、全国からアルバイトを受け入れ

厳しい地形条件を克服し、持続的に経営するための様々な工夫やノウハウの存在

愛媛・南予の柑橘農業システム
愛媛県の南西部、宇和海に面した地域は、日本でも有数のリアス式海岸であり、先人たちは、農業を行うには過
酷な環境に立ち向かい、時々の社会情勢の変化にも対応し、最終的に柑橘の生産に特化。その過程において、
努力と工夫を積み重ね結晶化したシステム。

【独特の社会基盤・ストック】

●『共選』による生産者主体の産地づくり

⇒生産者が強固に結束して主体的・戦略的な産地づくりを進める組織

●技術を磨く果樹同志会

⇒1946年の誕生以来、技術研究会やモデル園の設置など自主的な活動を展開

●生産者とみかん研究所の協働

⇒生産者の発見と連携する優良品種等の育成、現場密着型の安定生産技術等の開発

●貴重な遺伝資源である伝統的な品種の存在

⇒「南柑20号」：大正時代に発見された南予地域の伝統的品種

【蓄積された工夫・ノウハウ】

●急傾斜ゆえの重労働の負担を軽減し、農作業

の効率性を高める段々畑

⇒コンパクトな樹形により更に負担軽減

⇒石積みにより土壌の流亡も防止

●海からの自然災害リスクを軽減する防風垣

⇒台風による塩害に効果を発揮

●家族経営を支える、高い栽培技術や様々な品

種の適地適作

⇒園地ごとの条件を踏まえた多様な品種導入

【特異な地形条件】
●他に類を見ない急傾斜の複雑に

入り組んだ海岸線

⇒傾斜15度以上の柑橘園地71％
※和歌山54％、静岡35％

⇒海風を受ける
⇒園地の条件（標高・方位）が

様々

【柑橘が育んだ文化】

・柑橘の始祖に感謝する伝統的な祭り

⇒みかん祭り

・地域に根付いた食文化

⇒ふくめん、さつま、みかん寿司

【柑橘王国愛媛】

・42年連続日本一の柑橘収穫量 （21.3万トン）

・生産する柑橘は39品目

特異な地形条件の下での高いサステイナビリティを有する柑橘農業

組み合わさることで
生産調整や輸入自由化などを経て・・

世界・日本農業の中でも特筆すべき
「レジリエンス」

南予地域だけの独特の社会基盤やストックの存在

特
徴

【地域に根付く柑橘】
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西暦 1700 1800 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 現在
元号 明治 大正

みかんの古木（３代目）が加

賀山氏の園地で、毎年果実を

結実

多様な柑橘品種

の導入のはじま

り

　　　南予地域で、30を

　　　超える品種を栽培

継続的に、石積み保全の取

組みを実施

国内に類がなく、県内でも南

予地域のみに共選組織が存

続

（申請エリア内では、15共選）

ＪＡ
（農業協同組合）

申請エリア内は、３ＪＡ

2014年

女性果樹同

志会を統合し

組織を一本化

愛媛県果樹同志会

会員数9,885名

　  男7,011名

  　女2,874名

愛媛・南予柑橘農業システムの歴史

南予地域での栽培面積は、現在も宮川早生

に次いで2番目に多い主力品種　（790ha）

1934年

愛媛県農事試験場南予柑橘

試験地（現：県みかん研究

所）で、選抜され、後に「南柑

20号」と命名

共選

　　柑橘生産者

　　自らが運営

　　する組織

果樹同志会

項目
江戸時代 昭和 平成

1914年

宇和柑橘同業組合の設立　　　　　　解散

1916年

西宇和果物同業組合の設立

1910年

立間柑橘販売組合の設立

1918年

真穴柑橘組合の設立

1919年

日の丸柑橘生産出荷組合の設立
《かんきつ専門農協の設立》

1948年

宇和青果農業協同組合の設立

西宇和青果農業協同組合の設立

　　　　かんきつ専門農協のもとに、

　　　　「共選」と呼ばれる出荷組合が

　　　　複数所属

農協合併の進展

1946年

立間果樹研究青年同志会が設立

1947年

南予果樹園芸研究青年同志会が設立

1958年

県女性果樹同志会が発足

みかん研究所

（旧南予分場）

1926年

1900年前後に定植したと推

定される「南柑20号」の系統

のもととなる木を発見

「愛媛みかん導入記念碑」の

建立柑橘栽培の歴史

伝統的な品種

温州みかん「南

柑20号」

1792年

吉田地区の加賀山平次郎氏が

温州みかんの苗木を土佐より

導入

栽培農家の知

恵、工夫

的確かつ迅速な試験成果の普及を図るた

め、技術講習会への講師派遣（60回、対象

者計3,555人）、公開セミナー等の開催（年2

回、来場者数計2,250人）等を実施

1933年

農事試験場南予柑橘試験地

の設置が決定

1935年

南予分場落成

共選の統廃合の進展

品種の特徴

結実性良好で豊産性、糖度は11～12度で程度で、じょうのうは薄く食味

の評価は高い

栽培面積の推移

温州みかん

夏柑 ネーブル

多様化する柑橘品種

石積の段々畑

防風垣の設置

他の地域産業との連携

紅まどんな

県内、全国に広がる同志会活動
同志会の活動

会員の栽培技術の向上を目的に、

・生産指導情報誌での肥培管理等の情報提供

・優良系統の普及とモデル園の設置

・果実品評会、立木品評会、研修会等の開催

急傾斜の重労働を緩和

台風による塩害に効果を発揮

養殖魚・家畜のエサとして、かんきつ搾汁残渣等を供給

甘藷、麦、はぜ、生姜、桑 ほか ⇒ かんきつ栽培へ

かんきつ栽培の増加にあわせ、防風垣の整備も増加

近海でとれるイワシを原料とした魚肥を

かんきつ園地に施用

かまぼこや養殖魚の加工残渣を原料とした魚肥をかんきつ園地に施用 循環型農業

の確立

乙種練習生309人

（1935～1959）
実科生203人

（1960～1971）

みかん研究所（旧南予分場）において、多くの若者が柑橘を学ぶ

研修生117人

（1978～）

共選とは

地理的条件や栽培方針等を同一と

する生産者の共同出荷組織

共選ごとに独自のかんきつブランドを確立

甘平

南予分場の役割

地域に密着した研究機関として、開花結実に関する

研究、優良品種の育成、傾斜地における省力作業

体系の確立等に成果をあげた 講習科生30人

（1972～1977）

媛小春

ひめのつき

モロ

はれひめ

たまみはるか

天草

タロッコ

はるみ

せとか

不知火甘夏

ポンカン

宮内いよかん

カラ 清見

アンコール

文旦日向夏

八朔

河内晩柑
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世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産への認定申請書 目次 

 

１ 世界及び日本においての重要性 ・・・・・ 7 
ａ）南予地域の自然環境 

ｂ）南予の柑橘農業地帯の形成 

ｃ）システムの独創性と特筆すべき点 

 ⅰ）南予地域の特異な地形条件 

 ⅱ）形成された知識システムや社会組織等 

 ⅲ）柑橘産地としてのサステイナビリティ 

ｄ）地域社会等におけるシステムの多様な貢献 

ｅ）システムの継承と進化 

 

２ 申請地域の特徴 

（１）食料及び生計の保障 ・・・・・13 
ａ）南予地域における柑橘農業の位置づけ 

ｂ）南予地域の暮らしを支える柑橘産業 

 ⅰ）多様な柑橘を生かした６次産業化 

ⅱ）関連産業との結びつき 

    

（２）農業生物多様性 ・・・・・16 
ａ）生産者による柑橘の多様な遺伝子の保存 

ｂ）生態系機能の保持 

 

（３）地域の伝統的な知識システム ・・・・・18 
ａ）厳しい地形条件と向き合った柑橘農業の展開 

 ⅰ）急傾斜地の農作業を効率化する段々畑 

 ⅱ）海からの塩害を防ぐ防風垣 

ⅲ）高度な栽培技術や多様な品種の適地適作 

  

（４）文化、価値観及び社会組織 ・・・・・27 
ａ）柑橘が育んだ貴重な文化、地域の「絆」  

ｂ）伝統的な知識システムを創り、継承する社会基盤 

 ⅰ）共選による生産者主体の産地づくり 

 ⅱ）技術を磨く果樹同志会 

 ⅲ）生産者とみかん研究所の協働 

ⅳ）次代を創る新たな地域の動き 

  

（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 ・・・・・36 
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認定基準の各項目に係る農林水産業システムの説明                

 

１ 世界及び日本においての重要性 

 

ａ）南予地域の自然環境 

愛媛県の南西部、宇和海に面した南予地域は、日本で有数のリアス式海岸が南北に長く連

なっている地域である。急峻な山裾はそのまま宇和海に鋭角に落ち込み、岬と入り江が複雑

に入り組んだ海岸線を形成している。 

当地域のほとんどは、春季から秋季にかけては瀬戸内海気候域、冬季は日本海気候域とい

う、遷移気候域に属している。年間日照時間は 2,000 時間前後と全国平均（1,894 時間）より

多く、太平洋の黒潮の影響を受け、年平均気温は 16℃超と温暖な気候である。冬季には関門

海峡を吹き抜けてきた北西の季節風が三崎半島や八幡浜、宇和島地方の山に直接吹き付け、

例年数日は降雪が見られるものの、気温の低下はあまりみられない。 
降水量は年間 1,600mm 前後と比較的多く、特に台風が沿岸部の西側、宇和海上を通過した

場合、海水を含んだ強い風の被害に見舞われる地域である。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｂ）南予の柑橘農業地帯の形成 

愛媛県は、柑橘類の収穫量と品目数がともに日本一の柑橘王国である。柑橘類全体の収穫量

は 21.3 万トン（2015 年産）で、1974 年（昭和 49 年）以降 42 年連続日本一である。また、

生産される柑橘の品目数は 39 品目（温州みかん 1＋中晩柑類 38）にも上っている（愛媛県の

独自調査によれば、名称が確認されたものだけで柑橘類の収穫品目数は 48 品目）（別添１：主

要品種一覧）。 
そして、特に南予地域は、この柑橘王国の屋台骨を担う大規模な柑橘産地が形成されている。 
この地域の農業は、江戸時代に住み着いた漁民たちが生活の糧を農業にも求めたことから発

展してきた。宇和海沿岸は、古来よりイワシの好漁場として知られ、江戸後期から明治にかけ
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て当地域の漁村の人口は著しい増加率を示し、漁民たちは競って海岸に面した急峻な山林を耕

地として開拓してきた。 
当初、この地域では、甘藷と麦が栽培された。甘藷の栽培は、1775 年（安永 4 年）、当時こ

の地域を治めた宇和島藩が導入し、徐々に普及していった。しかし、限られた農地の甘藷と麦

だけで家計を支えることは困難であり、これを補完する作物が求められ、時代の変遷とともに

櫨（はぜ）、生姜、藍など換金性の高い作物の生産が拡大していった。当時、櫨の実の油を原

料にしたろうそくは「木ろう」と呼ばれて大変重宝され、櫨はこの地の特産として盛んに栽培

されたが、ランプの普及等に伴い次第に衰退していった。次いで、生姜と藍も価格が低迷し、

これらに代わる商品作物として導入されたのが養蚕である。江戸幕府の開港後、日本の絹は欧

米に積極的に輸出され、この地域でも養蚕が活況を呈した。しかし、昭和初期の世界恐慌は日

本経済を根底から揺るがし、繭の価格も急速な下落が進み、この地域の養蚕業も衰退していっ

た。 
このようにこの地域の農業が時代とともに変遷する中、徐々に地域全体に広がっていったの

が柑橘生産である。この地域における柑橘農業は、最初の温州みかんの栽培が 1792 年（寛政

4 年）に立間村（現宇和島市吉田町立間）で、夏柑が 1879 年（明治 12 年）に宇和島町（現宇

和島市大浦）で始まったと記録されている。 
南予地域は、温暖な気候に加え、リアス式海岸の急傾斜地であることから水はけがよく、海

からの日光の照り返しも含め日照にも恵まれ、高品質な柑橘の栽培に非常に適した条件が揃っ

ている。このため、明治以降、国民の食生活の多様化が進み、嗜好品として柑橘が広く人々の

生活に浸透していく過程で、この地域の農家は高収益をあげられる柑橘生産への傾斜を強め、

温州みかんをはじめとする柑橘が地域の基幹品目として欠かせない存在になっていった。 
しかしながら、1970 年代以降、この地域の柑橘生産は大きな曲がり角を迎えることになる。

太平洋戦争期に大きく落ち込んだ柑橘生産は、経済の高度成長を追い風として 1960 年代に温

州みかんの生産が一旦は急激に拡大したものの、1970 年代中盤の全国的な温州みかんの供給

過剰による価格の大暴落、更に追い打ちをかけたグレープフルーツの自由化決定などにより、

この地域では温州みかんの生産が大きく減少した。 
こうした中、徐々に存在感を高めたのが中晩柑類である。1970 年代以前も夏柑、ネーブル、

日向夏、ポンカンといった中晩柑類が生産されていたが、温州みかんの生産減少が進む中で、

甘夏や伊予柑、河内晩柑など多様な中晩柑類が大きく生産を伸ばすとともに、近年は甘平、紅

まどんななど新たなブランド柑橘の生産も拡大している。 
 

【表１】柑橘主要県の生産状況（2015 年産) 

 
 
 
 
 

 

中晩柑類
割合（%)

92,159 ① 120,600 ② 212,759 ① 43.3%

うち南予 47,151 99,358 146,509 32.2%

49,345 ② 160,200 ① 209,545 ② 23.5%

7,321 ⑩ 101,200 ③ 108,521 ③ 6.7%

31,496 ③ 74,800 ④ 106,296 ④ 29.6%

318,626 777,800 1,096,426 29.1%

中晩柑類
（ｔ）

温州みかん
(t)

合計
(t)

県名

愛媛県

和歌山県

静岡県

熊本県

全国

※農林水産省及び愛媛県調（丸数字は全国順位）
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【表２】南予地域における農業の変遷 

 甘藷 櫨 

 

桑（養蚕） 柑橘 

～江戸時代 

（～1867） 

◆伊方町 

1775 年  種芋を配布 

麦とともに海岸村の常

食化 

◆瀬戸町（現伊方町） 

元禄年間 薩摩より伝

来 

1719 年 宇和海岸で栽

培開始 

◆八幡浜市 

1745 年 換金作物とし

て全土に植付 

◆瀬戸町（現伊方町） 

1754 年 藩として重要

産業 

◆津島町（現宇和島市） 

1754 年 植え付け奨励 

◆八幡浜市 

当初は藩が奨励せず 

1860 年以降 盛んに 

◆津島町（現宇和島市） 

1800 年頃栽培始まった 

 

◆吉田町（現宇和島市） 

1792 年 加賀山平次郎氏、土

佐より一本のリウリン苗（温州

系）を持ち来たりを購入 

櫨の価格暴落により柑橘栽培

有利を認める 

明治 

（1868 

～1912） 

◆三瓶町（現西予市） 

麦の裏作として主要作

物 

明治 36 年ピーク、以降

下降 

◆伊方町 

畑作のメイン 

◆瀬戸町（現伊方町） 

明治～昭和初期 県下

有数の生産量 

◆八幡浜市 

専売制度廃止、各市場へ 

日露戦争後、大暴落、

続々伐採 

◆伊方町 

明治から大正にかけて、

精蝋所 

はぜ１粒は米１粒 

◆八幡浜市 

明治 9 年 桑苗導入 

明治 42 年 大部分は

麦、さつまいも、桑、ほ

とんどの農家は養蚕に

主力をおく 

◆三瓶町（現西予市） 

明治 14 年 卯之町に伝

習所 

明治 41 年 後の宇和農

産学校設立 養蚕農家

300 戸超 

◆八幡浜市 

明治 19 年 夏柑栽培開始 

（真穴は明治 24 年から） 

明治 33 年 吉田から温州みか

ん苗 300 本購入⇒明治 40 年真

網代で栽培盛ん 

明治 34 年ネーブル 

夏柑、ネーブルは温州みかんに

接ぎ替え 

◆吉田町（現宇和島市） 

明治 10 年 柑橘栽培が加速度

的増加 

明治 31 年 ネーブル導入 

◆宇和島町（現宇和島市） 

明治 12 年 夏柑栽植 

大正 

（1912 

～1926） 

◆八幡浜市 

明治期から生産量変化

なし 

 

◆八幡浜市 

大正 10 年 一隅に残存

するのみ 

◆三瓶町（現西予市） 

生産量の最盛期は大正

初年まで 

◆八幡浜市 

出荷額の 43％が桑 

◆吉田町（現宇和島市） 

大正時代 養蚕が全盛 

（→昭和 5 年 大暴落） 

◆伊方町 

大正後半から西の大関

といわれるほどの生産

地に町内に５つの製糸

工場 

◆八幡浜市 

夏柑の生産増 

温州みかんは金額では夏柑越

える 

大正元年 真網代柑橘組合結

成 

大正 7 年 全村一丸の真穴柑

橘組合へ 

他の出荷組合も大阪、東京へ出

荷 

◆吉田町（現宇和島市） 

生産量は 夏柑＞温州＞ネー

ブル 

◆高光村（現宇和島市） 

大正 15 年 南柑 20 号発見 

昭和～戦前 

（1926 

～1945） 

  ◆八幡浜市 

販売額でトップだが大

正時代より 20％減 

◆三瓶町（現西予市） 

食糧大増産で完全休止 

◆瀬戸町（現伊方町）  

食糧増産の国策により

衰退 

◆伊方町 

昭和 5～6 年 繭の値下

がり 

◆八幡浜市 

夏柑、ネーブル減 

温州みかんが大きく増  

宮川早生導入、剪定の研究、摘

果 

昭和 3 年 共同出荷で東京へ 

昭和 8 年 向灘 共同出荷開

始 

◆吉田町（現宇和島市） 

昭和 9 年～ 荒廃桑園を柑橘

園に改植 

⇒戦争末期 主食第一主義、各

種資材不足、伐採令まで出て冷

遇 

戦後～ 

（1946～ 

◆三瓶町（現西予市） 

みかんに押されて生産

急激に低下 

◆瀬戸町（現伊方町） 

昭和 38 年 収穫ピーク 

 

 ◆八幡浜市 

昭和 27 年 桑は大きく

減少 

昭和 58 年 生産なし 

◆瀬戸町（現伊方町） 

昭和 23 年～漸減 

昭和 57 年 ４戸のみ 

◆八幡浜市 

昭和 50 年まで みかん増産 

夏かん→甘夏柑へ 

ネーブル→伊予柑・はっさくへ 

◆吉田町（現宇和島市） 

昭和 22 年 南予果樹同志会設

立 
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【地区別の柑橘栽培の特徴】 

 〔西宇和地区（八幡浜市・伊方町）〕 

申請エリアの北部に位置し、「日の丸」「真穴」「川上」など全国ブランドの温州みかんの産

地として、その品質は国内で高く評価。「清見」「不知火」など中晩柑類の栽培も盛んで、近年

は「甘平」「せとか」「紅まどんな」など高級中晩柑類の栽培も拡大。 

 〔西予市〕 

申請エリアの中央北部に位置し、石灰質で水はけの良い地形を生かし、温州みかんのほか、

古くから高品質な「ポンカン」（明浜地区）「日向夏」（三瓶地区）などの特徴ある中晩柑類を

栽培。 

 〔宇和島市〕 

申請エリアの中央南部に位置し、県内では最古の温州みかん産地で、この地で発見された

「南柑 20 号」など温州みかんを主体に、「ポンカン」「デコポン」等の中晩柑も広く栽培。特

に「ポンカン」は日本一の生産量を誇るとともに、近年は気候の温暖化を逆手に取り、我が国

で初めてイタリア原産の「ブラッドオレンジ（品種：タロッコ、モロ）」の栽培も拡大。 

 〔愛南町〕 

申請エリアの最南部に位置し、「河内晩柑」の生産量が日本一を誇る。寒さに大変弱いこの

品種は、愛南町の温暖な気候と相性が良く、この地域を代表する柑橘。 

 

ｃ）システムの独創性と特筆すべき点 

 ⅰ）南予地域の特異な地形条件 

南予の柑橘農業システムは、国内外の他の柑橘産地とは大きく異なる地形条件の下で形成

されてきた。 

この地域は、リアス式海岸であることから、平地らしい平地がほとんどなく、柑橘園地の

約７割が傾斜角 15 度以上という非常に厳しい急勾配の園地であり、加えて、これらの園地は

複雑に入り組んだ海岸線に立地しているという特徴がある。 

  他の主要な柑橘産地と比較すると、和歌山県有田地域は、園地の多くが有田川沿いの内陸部

の傾斜地に立地しており、海の影響を受けない営農が可能という点で南予地域と大きく異な

っている。 
また、静岡県三ヶ日地域と熊本県は、比較的緩やかな傾斜地が多い地域であり、また、三ケ

日地域については海岸部の園地もなく、南予地域とは柑橘生産の前提となる地形条件が大きく

異なっている。 
【表３】柑橘主要産地の傾斜度別面積比率 
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 5度未満 5～15度 15度以上

11 21 68

南予 5 24 71

20 26 54

28 37 35

16 44 40

22 36 42
※農林水産省調（1997年）、南予は国営南予用水土地改良事業計画書（1996年）

傾斜度別面積比率（％）
産地

和歌山県

熊本県

全国

愛媛県

静岡県
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ⅱ）形成された知識システムや社会組織等 

このような特異な地形条件下で形成された南予の柑橘農業システムは、厳しい地形条件を

克服し、家族経営による持続的な営農を可能とした、様々な工夫やノウハウにより特徴づけ

られる。 

リアス式海岸ゆえの厳しい急傾斜の柑橘園地は、農家に過酷な重労働を強いてきたが、歴

史的に多様な農業が展開する過程で、1600 年代半ばから少しずつ築かれてきた段々畑は、柑

橘農業の労働負荷を軽減するとともに、石積みの壁が土壌の流亡を防いでいる。 

また、段々畑に作られた防風垣は、台風や冬の季節風がもたらす海からの塩害のリスクを

軽減している。 

さらに、作業効率の低さゆえの規模拡大の困難さや、柑橘園地の立地ごとに異なる栽培条

件（気温や日照等）といった、営農面での大きな制約がある中で、徹底して磨かれてきた高度

な栽培技術や、園地ごとの条件を踏まえた多様な品種の適地適作等は、地域の大半を占める

小規模な家族経営の収益を支える貴重な知識システムである。 

加えて、こうした工夫やノウハウは、柑橘産地としての歴史を重ねる過程でこの地域に生

まれ、あるいは守られてきた独特の社会基盤やストックによって引き出され、継承されてき

たことも重要な特徴である。 

この地域では、他産地には見られない、各地区の多数の小規模な家族経営が強固に結束し

て主体的・戦略的に産地づくりを進める「共選」組織や、この地で生まれ、全国に広がった、

生産者の技術研鑚の場となる果樹研究同志会など、長い歴史を有する独特の地域組織が今も

根付いている。 

また、将来にわたって産地の競争力を維持強化していくため、新たな品種の開発に欠かせ

ない遺伝資源として様々な伝統的な品種が保存されている。 

 

ⅲ）柑橘産地としてのサステイナビリティ 

南予地域の柑橘農業は、厳しい地形条件とともに生きていくという強い覚悟と、自発性に

溢れた強靱な伝統的家族経営を基盤として発展を遂げてきた。そして、本システムが蓄積し

ている様々な工夫やノウハウ、そしてこれを生み出してきた社会基盤やストックが、この地

での持続的な営農をもたらし、柑橘産地としてのサステイナビリティを担保している。 

全国の柑橘産地は、1970 年代中盤以降、温州ミカンの価格暴落や、その後の柑橘の輸入自

由化といった環境の激変に直面してきたが、南予地域では、このシステムが小農による営農

の継続、更なる技術の向上や新たな品種の導入などへの挑戦を後押しし、産地としての衰退

を防いできた。 

また、本システムは、地球規模での気候変動や、我が国の高齢化・人口減少による食料需

要の縮小など、今後も想定される農業を取り巻く様々な環境変化に対して高いレジリエンス

を有するとともに、過酷な地形条件下での経営の継続のみならず、しっかりとした収益も得

ることができる営農の形を示したモデルとして、世界に大いに貢献するシステムであると考

えられる。 
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ｄ）地域社会等におけるシステムの多様な貢献 

 宇和海に面した急斜面を切り拓いて作られた広大な段々畑は、山の斜面に沿って麓から頂上

まで続き、「耕して天に至る」と形容される壮大な景観を形成している。 

南予の柑橘生産は、高品質かつ多種多様な柑橘の生産・販売を通じて、地域の家族経営の生計

を支える極めて重要な収入源であるとともに、柑橘農家やＪＡ、食品事業者等により、柑橘ジュ

ースをはじめとする多種多様な柑橘加工品も作られており、まさに南予地域の暮らしは柑橘に

よって支えられているといっても過言ではない。 

地域の日々の暮らしの中でも、柑橘の始祖に感謝する伝統的な「みかん祭」や、柑橘を用いた

伝統的な郷土食など、柑橘と密接に結び付いた伝統文化が継承されている。 

また、農家が発見し、育ててきた伝統的な品種が生産者によって保存されている（現在も主力

品種の「南柑 20 号」（温州みかん）は 1900 年前後に定植されたと推定。）。さらに、柑橘園地の

周辺では、絶滅危惧種のニホンイシガメが多数発見されるとともに、石垣にはヒメウラジロ、イ

ヌノフグリなどが自生しており、柑橘農業が生物多様性の保全に貢献している。 

 
ｅ）システムの継承と進化 

先人たちの柑橘への強いこだわりが作り上げた本システムは、現代においても、地域の人々に

よって大切に保全され、そして次代に継承していく努力が重ねられている。 

長い歴史を有するこの地域の柑橘農業の象徴として、200 余年前に初めて導入された温州みか

んの子孫（３代目）は現在も農家自身の手によって大切に保存されている。 

また、延々と築かれている石積みの段々畑は、柑橘の収穫を終えた後に石積みが補修され、若

い担い手を対象とした石積み技術の研修会の開催など、技術を後世に受け継いでいく取組も進

められている。 

加えて、この地域には、伝統的なものを大切にしながら、同時に柑橘産地としての将来を見据

え、新たな技術や仕組みの導入等に積極的に取り組み、このシステムを更に進化させていくとい

う姿勢には、先人たちの気質が息づいている。 

近年、我が国では、食品安全や環境保全等への配慮を背景として、農業生産プロセスに GAP を

取り入れることが強く求められる中、南予地域では、地元の高校や農業法人、共選が GAPの国際

認証である GLOBALG.A.P.を全国に先駆けて柑橘農業の分野で取得している。 

また、特に深刻な課題となっている収穫時期の労働力を確保するため、共選やＪＡが主体とな

って、全国から短期アルバイトを募り、受け入れる先進的な仕組みづくりも進んでいる。 
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２ 申請地域の特徴 

 

（１）食料及び生計の保障  

ａ）南予地域における柑橘農業の位置づけ 

南予地域において、農業における柑橘の占める地位は非常に大きく、農業産出額では、各

市町の農業産出額全体 457 億円のうち柑橘（みかん+その他柑橘）が 232 億円、50.8%を占め

ている。 

また、経営耕地面積では、海岸部の全経営耕地面積 7,210ha のうち樹園地が 6,403ha
（88.8％）を、経営体数についても、海岸部の全農業経営体数 5,193のうち果樹が 4,586（88.3%）

と大部分を占めおり、柑橘農業はこの地域の圧倒的な基幹作物として、地域の農家の生計を

支える不可欠な収入源となっている。 

 

【表４】農業産出額（各市町全体）（2015 年 生産農業所得統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表５】経営耕地面積（市町は海岸部のみ）（2015 年 農業センサス） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

（単位：千万円）

割合（%）

みかん
その他

柑橘 くり その他 柑橘/計

宇和島市 1,162 73 10 89 848 580 211 57 4 29 109 68.0

八幡浜市 1,101 1 4 970 654 222 94 94 79.5

西予市 1,715 134 1 9 200 339 158 106 13 62 7 7 68 951 15.3

伊方町 369 7 2 311 118 175 18 40 79.4

愛南町 226 35 3 37 114 ｘ 101 13 1 15 44.6

計 4,573 243 1 29 332 2,582 1,510 815 13 244 12 7 97 1,209 50.8

愛媛県計 12,370 1,350 10 100 2,030 4,969 1,933 1,498 60 1,478 350 40 590 2,930 27.7

※非公表データ（ｘ）が含まれており、市町の計は一致しない

野菜 果樹 花き
工芸
農作
物

種苗
苗木

その他
畜産市町名 計 米 麦類

雑穀・
豆類・
いも類

（単位：ha）
割合（％）

樹園地／合計

宇和島市 2,570 410 74 2,086 81.2
八幡浜市 2,426 24 22 2,380 98.1
西予市 702 10 6 686 97.7
伊方町 897 - 17 880 98.1
愛南町 614 216 28 370 60.2

計 7,210 660 147 6,403 88.8

愛媛県計 30,623 15,190 2,869 12,564 41.0
※ラウンドの関係で合計が一致しない箇所あり

市町名 合計 田 畑 樹園地
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【表６】果樹販売経営体数（市町は海岸部のみ）（2015 年 農業センサス） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ｂ）南予地域の暮らしを支える柑橘産業 

ⅰ）多様な柑橘を生かした６次産業化 

当地域においては、柑橘の生産拡大と併せて、柑橘生産者やＪＡ、食品事業者等により、多

様な柑橘を原料として柑橘ジュース、マーマレードなど様々な柑橘加工品が生産販売されてき

た。これらの商品は、地元の産直市等をはじめ広く県内外で販売され、規格外品の有効活用、

付加価値の創出により地域の農家等の貴重な収入源となるとともに、商品の品質と多様さ（原

料柑橘の種類、加工方法等）から、この地の魅力を発信する重要なコンテンツの一つにもなっ

ている。   

この地域での６次産業化の歴史は古く、1916 年（大正５年）（※）にヨーロッパ視察から帰

国した中島董一郎氏（キユーピー･アヲハタグループ創始者）の伝授のもと、北宇和郡吉田町

において日本で初めてマーマレードが製造されたとされている（（※）明治･大正家庭史年表等

による。愛媛県果樹園芸史では 1910 年（明治 43 年）に製造に着手したとの記録もある）。第

一次世界大戦の際には、英仏の疾病兵慰問用として欧州に輸出され、特に品質優秀であるとし

て英国大使に感謝状を受けたとの記録も残っている。 
 

【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】 
英国で毎年開催される「世界マーマレードアワード＆フェスティバル」は、世界約 40 か国

から約 3,000 個のマーマレードが集まる世界最大級のイベント。当地域からの参加者の受賞

（八幡浜市からの参加者がゴールド賞、伊方町からの参加者が最高賞であるダブルゴールド賞

受賞等）を契機として、2019 年（平成 31 年）５月 12 日～19 日に「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」が、アジア地域で初めて八幡浜市で開催されること

となっている。 
 
この地域では、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定（11 件）を受けた

新たな取組が進むなど、今後さらに柑橘を最大限活用した６次産業化の取組が拡大し、地域の

生計の重要な一翼を担っていくと期待されている。 

  

宇和島市 1,729 1,357 78.5
八幡浜市 1,690 1,646 97.4
西予市 550 537 97.6
伊方町 862 845 98.0
愛南町 362 201 55.5

計 5,193 4,586 88.3

愛媛県計 26,988 13,530 50.1

農業経営体
(A)

販売目的果樹類
（B)

割合（％）
(B/A)

市町名
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【表７】南予地域における主な総合化事業計画の認定状況 

事業者名 市町 認定年月日 総合化事業計画の内容 
山本 展弘 
 

宇和島市 H23.5.31 ブラッドオレンジを活用した新商品開

発・製造・販路開拓 
(有)南四国ファーム 宇和島市 H25.2.28 

 
規格外柑橘を活用した冷凍柑橘の開発、

製造、販売開拓 
濵田 善純 八幡浜市 H25.3.29 

 
摘果みかん、加工用みかんの未利用果皮

を活用した加工品の開発、製造及び販路

開拓 
(株)みかん職人武田屋 
 

愛南町 H25.5.31 柑橘を使用した冷凍新商品開発及びカッ

トによる高付加価値化商品の販売（首都

圏学校給食への活用） 
(株)佐田岬共販 
 

伊方町 H26.3.31 柑橘農園等を活用した国産蜂蜜を使った

新商品開発、製造、販売 
(株)ニュウズ 
 

伊方町 H26.5.30 規格外柑橘を活用した新商品の開発、製

造、販売（海外輸出含む） 
えひめ南農業協同組合 宇和島市 H28.2.29 搾汁後の果皮残さを活用した新商品開

発、販売 
 
【「柑橘ソムリエ」の推進】 

   多様な柑橘のそれぞれの個性を生かしたカクテルを提案する「柑橘ソムリエ」を育てるた

め、2015 年（平成 27 年）１月に南予地域の若手柑橘生産者が「ＮＰＯ法人柑橘（かんき

つ）ソムリエ愛媛」を設立した。同法人は、味や食感、香りなど品種ごとに大きく異なる柑

橘の魅力を発信し、柑橘消費を増やすべく、「柑橘ソムリエ」ライセンス制度の構築にも取

り組んでおり、地元や都心での様々なＰＲ活動（ジュース試飲会、ピールアート教室等）を

展開し、「柑橘」を通じた南予地域のＰＲや地域の絆づくりに貢献している。 
 
ⅱ）関連産業との結びつき 

南予地域の柑橘農業は、その長い歴史の中で、同じくこの地域で営まれてきた漁業や畜産業

との有機的な連携による、地域の一次産業全体としての共生、持続性の確保に努めてきた。 
他の農業と同様、柑橘農業においても、土壌の劣化や地力低下は、土壌微生物や土着天敵へ

の影響などにより持続的な生産活動に支障をきたす恐れがある。 
このため、当地域は、かつて豊富にとれたイワシを古くから魚肥として活用したり、沿岸に

繁殖しているクロメなどの海藻も畑の肥料として利用してきた歴史がある。現在は宇和海で盛

んな魚類養殖漁業と結びつき、それらの加工残さ等を活用した魚かす肥料や、真珠のアコヤガ

イの殻を活用した石灰質資材など、海の恵みを柑橘栽培に活用している。 
同様に、従来から、地域の畜産農家とも連携し、家畜排せつ物由来の堆肥を利用した土づく
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りも行われている。 
他方、多様な海産貝類、海産動物、魚類等が生息する宇和海の漁場を保全していくためには、

環境負荷低減を重視した柑橘農業も重要であることから、魚毒性の低い薬剤の選定や、病害虫

発生予察情報の活用、圃場観察による総合的病害虫・雑草管理（IPM）、適正な施肥の実施に

努めている。 
 
【（参考）柑橘を活用した高付加価値な漁業・畜産業の展開】 

愛媛県では、近年、柑橘の加工残さを魚類養殖業者や畜産農家が活用し、高付加価値な生

産を行う取組も進んでいる。 
〔みかんフィッシュ〕 

愛媛県の研究機関（水産研究センター）がジュース搾汁後のイヨカン果皮をブリに与え、魚

臭さや血合肉の褐変を抑え、柑橘の香りをつける技術を開発（現在はさらに果皮から抽出した

オイルを添加し、マダイやヒラメ等様々な養殖魚にも使用）。本技術で生産された養殖魚は、

「みかんフィッシュ」として女性や子供など、魚を敬遠する傾向が強い消費者に支持され、ヒ

ット商品となっている 
〔愛媛あかね和牛〕 

愛媛県の研究機関（畜産研究センター）が、近年のヘルシー志向を捉え、柑橘ジュース搾

汁残さを黒毛和牛の飼料として活用した新たなブランド牛「愛媛あかね和牛」を開発した。

霜降り度合を抑える技術により、赤身と脂肪のバランスが良い、柔らかく美味しくヘルシー

な和牛肉として、プロの料理人からの評価も高く、牛肉を敬遠しがちな女性やシニア層にも

食べやすい牛肉として、生産・販売拡大が進められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  みかんフィッシュ     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛あかね和牛 
（柑橘ジュース搾汁残さ給与中） 

 

（２）農業生物多様性  

ａ）生産者による柑橘の多様な遺伝子の保存 

南予地域で栽培される柑橘の品種は、長い歴史の中で変遷してきたが、常に生産者はより

良い食味や多収量の品種を求め、自らが圃場において品種を保存し、日々の卓越した観察力

により枝変わり（突然変異による新品種）を探索することで、多様な資源を保存してきた。 
こうした中では、1926 年（大正 15 年）に北宇和郡高光村（現宇和島市）の農家が発見（発
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見時約 30 年生＝1900 年前後に定植されたものと推定）した「南柑 20 号」（温州みかん）は、

現在も主力品種として南予地域で広く栽培されている。 
 
 【表８】南予地域の多様な遺伝子資源 

品 種 時 期 場 所 品  種 時 期 場 所 

温州みかん 中晩柑類 

 南柑 20 号 1926 年 宇和島市高串  宇和ポメロ 1928 年 吉田町 

南柑 4 号 1933 年 吉田町立間 今津ポンカン 1973 年 吉田町 

橋本早生 1965 年 吉田町知永 清家ネーブル 1975 年 吉田町東蓮寺 

川田温州 1973 年 八幡浜市向灘 大谷伊予柑 1980 年 吉田町 

井上早生 1980 年 八幡浜市日土  
楠本早生 1980 年 八幡浜市真網代 

  ※時期は、農家による発見 
 

ｂ）生態系機能の保持 

 
【石積みの段々畑における多様性】 
本システムの特徴である、急傾斜地に築かれた段々畑は、その側面に石積みの壁を設けるこ

とにより、土壌の流亡、海への流入を軽減する役割を果たし、自然環境の保全に貢献してきた。

また、海からの風を和らげる防風垣は、もともとこの地域の海岸部に自生し、塩害に強いイヌ

マキ等が積極的に活用されている。 
石垣は植物にとっては厳しい環境であるが、それゆえ外来種の侵入が阻まれ、本来は自然に

出来た露岩地や岩礫堆積地に生育する在来希少植物の格好の生育環境となっている。石垣側面

に生育する植物は大半が在来種である。その中にはヒメウラジロ、イヌノフグリ（別添２：愛

媛県生物多様性センターの意見書）など環境省・愛媛県の絶滅危惧種やツメレンゲなどの環境

省の準絶滅危惧種も含まれている。昆虫類や両性類・爬虫類にとっても石積みの空隙は格好の

生息空間であり、またタテハチョウの仲間（ウラギンスジヒョウモン、シータテハなど）は越

冬期間に日光浴をする場として石垣を利用している。このように伝統的な石積みの段畑は地域

の生物多様性保全で重要な役割を果たしている。 

 
ヒメウラジロ 

 
イヌノフグリ 

 
ウラギンスジヒョウモン 

（提供者：窪田聖一） 
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（３）地域の伝統的な知識システム  

ａ）厳しい地形条件と向き合った柑橘農業の展開 

ⅰ）急傾斜地の農作業を効率化する段々畑 

 
【図１】急傾斜柑橘園地における独自の工夫 

 
【段々畑と石垣の構築】 
傾斜角 15 度以上の果樹園地が 71％を占める南予地域での柑橘栽培は、剪定や摘果、収穫

などあらゆる農作業が、足場の確保や移動、収穫物や資材の運搬等のたびに大きな肉体的負

担を伴い、作業効率も著しく低くならざるを得ないという大きな制約がある。 

このため、この地域では、様々な作物を生産してきた歴史の中で、過酷な重労働から少し

でも解放されるよう、1600 年代半ばから個々の農家による段々畑の整備が進み、南予地域

全体に広がってきた。 

また、こうした段々畑は、壁面に農家が自ら石を手積みした石垣を設けることで、雨水に

よる土壌の流亡を防ぐとともに、面積が狭小なそれぞれのテラス（階段の底面）を最大限活

用した栽培が行われている（※壁面が「石積み」の場合と「土」の場合を比較すると、利用

面積は「石積み」が 89.8％、「土」が 65.6％との調査結果がある。 
こうして形成されてきた石積みの段々畑は、現在、小規模な家族経営の農作業の負担を大

きく軽減しており、地域の柑橘農業を支える不可欠な基盤となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畑面幅がせまい

石積み

コンパクトな樹形

短い植栽間隔

段々畑 段々畑
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【段々畑における柑橘の樹体や栽植】 
 このような段々畑における柑橘栽培においても、一筆が狭小なテラスにおける農作業は、特

に崖側での収穫作業等の際の足場の確保が難しいなど、依然として重労働である。 
このため、この地域では、園地における作業効率をさらに向上させるため、傾斜のきつい園

地ほど柑橘の樹体をコンパクトに仕立てる傾向があるとされている。この点について、1976
年（昭和 51 年）に実施された調査によると、 
①元々の地形の傾斜角がきつい段々畑ほど、各テラスの幅はせまくなる 
②テラスの幅が狭いほど、樹高は低く、樹冠も小さいコンパクトな樹形になる 
といった傾向があると報告されており、2018 年（平成 30 年）の調査でも同様の傾向が確認さ

れている。 
  一方、この地域では、各テラスの幅が狭く、樹体がコンパクトになるほど、収量を確保する

ために逆に栽植密度は高くなる傾向があると言われている。この点について十分な調査結果

はないが、上記の 2018 年の調査の中では、テラスに１列のみを植栽した園地での樹体の植栽

間隔は平均 2.66ｍであり、他の柑橘産地での平均的な間隔（3.6ｍ～4.5ｍ）よりかなり短い

（＝密植）という結果が得られている。  
このほか、この地域における柑橘の栽培においては、傾斜地における樹体の効率的な採光の

ため、斜面の傾きに合わせて海側を大きく仕立てる陽光面片側樹形も広く採用されている。 
  

【表９】石積み段々畑樹園地（温州みかん）の実態調査（1976 年調査） 

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

○自然傾斜度別の畑面幅、段の高さ

自然傾斜度 8～16度 16～24度 24～32度 32度から

データ数 13 34 16 2

畑面幅
（平均値（ｍ））

6.3 6.2 3.5 3.0

段の高さ
（平均値（ｍ））

1.03 1.41 1.51 2.15

畑面幅 ３ｍ未満 3-6ｍ 6-9ｍ 9-12ｍ 12-15ｍ 15-18ｍ 備考

データ数 12 32 10 9 1 1 計　65

樹高
（平均値（ｍ））

1.9 2.2 2.1 2.3 2.5 2.5 全平均　2.13ｍ

樹冠直径（縦）
（平均値（ｍ））

2.1 2.8 2.6 2.8 1.7 3.5 全平均　2.63ｍ

樹冠直径（横）
（平均値（ｍ））

2.2 2.7 2.7 2.7 2.6 3.7 全平均　2.62ｍ

備考

計　65

全平均　5.46ｍ

全平均　1.38ｍ

○畑面幅別の樹高、樹冠の大きさ
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【表 10】石積み段々畑樹園地（温州みかん）の実態調査（2018 年調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【表 11】柑橘主産県の柑橘（温州みかん）の植栽間隔 

 
  

 植栽間隔 備考 
和歌山県 3.6ｍ×3.7ｍ（早生・中生） 和歌山県庁より聞き取り 
静岡県 4.5ｍ×3.6ｍ（早生） 静岡県果樹研究センターより聞き取り 

○傾斜と畑面幅の関係

傾斜度 備考

データ数 計　10

畑面幅
（平均値（ｍ））

　

○植栽間隔

樹齢 品種 植栽距離

園地A 40年生 南柑20号 3.08ｍ

園地B 35年生 宮川早生 2.66ｍ

園地C 25年生 宮川早生 2.72ｍ

園地D 30年生 宮川早生 2.92ｍ

園地E 15年生 宮川早生 2.06ｍ

園地F 20年生 宮川早生 2.54ｍ

2.66ｍ

○樹高、樹冠の大きさ

著しく傾斜のきつい園地
（園地別の傾斜度）

26度、27度、32度、40度、40度

比較的傾斜のゆるやかな園地
（園地別の傾斜度）

5度、6度、10度、15度、17度

5 5

2.0 3.4

畑面に１列のみ植栽している
園地を対象に、連続する５本
を調査

備考

樹冠直径（縦）（平均値（ｍ））

樹冠直径（横）（平均値（ｍ））

　 調査全園地

10

2.1

2.6

2.4

平均値

備考

データ数

樹高　（平均値（ｍ））

樹高、樹冠の大きさは、1園
地につき連続する５本を調査
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【石積み保全の取組】 
石積みは、柑橘の収穫後の農閑期に補修されたり、必要な場合は新たに構築されているが、

高齢農家の離農が進む中、石積みの技術を伝承していくことが課題となっている。 
このため、果樹研究同志会が中心となって、若い担い手を対象とした研修会の開催、会報誌

での作業のポイントの解説など、技術伝承に向けた取組みが進められている。 

 

  
【写真１】座堀して、石積みの基礎となる根

石を並べていく。 
【写真２】根石の下に介石を入れ、固定層と

の隙間に栗石を入れる。 

  
【写真３・写真４】石積みと栗石に隙間ができないよう埋土を入れて埋もどしをする。 

  
【写真５】重機も使用するが、石を積んだり

埋土を入れたりは手作業となるため非常に

根気が必要となる。 

【写真６】完成した石積み 

  
 

【柑橘の栽培に適した「３つの太陽」】 

宇和海に面した急傾斜地に築かれた石積みの段々畑は、農作業を効率化するだけでなく、柑

橘の生育に適した環境づくりにも貢献している。 
石積みに当たった日光の「反射日射」「熱放射」と、海面からの日光の照り返しにより、樹
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体への日射の増加や地温上昇による土壌の乾燥という効果があるとされている。 
①太陽からの直射日光 
②海面からの照り返し 
③石積みからの反射日射や熱放射 

 
 
 
 
 
 
 

【急傾斜柑橘園の運搬を担った「軽便索道（ケーブル）」】 
大正初期、北宇和郡立間村（現宇和島市吉田町）の柑橘農家の薬師寺長吾は、急傾斜園地

での柑橘を運搬するため、別子銅山の鉱山用索道などを参考に、針金を使った長さ 450ｍの

「簡便索道（ケーブル）」を自作した。（写真１） 

その後、地元の鍛冶屋と改良を重ね、宇和海沿岸の段々畑に広く普及し、1965 年（昭和

40 年）には動力付ケーブルが 99 本、延べ 28ｋｍ、無動力ケーブルが 146 本、述べ 30ｋｍ、

受益地面積は計 150haまで普及していた。 

しかし、戦後に入り農道の整備、産業用モノレールが急速に普及し、軽便索道は徐々に姿

を消していった。現在は数機が佐田岬半島部の急傾斜地園地に残っており、今なお収穫した

果実の運搬等を担っている。（写真２、３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 薬師寺長吾考案の軽便索道    図 1 1950 年（昭和 25 年）当時の立間村のケー

ブルの分布（記号内の数値は年号を表す） 

 




