西宇和みかん支援隊
西宇和みかん産地の現状
西宇和地域は、温州みかんの生産量 3.8 万トン、86
億円、中晩柑を合わせると 140 億円の販売額を誇る全
国屈指のブランド産地であり、柑橘王国愛媛の牽引的
役割を果たしてきましたが、生産量の漸減とともに「産地
の力」に陰りが見えてきています。

近年 10 年で年平均 58 戸が離農
特に、温州みかんでは、県八幡浜支局管内で愛媛県
の半数以上が生産されていますが、ブランド産地と言え
ども、産地が抱える問題は何処も同じで、農業者の高齢
化や担い手不足が進み、年平均では新規就農者 16 人
の増加に対して 58 戸程度が離農し、基幹的従事者は
毎年 42 人以上が確実に減っていることになります。
こうした労働力不足の構造的な問題が、耕作放棄地
や鳥獣被害を増大させ、生産量の減少や品質低下を
招くとともに産地力を低下させ、結果として産地全体の
担い手がさらに減少する負のスパイラルを引き起こして
います。

西宇和みかん支援隊の設置
こうした中、西宇和地区では、喫緊に農繁期の労働
力を確保し、さらには担い手の確保・育成・定着をねら
いとして、平成 26 年 5 月に関係機関で構成される八西
地域農業振興協議会が推進母体となり、「西宇和みか
ん支援隊」を立上げ、援農者と新たな担い手の確保を
目指して、本格的な活動を開始しました。

支援隊立上げ式 26.5.22
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山）
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１―①西宇和みかん支援隊

八西地域農業振興協議会

ＪＡにしうわ 県(八幡浜支局) 八幡浜市 伊方町 西予市 市町農業委員会

活動は、JA にしうわ農業振興部農家支援課が事務
局を執り、県八幡浜支局地域農業室、関係市町の計
18 人が毎月定例のスタッフ会で課題解決や新規事業
推進について討議するほか、必要に応じて業務委託や
既存事業との連携を図っています。

担い手・援農システムの概要
雇用実態の把握

このため、300 人の雇用需要を確保することが、当面
の支援隊の活動目標になりました。
繁忙期の労働力確保
支援隊では、様々な雇用ニーズや多様な援農者の
確保を目指して、既存の確保事業はもとより、新たな事
業を展開しています。
真穴みかんの里アルバイター事業

まず、26 年 5 月に管内 2,400 戸に対して労働力の雇
用実態と将来の雇用需要について調査したところ、17
万人役の雇用需要に対して 14 万人役しか確保できて
おらず、５年後には１人当たり 70 日就労換算で約 300
人が不足することが判明しました。

この事業は、八幡浜市真穴地区において、ネットや広
告で東京、大阪からアルバイターを募集し、農家ホーム
ステイで繁忙期の 40 日程度を雇用するシステムで、平
成 6 年に始まり今年で 23 年目を迎えています。

２５年産の雇用実数と５年後の雇用需要（推定）
地域(共選)

２５年の雇用実数
雇用数/１戸当

延べ雇用数

５年後の雇用
農家希望数 延べ不足数 不足/１戸当
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26 年度も 154 人を雇用しましたが、実態調査からも
分るように、実際には労働力が不足しているのが現状で
す。
また、被雇用者の内訳は、リピーターと新規雇用が半
々であるため、労働能力の高いリピーターを確保する
ために、愛媛(みかん)→沖縄(さとうきび)→北海道(馬
鈴薯・玉葱)→長野(高原野菜)の移動バイターのゴール
デンロ-ドを構築すべく、他産地とのワークシェアも支援
隊の大きな仕事の一つになっています。
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このシステムは、実行委員会が松山市近郊でワーカ
ーを募集し、事前に登録している農家にマッチングする
仕組みで、農家が労働対価を実行委員会に支払い、ワ
ーカーに対しては八幡浜市内27店舗で使用できるクー
ポン券を支給します。
ワーカーは、クーポン券で八幡浜を満喫することがで
きる一方で、産地としては、八幡浜みかんのファンを増
やしながら、地域経済の活性化にも貢献することになり
ます。政府の経済政策よろしく、地域消費喚起型のプレ
ミアム商品券が交付される昨今ですが、お手伝いのク
ーポン券は、グローバル経済に相対したローカル経済
の活性化の好例を示すものであり、経済停滞すること
なく地域循環することで需要喚起の効果が発揮される
ため、お手伝いクーポン券の使用期間も 3 か月として
います。
こうしたボランティア活動は、クーポン券がクリスマス
オレンジフェスティバルなどのイベントでの使用や道の
駅「みなっと」のイルミネーションに活用されるなど、より
広範囲の地域活性策にも繋がっています。
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お手伝いプロジェクト
この取組みは、青年農業者グループ(みかん星)や地
域活性化支援グループ YGP(八幡浜元気プロジェクト)、
八幡浜市等がワークショップの中で、「松山にあってな
いもの、八幡浜にあってないもの」の発想から、松山で
結婚相談所を運営している(株)VOCE が「単なる婚活イ
ベントではなく、松山と八幡浜を結ぶ取組みが人の縁結
びに繋がる」ことを考えて、25 年から実施している有償
ボランティアのシステムです。

お手伝いプロジェクト事前研修の様子

支援隊では、実行委員会とともに、松山周辺企業・
団体への地域貢献活動への
参画提案やワーカーへのお手
伝い事前研修、課題となって
いた宿泊場所の手配の他、
移動手段としてはシャトル
バスの運行も行っています。
27 年は、208 人の実績でしたが、年々リピーターや
企業・団体などの地域貢献活動も増えているため、都
市農村交流のモデルケースとして、継続して支援してい
くこととしています。

農家元気応援隊プロジェクト
この活動は、県内の大学と管内の青年農業者が連携
して無償ボランティアで実施している活動で、今年で 6
年目を迎えています。
中心となって活動している伊方町青年農業者は、今
後の「援農のカタチ」がどうあるべきかをテーマにプロジ
ェクト活動を展開しており、大学で結成された「ミカンサ
ークル」の活動支援や大学での講師を務めるなど、農
作業やサークル活動を通じた都市農村交流を深めて
います。

昨年は、近隣市町で援農者を募集登録しましたが
求人農家７３件、求人数160 人に対して求職者１５人の
紹介と実績は上がっておりません。
今後も、愛媛県南予地方での人材確保は厳しくなる
ことが予想されるため、松山を始め、東京や大阪の都
市部に頼らざるを得なくなっています。
担い手の確保・育成・定着
援農者の確保のほか、担い手を確保して育成・定着さ
せる活動も支援隊の大きな任務です。
全国レベルでの担い手確保
繁忙期のアルバイト確保は、地元や近隣市町で確保し
づらくなっていますが、それ以上に農家の担い手確保
はますます厳しくなっているのが現状です。
支援隊は、26年度から、全国レベルでの就農・就業・
移住相談会に独自ブースを出展し、担い手の確保に努
めています。

元気応援隊に参加した松山大学生

こうした活動は、他地域にも波及し、八幡浜市川上地
区で愛媛大学農学部の学生と川上共選青年部が、お
手伝いプロジェクトのシステムを活用した有償ボランティ
アでの交流を始めています。
JA にしうわ農作業支援事業
これは、国の緊急雇用事業を活用し、JA にしうわが援
農者を臨時職員として雇用している取組みで、雇用相
当額を農家が支払い、各種保険や交通費を JA が負担
しています。
この取組みは、4 年目になりますが、他の事業で募
集する援農者よりも作業能力が高いため、平成27 年度
実績は 10 人で年間2,397 人役にもなり、管内の農家か
ら喜ばれています。

支援隊ブースでの就農相談対応

27 年度は、東京、大阪で開催された新・農業人フェ
アに、ふるさと回帰フェアなどの移住フェアに 5 回参加
し、延べ 81 人に対して相談活動を実施しました。

無料職業紹介事業
この取組みは、西宇和だけでなく、県内外を問わず
多くの JA でも実施されています。
援農者を確保したい農家(求人者)に求職を希望する
援農者(求職者)をサービスでマッチングするシステム
で、資格基準等に照らし、厚生労働大臣が認可した資
格を事業者が取得しています。

来場者の年齢構成

新・農業人フェアの様子

こうして全国で相談活動を行うと、来場者の年齢層が
若いことや極めて多様なニーズがあることに改めて驚か
されます。

共通して言えることは、ほとんどの相談者に農業経験
がないことや愛媛のことをほとんど知らないことです。
また、研修中や研修後の支援方策についても関心が
高く、就農や移住に対して大きな不安を抱えていま
す。
支援隊活動では、就農相談の反省を受けて、就農・
移住希望者がスムースに定着できるためのシステム構
築に特に力を入れています。
農家体験ステイ事業
この事業は、不安を抱えている相談者に就農・移住を
判断する足がかりとしてもらうために、3 日～1 週間程度
の期間を、農家さんと寝起きを共にし、農作業を体験し
ながら、西宇和地域のことを知ってもらうために 26 年度
から始めています。
ホームステイ方式のため、受け入れてくれる農家も
少ないのですが、体験をした方の不安は多少とも解消
され、次のステップに進むことができています。平成27
年度は、これまでに８人の体験を実施しています。

また、多くの方に西宇和での農作業を体験してもらう
ために、今年度は、みかん収穫ボランティアツアーとし
て、農作業をしながら都市と農村が相互理解を深める
「猫の手援農隊」を企画しています。

三瓶町蔵貫集落での体験者と受け入れ農家

モデル集落での受け入れ体制整備
新規参入の担い手が経営開始するためには、農地、

倉庫、選果機や動噴などの機械、車両などの資本装備
だけでなく、生活するための住宅や生活費が必要になり
ます。
農家子弟と異なり、新規参入者にはこれらの大きな
リスクが伴うことになります。
これらの解消として、青年就農給付金制度が活用さ
れていますが、柑橘で新たな経営を開始するために、
150 万円だけでは到底経営を開始できるはずもなく、１
農家が支援しても、条件の良い園地の確保すらままな
らないのが実態です。
そこで、支援隊では管内各市町にモデル集落を設置
し、集落ぐるみでリスク解消に向けた取組みを実践して
います。
川上地区では平成 26 年度に共選運営委員を核とし
た川上地区担い手育成支援チームを設置し、支援隊と
連携して、農地流動化や資本装備、労働補完、担い手
育成などの各意向調査をはじめ、新規就農者の確保、
地区 PR 活動などを実践しています。

研修中のは、支援チームで「農の雇用事業」を利用し、
研修中の生活費を確保しています。 また、農地、空き
家などの情報を収集し、就農に向けて支援しています。
経営や技術のスキルアップは、チームだけでなく、灌
水防除組合活動や各講習会への参加の他、集落内農
家との交流の中で磨かれています。

課題
支援隊活動の中で、問題となっているのが天候や宿
泊場所の確保です。天候まかせの収穫作業のため、や
むをえないのですが、援農者を受け入れる宿泊場所の
確保は、真穴アルバイターを始め、お手伝いプロジェクト
などの各取組みでも例年問題となっています。
宿泊場所の確保

就農時の準備については、農地、倉庫、機械、車両な
どの確保に伴うリスクを軽減するべく、チームが親身に
なって準備を進めます。
また、研修生は生産者のほとんどが参加する共選生
産者大会で紹介されるほか、祭りにも積極的に参加て、
地域農家との信頼関係構築にも取り組んでいます。

研修生を指導する集落チーム代表者

こうした取組みは、チーム代表者だけでなく、チーム
全員が真剣に考え、農家や地域住民の支えがあってこ
そ成り立つものであり、集落内にこうした土壌を培うこと
が肝要であると考えます。

真穴のアルバイターは、ホームステイで 40 日程度同
じ農家さんにお世話になりますが、他の援農システムで
は、基本的に宿泊場所がありません。
こうした問題を解決するためには、八幡浜市内にあり、
繁忙期に連続して宿泊できる施設が必要になります。
大都市では、援農者の確保が比較的容易なため、こ
うした施設は不要ですが、都市部から遠隔の産地では、
支援隊と連携させていただいている北海道の JA 富良
野に見られるように、アルバイター専用の宿泊施設や
数多く整備されている廃校再利用が必要になります。
廃校利用による宿泊施設整備
支援隊では、かねてよ
り八幡浜市内海岸部の廃
校となった舌田小学校に
着目し、宿泊施設に必要
な設備や運営方法等を
検討しながら、27 年 1 月
に八幡浜市に提案したと
みかんの里宿泊・合宿施設
ころ、今年度中の整備、稼働が決定しました。
【みかんの里宿泊・合宿施設の概要】
【施設整備】
＜整備主体＞八幡浜市
＜整備目的＞農繁期の雇用確保・I ターン就農者の確
保・農村と都市との交流
＜施設概要＞2 階建て 1,600 ㎡
＜改修内容＞
27 年度 1 期工事 1 階部分の改修
客室32 室・管理人室・厨房・食堂・浴室12 室・洗濯室・
宿泊者トイレ・管理人用トイレ
28 年度 2 期工事 2 階部分の改修
客室１１室５６人 浴室、洗面、トイレ改修 合計８８人
【管理運営】
＜管理運営形態＞利用許可方式(施設貸与)
＜管理運営主体＞JA にしうわ

＜利用対象＞みかんアルバイター・ I ターン就農希望
者や通年アルバイター・外国人農業研修者・ マウンテ
ンバイク等の各種イベント

に留まらず、県や市町の地域政策業務ともさらに連携
する必要に迫られています。
そのためには、地域を愛する強い気持ちと、これに
応える地域住民の理解と協力が大切だと考えていま
す。
雇用する側の労務管理能力の向上

マンダリン開所式

残された課題として、援農者の作業能力の向上があ
りますが、雇用する側次第で援農者の能力は飛躍的に
向上します。 ややもすると、援農者を労力として扱った
がために作業効率が悪くなったり、継続した援農者の確
保ができなくなる場合も稀にあるようです。
支援隊では、雇用者マニュアルを作成し、援農者を雇
い入れる際の心得として、安全配慮や労災保険へ加入
すること、作業の方法や意味を的確に丁寧に教えること
衛生面や省力化などの作業環境を整備することに加え
コミュニケーションや人間関係の大切さなどを指導して
います。
今後の展望

客室(4 教室×8 区分)

シャワー室(4 連×3)

こうした、廃校利用の宿泊施設は全国に数多くありま
すが、ほとんどが都市と農村の交流施設として活用され
ており、農業に特化したものはあまりありません。
支援隊では、全国の事例を調査する中で、西宇和に
とって利用効率が高く、地域に愛される施設を目指して、
施設の管理・運営規定の作成や施設内備品の整備等
を急いで進めています。
空き家を活用した担い手住宅、研修者シェアハウス
先に川上地区担い手育成支援チームの活動に触れ
ましたが、川上チームでは、空き家を定着予定の新規
参入者の住宅として活用することを進めています。
また、今年度から川上と同様に真穴でも支援チーム
が立上がり、2 軒の空き家を借り上げ、担い手住居や就
農希望研修生のシェアハウスとして利用を始めました。
真穴チームは、3 年前からこうした空き家利用を検討
し、意向調査や空き家持ち主への依頼等を熱心に進め
てきましたが、今年度まで遅々として活用が進みません
でした。
支援隊は、真穴・川上の活動を支援し、やっと成果が
見え始めてきましたが、今後の過疎化による空き家の
発生がますます増える中、こうした活動は、農の領域に

柑橘経営は、摘果、袋掛け、収穫等の労力が必要な
ため、水稲等のように機械化が進む作目ではなく、今
後も生産量を維持していくためには、どうしても雇用労働
力の確保は欠かせません。
農村人口の減少や高齢化が進む以上、都市部から
の人の流入がなければ、ブランド産地である愛媛県、
西宇和地区と言えども、生産量の減少によって「産地の
力」は脆弱となります。
お手伝いプロジェクトや大学連携等の新規事業も今
の 20 代の青年が中心に進めていることです。
また、23 年目を迎える真穴アルバイターの取組みも、
立上げから真穴雇用促進協議会の代表を務めている
松浦有毅氏が「当初は理解者が少なかったが、継続す
ることで時代も変わり、支援者も増えた」と言われてい
ます。
援農は、地域で活動する方々とそれを支援する地域
の方々の思いのベクトルの合成であり、今後の産地の
動向も援農なくしては考えられない時代が必ずや到来
すると考えます。

