
実施日 市町名 地区・集落名 実施内容 参加団体

H26.4.6 内子町 立石集落
立石春まつりに係る会場設営、機材準備な
ど

㈱伊予銀行、三浦工業㈱、㈱四国シキシマパン、日本食研ホー
ルディングス㈱

H26.7.13
久万高原
町

中津地区 中津クリーンデー　旧中津小学校周辺整備 ㈱伊予銀行、三浦工業㈱、日本食研ホールディングス㈱

H26.9.6 内子町 立石地区
第8回尾首の池月を愛でる会（観月会）の会
場設営、機材準備等

㈱四国シキシマパン、㈱ＮＴＴドコモ四国支社愛媛支店、㈱伊予
銀行、三浦工業㈱

H26.10.12 内子町 池田地区 池田自治会運動会のスタッフ兼選手 ㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H26.10.19 西条市 大保木地区
平成26年度大保木地区大運動会の準備、
片付け及び運営手伝い等

一宮グループ、日本食研ホールディングス㈱、㈱伊予銀行、㈱
住友重機械工業、愛媛サニタリープロダクツ㈱、三浦工業㈱

H26.10.26 内子町
長田自治会
（長田地域）

長田「食の文化祭」会場設営、バザーの準備
等

三浦工業㈱

H26.11.2 内子町
五十崎地域（五十
崎自治センター）

うちこわまつりの会場設営、機材準備、イベ
ントの支援

日本食研ホールディングス、㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H26.11.9 伊予市 佐礼谷地域
されだにきてみん祭における準備・運営・片
付け

日本食研ホールディングス㈱、㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H26.11.16 伊予市 佐礼谷地域 雑竹林の整備作業 三浦工業㈱

H26.11.23 宇和島市 御槇地区
御槇ふるさと市、みまき山里に沈む夕日フォ
トコンテスト展覧会の運営補助

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H26.11.30 伊予市 永木地域
小径の竹、雑木の伐採、植栽した紫陽花の
足元整備。

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H27.3.15 内子町 中田渡地区 「第31回中田渡ふるさとまつり」の開催支援 ㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H25.4.7 内子町 立石集落
立石春まつりに係る会場設営、機材準備な
ど

㈱伊予銀行、三浦工業㈱、日本食研ホールディングス㈱、㈱四
国シキシマパン

H25.6.22 上島町 高井神集落 港周辺の草刈り ㈱伊予銀行、三浦工業㈱、㈱IJC４名

H25.9.21
（準備）

内子町 立石地区
第7回尾首の池月を愛でる会（観月会）の会
場設営、機材準備等

㈱伊予銀行、㈱四国シキシマパン、三浦工業㈱

H25.9.22
（当日）

内子町 立石地区
第７回尾首の池月を愛でる会（観月会）の運
営手伝い等

㈱伊予銀行、㈱四国シキシマパン、三浦工業㈱

H25.9.22
久万高原
町

中津地区
さくらを植樹している場所の下草刈り、蔓切り
など

㈱伊予銀行、愛媛信用金庫、三浦工業㈱

H25.10.6 内子町 池田地区 池田自治会運動会のスタッフ兼選手 ㈱伊予銀行、日本食研ホールディングス㈱、三浦工業㈱

H25.10.14 伊予市 佐礼谷地区
棚田ふれあい教室における準備・運営・片付
け

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H25.10.20 西条市 大保木地区
平成25年度大保木地区大運動会の準備、
片づけ及び運営手伝い等

㈱伊予銀行、一宮グループ、愛媛サニタリープロダクツ㈱、住友
重機械工業㈱、日本食研ホールディングス㈱、三浦工業㈱

H25.11.10 伊予市 佐礼谷地区
されだにきてみん祭における準備・運営・片
付け

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H25.11.24 宇和島市 御槇地区
御槇ふるさと市、みまき山里に沈む夕日フォ
トコンテスト展覧会の運営補助

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H26.3.2 宇和島市 御槇地区
旧保育所を宿泊所に改修した「みまきガーデ
ン」のオープンに向けた清掃や修繕等の作
業

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

元気な集落づくり応援団マッチング事業 各団体参加実績（H22～H26）



実施日 市町名 地区・集落名 実施内容 参加団体

H24.6.16 上島町 高井神集落 港周辺の草刈り ㈱伊予銀行、おいでんさいグループ

H24.7.28
（準備）

大洲市 岩谷地区
「山鳥坂夜神楽」会場の草引きや清掃など
の準備

一宮グループ

H24.8.13
（当日）

大洲市 岩谷地区 「山鳥坂夜神楽」の売店準備及びスタッフ 一宮グループ

H24.9.29 内子町 立石集落
第6回尾首の池月を愛でる会（観月会）の会
場設営、機材準備等

日本食研ホールディングス㈱、㈱伊予銀行、三浦工業㈱、㈱四
国シキシマパン

H24.10.21 西条市 大保木地区
平成24年度大保木地区大運動会の準備、
片づけ及び運営手伝い等

㈱伊予銀行、愛媛サニタリープロダクツ㈱、一宮グループ、三浦
工業㈱、住友重機械工業㈱

H24.10.21 内子町 池田地区
地区で植栽している「山茶花ロード」の草刈
り、清掃など

㈱伊予銀行、三浦工業㈱

H24.11.11 伊予市 佐礼谷地区
されだにきてみん祭における準備・運営・片
付け

三浦工業㈱、聖カタリナ大学

H25.2.24
久万高原
町

中津集落
桜を植樹している場所の下草刈り、つる切り
等

三浦工業㈱、日本食研ホールディングス㈱、㈱伊予銀行

H25.3.10 伊予市 佐礼谷集落 空き家活用に向けた清掃、片付け 三浦工業㈱、日本食研ホールディングス㈱、㈱伊予銀行

H25.3.16 西条市 千町集落 耕作放棄地の環境整備 三浦工業㈱、㈱伊予銀行

H23.6.11 上島町 高井神島 港周辺の草刈り 三浦工業㈱、おいでんさいグループ

H23.7.31 大洲市 岩谷地区
「山鳥坂夜神楽」会場の草引きや清掃など
の準備

一宮グループ

H23.8.13 大洲市 岩谷地区 「山鳥坂夜神楽」の売店準備及びスタッフ 一宮グループ

H23.9.23
久万高原
町

中津集落
桜を植樹している場所の下草刈り、つる切り
等

㈱伊予銀行

H23.10.23 西条市 大保木集落
平成23年度大保木地区大運動会の準備、
片づけ及び運営手伝い等

ルネサスエレクトロニクス㈱、一宮グル―プ、㈱伊予銀行、住友
重機械工業㈱、愛媛サニタリープロダクツ㈱

H23.11.20 伊予市 佐礼谷地区
されだにきてみん祭における準備・運営・片
付け

聖カタリナ大学、三浦工業㈱

H22.5.30 西予市 舟戸地区
分館で管理している「西海寺公園」「舟戸分
館集会所」の清掃除草作業

聖カタリナ大学

H22.6.18 西予市 高山地区
あけはま大早津海岸の清掃作業に向けた下
準備（ヤシ伐採等）

四国電力㈱宇和島支店

H22.7.4 宇和島市
津島町
下本町二集落

生活道路及び岩松川河川敷の清掃、除草、
草刈

㈱愛媛銀行岩松支店

H22.7.10 上島町
高井神島
集落

港周辺や小学校の草刈り ㈱愛媛銀行弓削支店、おいでんさいグループ

H22.8.1
（準備）

大洲市 岩谷地区 夜神楽会場の清掃、周辺の草刈、除草等 一宮グループ

H22.8.13
（当日）

大洲市 岩谷地区
夜神楽会場、舞台装飾の準備、出店の準
備・売り子等

一宮グループ

H22.9.26
久万高原
町

中津集落 草刈機や鎌を使っての「つる切り」等 三浦工業㈱、㈱伊予銀行、愛媛信用金庫

H22.10.3 今治市 大見集落
集落内清掃・管理の応援（集落道・水路の草
刈機による草刈等）

日本食研ホールディングス㈱

H22.10.24 西予市 川津南集落
坂本龍馬「脱藩の道」（旧街道）の清掃、整
備作業

㈱伊予銀行、㈱愛媛銀行

H22.12.4 伊予市 佐礼谷地域 川に群生している葦の刈取り 聖カタリナ大学
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