
「豊かな自然が育む資源を生かして、活力のある農林業、

誰もが住みたい地域」を目指して。

島根県東部の農林業

島根県東部農林振興センター

平成２５年８月

平成２4年度しまねの農村景観フォトコンテスト最優秀賞
（風景部門） 「夜明け 」（雲南市大東町：山王寺棚田）



Ⅰ　管内の概要

１　管轄区域と立地条件

２　気象状況

※気象庁データ （1981～2010平均値）

　東部農林振興センターの管轄する区域は、島根県東部に位置し、北は日本海、東は鳥取
県、南は広島県に接する中国山地の分水嶺にある。県庁所在地である松江市、並びに安来
市、雲南市、出雲市の４市、及び奥出雲町、飯南町の２町からなり、 管内人口は48万3千人
（H24.3現在)、面積は2,782km2である。

　本センター管内は、海岸部から山間部まで広範な地域のため、気象状況も地域により大き
く異なる。

東部農林振興センター管内図島 根 県

出雲家畜衛生部

(出雲家畜保健衛生所)

出雲事務所

雲南事務所

東部農林振興センター
(本所） 松江家畜衛生部

(松江家畜保健衛生所)

広島県

鳥取県

西部農林振興センター

出雲圏域

松江圏域

雲南圏域

松江農業普及部安来支所

松江市

安来市

出雲市

飯南町

雲南市

奥出雲町

　　　　　　　項目
ｱﾒﾀﾞｽ地点

年平均気温
(℃）

年間降水量
(㎜)

日照時間
(h)

　松　江 14.9 1,787 1,696

　出　雲 14.6 1,685 1,693

　赤　名　(飯南町) 11.5 2,023 1,360
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Ⅱ 管内農林業の概況等
１ 管内農林業の概況
東部管内は、総面積においては県内の４割であるが、農家戸数及び耕地面積、農業産出額で

は県内の約６割を占めており、県内の中心的な農業地帯となっている。

米、畜産、野菜が農業産出額の上位を占め、米に対する依存度は依然高いものの、都市的地

域から山間農業地域までの幅広い立地条件の中で、基幹的な園芸品目（果樹、花き、野菜）や

少量多品目の生産・販売が展開されている。

また、管内の民有林面積は、県内民有林の37％を占める約18万４千ha、人工林は県内の43％

を占める約８万haであり、人工林率は43％と県平均の37％を6ポイント上回っている。

２ 新たな農林水産業・農山漁村活性化計画第２期戦略プランに基づ

く地域プロジェクトの概要
管内の農林業の振興を図るため、平成２４年度～２７年度までの４年間を第２期の行動計画

として、農業関係１３本（松江３、安来１、雲南４、出雲５）、林業関係９本（松江・安来２、

雲南３、出雲４）を「地域プロジェクト」に位置づけ、農林業者、行政、関係団体等が一体と

なって目標達成に向けて取組んでいる。

初年度の平成２４年度においては、農業部門、林業部門とも全成果指標項目数の約６割が目

標を達成した。（平成２４年度目標の８割以上を達成した成果指標項目数の割合は、農業部門

が７割弱、林業部門は９割以上）

当センターとしては、共通課題を抱えるプロジェクトにおいては、横断的な研修会（担い手

育成、産直、林業）を開催するなど、情報共有等に努めた。

平成２５年度は、進捗状況の遅れや成果指標の達成が懸念されるプロジェクト等を重点的に

支援することとしている。

【農業部門】

圏 域 プロジェクト 成果指標 H24 目標達成 プロジェクトの内訳

数 項目数 項目数

松 江 ３ ７ ３（ ４）産直、キャベツ・柿、牡丹の振興

安 来 １ ２ １（ ２）産直・イチゴ・切り花振興

雲 南 ４ １３ １１（１２）エコ米、和牛、産直・園芸品目の振興、

横田国営開発農地再生

出 雲 ５ １７ ８（１１）出雲産品、水田高度利用、耕畜連携、

新たな担い手育成、環境調和農業推進

計 １３ ３９ ２３（２９）

【林業部門】

圏 域 プロジェ 成果指標 H24 目標達成 プロジェクトの内訳

クト数 項目数 項目数

松江・安来 ２ ３ ２（ ３）木材生産倍増、県産材製品の需要拡大

雲 南 ３ ６ ２（ ５）木材増産、木材活用促進、奥出雲キノコの里づくり

出 雲 ４ ９ ７（ ９）素材生産の増産、製品づくり拡大、菌床椎茸の振興、

出雲の海岸砂丘林再生

計 ９ １８ １１（１７）

（注）「Ｈ２４目標達成項目数」の（ ）内数値は、目標の８割以上を達成した項目数
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【松江・安来圏域】
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【雲南圏域】
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【出雲圏域】
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３ 農業の圏域別特色と地域プロジェクト関連重点普及活動
（１）松 江・ 安 来 圏 域

ア 松江・安来圏域農業の特色
旧松江市に代表される都市近郊と安来市の平坦農村、旧八束・能義地域の中山間農村が混在

している圏域である。

特徴的な作物としては、松江市湖北地区の早場米、施設野菜（松江市のきゅうり、安来市の

いちご、松江市・安来市のトマト等）、露地野菜（松江市のなす、中海干拓地のキャベツ等）、

果樹（安来市の二十世紀梨、松江市の柿）、花き（安来市のきく・トルコギキョウ、松江市の

ボタン等）、安来市の生乳などがあり、県内でのシェアも大きい。

松江市八束町で栽培されているボタンは、国内はもとより海外（台湾等）へも輸出されてい

る。

安来地域では、ほ場整備を契機として大型集落営農組織が相次いで設立され、スケールメリ

ットを活かした土地利用型農業の展開と併せ、大豆の加工品開発等の取組も進んでいる。

また、都市近郊の条件を生かし、新鮮な地場野菜や減農薬・減化学肥料栽培方法により生産

されたこだわり農産物の直売所やインショップ等での販売も拡大してきている。

イ 地域プロジェクト関連の普及活動事例等

「地域資源をフル活用した松江大根島牡丹の生産基盤の再構築と高付加価値

商品の販売拡大プロジェクト」

抑制栽培の開花率向上

【目的】

H23 年産の抑制栽培ボタンで問題となった未開花症状の発生要因解明と開花率の向上を目指
す。

【課題と対策】

●保存用冷蔵庫の温湿度調査や管理状況調査を実施し、庫内の温湿度ムラや出庫後の順化処

理に問題があるものと推察

● H24に冷蔵庫を改修し、管理方法を見直した結果、商品化率が大幅に向上
● H25は冷蔵庫の温湿度をモニタリングするとともに、出庫後の管理マニュアルを作成し、
改善策を徹底

知識・技術の共有化と高位平準化の推進

【目的】

ボタン品種のデータベース及び栽培指針の作成、病害

虫対策の確立等による知識・技術の共有化と栽培技術の向

上を図る。

【課題と対策】

●ボタン品種データベースの作成：画像 データや品

種特性、DNA情報等を蓄積 保存。今年度中に約350

品種のデータ ベースを構築し、商品カタログの作

成など販売場面で活用予定。 ボタンのデータベース
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●栽培指針の作成：各生産者で継承されてきた技術や栽培試験のデータ、病害虫発生事例等

を取りまとめた指針を作成。

●病害虫対策の確立等：連作障害対策として台木の温湯消毒の実証、栽培暦の改正、緑肥作

物や土壌深耕による効果検証。

産地の維持・拡大に向けた仕組みづくりと担い手育成

【目的】

新規栽培者の掘り起こしや作業の外部委託体制等の整備による生産基盤の再構築を推進す

る。

【課題と対策】

●生産者の意向調査を実施し、今後の推進方策を検討

●認定就農者の研修中のフォローアップや栽培技術習得支援

「まつえ特産品（松江の柿）産地強化プロジェクト」

「松江の柿」の生産を支える仕組みづくりと商品性向上

【目的】

産地維持のため、規模縮小志向者の実態把握と支援体制の検討

により柿園地の保全に向けた仕組みを作る。

【課題と対策】

●規模縮小志向者の農地実態の把握とリストアップ

●農地実態調査に基づく生産支援体制（作業受託組織、松江柿

塾等）の検討、体制案の策定

西条柿の栽培及び加工技術の向上

【目的】

生果、あんぽ柿、ころ柿を併せ持つ産地として、加工原料を含

めた柿の安定生産に取り組むと共に、加工技術の向上を図る。

【課題と対策】

●発芽不良対策、出荷量予測の精度向上、樹上軟化対策の実証

●イオウ燻蒸をしないあんぽ柿の製造に向けた試験加工

●良質な干し柿生産のための衛生管理の向上

「まつえ特産品（くにびきキャベツ）産地強化プロジェクト」
栽培技術の向上と産地拡大

【目的】

新規栽培者の育成等により栽培面積を拡大し、生産基盤

整備等により生産性を向上するとともに、ＧＡＰ（美味し

まね認証）管理手法の高度化により産地強化を図る。

柿園の現地調査

柿加工研修

キャベツ部会関係者と圃場
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【課題と対策】

●新規就農者の確保・育成のための「だんだん営農塾」を開催（定員 5名、H25～ 27年）
●ＧＡＰの取り組み支援

・ＧＡＰ現地研修会、他産地との交流会開催

・ＧＡＰモデル農場の拡大、美味しまね認証監査、土壌診 断に基

づく施肥改善

・害虫の発生予察による適期防除

●空撮による土壌病害マップの作成と病害拡大防止

●県外市場等へのくにびきキャベツのＰＲ活動

「やすぎ地域特産物の産地活性化と地産地消の推進プロジェクト」
顧客に支持されるいちご産地づくりと県下の先駆けとなるトルコギキョウ産地の育成

【目的】

【課題と対策】

●販売強化による知名度アップと有利販売の

実現

・販売戦略の明確化と有利販売対策の推進

・知名度向上と消費拡大

●生産の安定化

・病害対策の実施と適期管理

・優良種苗供給体制と選花場の運営体制の確立

・新技術導入（高設底面給水育苗、無育苗栽培）

●新規就農育成確保対策の強化

・新規就農者の栽培技術向上

・新規栽培希望者の確保支援

生産と販売が一体となった地産地消の推進

【目的】

普及組織と安来市やＪＡが共通認識を持
ち一体となって、知名度の向上と販路拡大
を図るとともに、生産物の高品質化と安定
供給できる産地づくりを目指す。

道の駅「なかうみ菜彩館」）において、
顧客ニーズに沿った計画的な生産体制と、
一層円滑な集荷販売ができるシステム構
築を目指す。

気球による根こぶ病調査(空撮)

新鮮な農産物を提供する直売店舗

栽培の拡大が進むトルコギキョウ

県内一のいちご産地「やすぎのいちご」
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【課題と対策】

●直売品の安定した生産出荷体制の構築

・安定生産への取り組み支援

・指導体制の確立

・集荷体制の改善と出荷技術の向上

●特徴ある店舗づくりと生産から販売までの

システムづくり

・地域の特徴を活かした店舗づくり

・生産と販売までの情報共有のシステムづくり
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（２）雲 南 圏 域

ア 雲南圏域農業の特色
準高冷地を含み標高差が600m以上と、地勢の変化に富んだ中山間地帯であり、耕地の規模は

小さく、また高齢化も進んでおり、農業基盤として恵まれた条件とはいえないが、豊かな自然

を活かした地産地消、地産都商による産直や、食育活動等が盛んな地域である。

産直は、平成１３年に「奥出雲産直振興推進協議会」を設立し、地域が一体となった取組に

より、地元や関西での販売を着実に伸ばしている。

昔から水稲と肉用牛が基幹的な作目であり、エコロジー米等地域の特徴を活かした米づくり

や、「奥出雲和牛」ブランドとして肉用牛の地域内一貫生産体制が進められており、その品質

は現在も高く評価されている。

園芸品目では、「みどりちゃん」ブランドによる水耕野菜の生産が行われており、雲南市、

飯南町で葉ねぎやサラダホウレンソウ、水菜など７品目の生産・出荷を行っている。山陰、関

西の市場や契約先を中心に年間 約２億円の販売額があり、雲南地域を代表する品目となって

いる。

また、冷涼な気象条件を活かした高品質な切り花の栽培も盛んに行われており、特に県の重

点品目であるトルコギキョウは県内最大の産地で、305aで栽培され、生産額は約5,500万円で

ある。近年、新規就農者による取り組みも増えている。

地域農業の担い手として、３割強の集落で集落営農が組織されており、そのうち集落営農型

法人は４２組織である。

イ 地域プロジェクト関連の普及活動事例等

「雲南農業を支える産直と園芸産地の強化プロジェクト」

【目的】

【課題と対策】

●産直の充実

・計画生産・栽培技術の指導（研修会、栽培講習会）

・特色ある商品づくり(農産加工研修会、巡回指導)

・魅力ある直売所づくり（新企画の実施支援等）

●地産都商の拡大

・JA雲南を中心とした販売店舗数の拡大
●園芸品目生産体制の充実

・複合経営モデルの作成と栽培技術の向上（研修会、

巡回指導）

・産直向け果樹の作付け推進（展示実証ほの設置等）

消費者ニーズに応じた品揃えの充実確保が課題であり、園
芸振興と連携した取り組みで生産技術の向上を図るととも
に、栽培履歴記帳、食品表示、衛生管理の徹底、品質の高度
化など、消費者の信頼度を高める商品づくりの徹底を図る。

道の駅「よってごしな菜」

地産都商活動

店舗診断活動
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「島根の米をリードする雲南の米づくりプロジェクト」

【目的】

【課題と対策】

●新企画商品「田植え囃子」販売拡大支援

・JA雲南を中心とした販売促進活動の側面的支援
●更なる面積拡大支援

・集落営農組織の法人化に併せた取組推進

・種子の温湯消毒体制の検討

●「コシヒカリ」品質低下地域での品質向上対策、「つや姫」、「きぬむすめ」への転換推進

・「つや姫」栽培技術確立実証圃の設置運営と活用

・各種研修会、総会等を通じた新規栽培者等の技術習得

●「仁多米」を更に確固たるものとするための良食味米生産技術の組立

・ケイ酸肥料施用を中心とした実証圃設置（生育確認と収量・品質・食味調査）

●赤来ライスセンターの老朽化に伴う対応策

・飯南町ではうるち米の 80 ％をエコロジー米にする目標、将来を考慮した施設整備計画策定

「横田国営開発農地再生プロジェクト」

【目的】

【課題と対応】

●品目選定や生産技術等、営農体系の確立支援

・営農計画の策定や栽培技術等の指導、経営状況の確認

指導を実施。

●生産物の商品化（高付加価値化、加工等）、販路確立の支援

雲南地域では、中山間地帯という自然条件や古
くからの良質米生産地帯という特徴を活かすため、
近年、エコロジー米の生産拡大を図っている。
引き続き集落営農法人等への働きかけによって、

更なる生産拡大に取組むとともに、精米袋「田植
え囃子」の販売拡大等の活動を支援する。

遊休農地の解消を図るため、農地の再整備と併せ
担い手への集積促進を図る。
また、参入企業、農業生産法人、認定農業者、新

規就農者等、多様な担い手の育成と営農確立支援、
町農業公社や参入企業の作業受託による労力補完
・省力化の仕組み作り、参入企業と地域農家が連
携した生産・販売等の取組みを推進する。

新精米袋「田植囃子」

ｴｺﾞﾏのｺﾝﾊﾞｲﾝ収穫

新品目「イチョウイモ」の定植

神話博しまねでの PR(11/3,4)
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・商品改良の推進と企業間連携の促進、販路開拓情報

の収集・提供と商談推進の支援。

●新規参入企業等、新たな担い手の参入促進と育成

・農地情報の整理・発信と参入意向等の情報収集や現

地説明会等の実施。

・営農計画策定への助言・指導と事業活用等の支援。

●地域における労働力補完や連携の仕組みづくりの

中での生産振興

・高齢化が進む中で開発営農確立のため、参入企業等と連携した労働力の補完や省力化、契約

的栽培等、生産から販売までの新たな仕組みづくりによる生産振興。

奥出雲農園のトマト養栽培液
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（３）出 雲 圏 域

ア 出雲圏域農業の特色
県内最大の穀倉地帯である出雲平野を中心に、北は海岸部の砂丘地帯、南は中山間地域から

なり、本県耕地面積の２１％占める耕地を活用し、それぞれの地形や気候に応じた多様な農業

経営が展開され、本県農業産出額の約１／４（平成１８年生産農業所得統計）を占めている。

野菜では、「斐川のキャベツ・たまねぎ」、「平田のブロッコリー」、｢アスパラガス｣があり、

斐川町では「枝豆」栽培も拡大しつつある。また、｢青ねぎ｣は「美味しまね認証」を取得する

グループもあるなど安全と品質の確保を目指した生産も行われている。果樹では、本県屈指の

生産を誇る｢出雲・大社のぶどう｣｢平田のかき｣｢多伎のいちじく｣があり、特にデラウェア(加

温)は、全国でも有数の規模となっている。花きでは、｢荒茅(出雲)のきく｣｢斐川のシクラメン｣

が中心で、県内シェアも大きい。

土地利用型作目では、水稲・麦・大豆を中心とした水田農業が中核となっている。水稲は、

コシヒカリ・きぬむすめが主体で、近年、きぬむすめの栽培面積が大幅に拡大しており、温暖

化対応の新品種「つや姫」の本格的栽培も平成２４年から始まった。ハトムギは、栽培開始７

年目で８０ｈａ以上の面積となり、全国有数の生産規模に拡大した。また、農地集積や機械化

によるコスト低減などへの対応から、認定農業者や集落営農組織による作付面積のシェアが高

い。

イ 地域プロジェクト関連の普及活動事例等

「「出雲」産品の出荷システム構築プロジェクト」関連

ぶどうリース団地の推進

【目的】

【課題と対策】

●新規リースハウスの設置〔目標：H25：1ha、H26：2ha、H27：2ha〕
・「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」(国庫)により設置。

・事業費：1,472万円／ 10ａ。国：1/2、出雲市：1/6補助。
・リース期間 21年。年間リース料 29万円。
・入植から３年間は、県とＪＡいずもがリース料を負担することにより無償化。

・ハウス共済はＪＡいずもが負担。

ＪＡいずも管内のデラウエアは、単価の低迷や原油高騰
等により収益性が低下するとともに、高齢化等の進行に
より生産減少が顕著である。
さらに、平成 24 年春先の雪害・風害からのハウス復旧

率は低調で、産地全体が総じて沈滞ムードにあり、将来、
産地縮小の危機を迎えている。
このため、アグリビジネススクールを受講した新たな

担い手等を中心に、シャインマスカット等の生産性の高
いリース団地づくりにより産地再生を目指す。 低コスト大型ハウス
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「水田利用高度化プロジェクト」

【目的】

【課題と対策】

●水田活用による作物生産の安定化

・温暖化によるコシヒカリの品質低下に対応した新品種「つや姫」の導入

・ハナエチゼン熟期「島系 72号」の特性把握：新品種導入実証ほの設置
・大麦、大豆採種事業による優良種子の安定生産

●園芸作物の導入推進

・集落営農組織等の担い手を中心とした園芸作物の導入推進

・加工業務用品目（たまねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ）の拡大による省力生産の推進 ・

赤名黒姫丸による枝豆の作型拡大試験

「新たな担い手育成プロジェクト」
アグリビジネススクール就農チャレンジ講座

【目的】

【課題と対策】

●ぶどうリース団地への入植推進

・「シャインマスカット」をメインに、ぶどうリース団地への入植を推進。

●講座の強化拡充支援

・平成 23年度講座から、旧斐川町振興品目の「キャベツ」を追加実施
・経営関係講座の強化拡充

近年の温暖化等によりコシヒカリの品質が低下し、
園芸作物の生産も伸び悩んでいる。（特にたまねぎの
栽培面積は大きく減少）
このため、集落営農組織等の担い手を中心に、温暖

化に対応した水稲品種への速やかな移行や土地利用型
作物に加え園芸作物の栽培を推進し、水田の高度利
用を促進する。

出雲の３大特産果樹【ぶどう・柿・いちじく】
と野菜（ブロッコリー、アスパラガス、青ねぎ、
あすっこ、キャベツ）の４コースを設け、座学、
実習及び農家での栽培体験を実施。関係機関と連
携し、園地(空きハウス等)の斡旋や補助事業の活
用等により、産地の担い手や「農業サポーター」
を育成する。

就農チャレンジ講座のブドウ栽培実習

二条大麦の採種ほ調査
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４ 林業の圏域別特色と地域プロジェクト活動
（１）松 江・安 来 圏 域
ア 松江・安来圏域林業の特色

民有林面積は約５万８千ha、人工林面積は約２万１千ha、人工林率は36％となっており県内

平均の37％と同程度である。また、保安林面積は約１万４千haであり、民有林の24％を占めて

いる。

森林整備の担い手である森林組合は２組合、通年雇用の作業員は53人である。

木材関係事業体（木材協会登録数）は、木材業17社、製材業 24社である。また、隣接する境港市も含

め合板メーカーが３社あり、近年は県産スギ材の受け入れ先となっている。

イ 地域プロジェクト活動

「木材生産倍増プロジェクト」

人工林を中心とする森林資源の充実や合板用原木需要の増加等の要因により木材生産量は増

加傾向にあるものの、山林の小規模、分散化等によりその生産性は低く、需要に対応できる原

木生産が十分になされていない状況にある。

今後は、引き続き施業地の集約化や路網整備等に取り組み、木材生産の低コスト化を目指す

とともに、森林組合と素材生産事業体の連携による主伐を進めるなど、地域材の増産に向けた

取り組みを強化していく。

〔Ｈ27成果指標〕 木材生産量（単年）：14,000㎥（H24実績: 9,100㎥ ）

「県産材製品の新たな需要拡大プロジェクト」

山陰最大の消費地である中海圏域にありながら、新設住宅着工戸数の減少などで木材需要が

落ち込み、地域の製材所による県産材の加工・供給体制は減退傾向にある。

今後は素材生産事業体との直接取引による原木の低コスト化や高次加工施設の導入による製

材品の高品質化を進め、地域内の公共・民間建築物での県産材シェアを高めるとともに、都市

圏域等への販路拡大により地域材の需要拡大を目指す。

〔Ｈ27成果指標〕

○県産材製品県外出荷量：420㎥（H24実績：282㎥）

○顔の見える木材での家づくり活動グループの木造住宅着工戸数:90戸

（H24実績:52戸）

【伐採現地における林業機械】

利用間伐地で、木材の出荷に備えて造材作業を行

う高性能林業機械（ハーベスタ）。平成２３年度森林

整備加速化・林業再生事業により、しまね東部森林

組合が導入。
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【県産木造住宅】

安来市が石原町帳団地に地元木材を活用した公営

住宅を整備。(24 年度公共建築物における木材利用
の基本方針を策定)

ウ 有害鳥獣対策の概要

①有害鳥獣被害対策交付金

有害鳥獣による農林作物への被害を未然に防止するため有害鳥獣被害対策を積極的に取り組

んでいる市町村を支援するため、有害鳥獣被害対策交付金（しまね市町村総合交付金）を交付

する。

・交付対象：被害防除対策費、捕獲対策費、被害対策推進費

② 鳥獣被害特別措置法に関する市町村の取組支援（国庫補助）

鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫補助）

ソフト：協議会開催費、箱わな導入費、狩猟免許取得講習会受講経費等

ハード：侵入防止柵
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（２）雲 南 圏 域
ア 雲南圏域林業の特色

民有林面積は約９万ha、人工林面積は約４万４千ha、人工林率は49％と県内で最も高い率で

ある。また、保安林面積は約４万７千haであり、民有林の過半を占めている。

森林整備の担い手である森林組合は３組合、通年雇用の作業員は165人である。

木材関係事業体（木材協会登録数）は、木材業 20社、製材業16社である。仁多郡森林組合は間伐材ス

トックヤードを活用して合板用原木を出荷しており、また、近隣の製材業者向けに地元材の直

販も行っている。

特用林産では、菌床しいたけが地域全体で年間約1,200トン生産され、大部分が「奥出雲し

いたけ」として東京・大阪方面へ安定的に出荷されている。

イ 地域プロジェクト活動

「雲南の木増産プロジェクト」

スギを中心に人工林が利用期となり、小規模・分散化した森林を集約化して、効率的な施業

を実施する必要が高まっている。しかしながら、現状は、集約化の試みがされ始めているが、

低調ぎみである。

Ｈ 20 ～ 23 年度の第１期では、集約化を目的とする木材生産団地の設定を中心にプロジェク
トを展開してきたが、今期（第２期Ｈ 24 ～ 27 年度）は、主に設定された団地内での路網整備
と高性能機械を駆使した集約化施業を推進し、間伐と主伐による木材の増産と安定供給体制を

構築していく。

〔H27成果指標〕

木材生産量 78,500㎥（H24実績：57,500㎥）、森林組合の木材生産量 54,000㎥

（H24実績：35,500㎥）提案型集約化施業実施箇所 28箇所（H24実績：15箇所）

「雲南の木活用促進プロジェクト」

合板向け素材需要の増大に伴い管内の素材生産量は増加傾向にあるほか、木質バイオマスの

熱エネルギー利用が各市町において進みつつある。このため、用途に応じた原木供給ができる

よう集出荷体制の再構築を図る。

また、管内の製材工場は小規模零細であり専ら少量多品目型の生産が行われている。このた

め、原木集積場から製材所への直送など関係者間の連携によるコストダウンを図るとともに、

製品の高品質化に取り組む。さらに、関係者等が一体となって地域材の需要拡大に取り組む。

〔H27成果指標〕製材所への原木直送量 5,280㎥（H24実績：4,126㎥）、乾燥材製品

出荷量 800㎥（H24実績：414㎥）

「奥出雲キノコの里づくりプロジェクト」

奥出雲地域の菌床しいたけ生産は、菌床用原木の調達からしいたけの生産・集出荷まで一貫

体制を堅持して産地競争力を強化し「奥出雲ブランド」としての地位を確立してきた。その結

果、広葉樹資源の有効活用と中山間地域の所得向上に大きく貢献してきた。しかし、近年、生
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しいたけ価格の低迷による経営環境の悪化や生産者の高齢化など一段と厳しい状況にあり、低

コスト化推進や担い手対策などの課題に対処することが必要となってきている。

また、独自に開発した新種菌の導入や加工品の開発による高付加価値化、生産の低コスト化、

販路の拡大などを通じてブランド力を維持しながら競争力強化を図っていく。

〔H27成果指標〕主要菌床キノコ及び加工品売上高 1,130,660千円

（H24実績：1,302,920千円）

【循環型林業への取り組み：奥出雲町】

利用期を迎えたスギ・ヒノキ林を中心に、

原木生産促進事業を活用し主伐事業に積極的

に取り組んでいる。循環型林業の確立に向け、

伐採跡地の植栽も積極的に行っている。

仁多郡森林組合では、造林コストの軽

減を図るため、林業機械（グラップル等）を

使用した地拵え作業を実施している。

【民間木造建築：ECO・カーステーション K
（雲南市大東町）】

民間木造建築促進事業（県単独事業）により、地域材を

使った木造自動車ショールームが 24 年 4 月に完成した。
県産スギの中目材の有効利用を考慮し、240mm角の無垢

材 2本を重ねた合わせ梁や、150mm角の無垢材を 4本合わ
せた組柱の使用によって主要な構造が構成されている。

また、筋交いと面格子の合成力を利用した壁構造により

「耐震性評価等級 3」をクリアするなどの工夫も施されて
いる。

ウ 有害鳥獣対策の概要

①有害鳥獣被害対策交付金

有害鳥獣による農林作物への被害を未然に防止するため有害鳥獣被害対策を積極的に取り組

んでいる市町村を支援するため、有害鳥獣被害対策交付金（しまね市町村総合交付金）を交付

する。

・交付対象：被害防除対策費、捕獲対策費、被害対策推進費

②鳥獣被害特別措置法に関する市町村の取組支援（国庫補助）

鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫補助）

ソフト：協議会開催費、箱わな導入費、狩猟免許取得、捕獲研修会等

ハード：侵入防止柵

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策（国庫 H24補正：H24基金造成し H25～ 27活用）
ソフト：緊急捕獲活動

ハード：侵入防止柵機能向上
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（３）出 雲 圏 域
ア 出雲圏域林業の特色

民有林面積は約３万６千ha、人工林面積は約１万４

千ha、人工林率は38％である。また、保安林面積は約

７千haであり、その割合は19％である。

森林整備の担い手である森林組合は１組合、作業班

員は54人である。

木材関係事業体（木材協会登録数）は、木材業15社、製材業27

社、チップ製造業2社である。また、原木市場が１社あ

り、プレカット工場が２工場稼働している。

特用林産では、ＪＡいずもが菌床しいたけ生産に平

成１５年度から取り組んでおり、現在では年間約280ト

ンの生産を行っている。

イ 地域プロジェクト活動

「素材生産の増産対策推進プロジェクト」

製材用や合板用原木の増産体制構築の取組を実施し、木材生産団地からの木材生産量が平成

22 年度 2,109 ㎥から平成 24 年度には 4,400 ㎥と２倍に増加してきた。 今後は、製紙用や増加

が見込まれる燃料用チップも含めて需要に応じた供給体制を構築するため、市・森林組合・林

業事業体等関係者の連携を強化し、管内全体の木材生産量を増加させる必要がある。そのため

に、伐採・流通・再生を盛り込んだ森林経営計画の樹立及び、路網整備や高性能林業機械によ

る効率的で安定的な木材生産の取組を推進する。

〔H27成果指標〕

木材生産団地からの木材生産量(単年) 6,500㎥（H24実績： 4,400㎥）

木材生産量(単年) 21,300㎥（H24実績：16,912㎥）

【森林作業道開設】

事業名：平成 24 年度森林整備加速化・林業再生事業
事業主体： 出雲地区森林組合

「確かな品揃えができる製品づくりプロジェクト」

出雲管内は、島根県下でも有数の製材所数を誇る地域である。

しかし、現状は多くの製材所が外材利用率が高く、個々の製材所が受注以降に自社製材可能

な製品を製造しており、乾燥材による製品提供率も低い状況である。

今後、県産材製品の需要拡大を計画するためには県内はもちろん、県外への県産材製品の販

導入された高性能林業機械（出雲市内）
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売拡大を計画する必要がある。そのため、現状確認と関係者の意見統一、製品の品質向上、供

給安定化を行い、県内利用者ニーズへの対応、県外への製品販売を行っていく。

〔H27成果指標〕 人工乾燥材生産量(単年)2,200㎥（H24実績：2,690㎥））

県産材製品の販売量 1,000㎥（H24実績： 645㎥）

製品の県外販売量 500㎥（H24実績： 340㎥）

【県産材製品安定供給ストックヤード】

事業名：平成 23 年度森林整備加速化・林業再生事業
事業主体：（株）出雲木材市場

「菌床生しいたけ生産振興プロジェクト」

市場等の需要や新規栽培者及び規模拡大農家の要望に応えるため、ＪＡいずもは平成２３年

度菌床製造培養施設を増設し、平成２２年度栽培規模３６万菌床を平成２７年度には４６万菌

床に拡大し、生しいたけの出荷量を年間２４８ t から３２０ t への増産をめざしている。これ
に伴い、平成 24 年度には季節栽培から周年栽培へ向けた施設整備や新規参入者３戸の施設導
入により、次年度に向けた生産基盤整備が進みつつある。今後とも、新規参入者に対する技術

指導や後継者育成をはかりながら出雲圏域のより大きな産物として生産振興を推進する必要が

ある。

〔H27成果指標〕周年栽培農家の割合35%（H24実績：28%）

生しいたけ生産量320ｔ（H24実績：279t）

【菌床しいたけ栽培施設】

事業名：平成 24 年度新農林水産振興がんばる地域応援
総合事業

事業主体：（株）イ農ベルみだみ
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「出雲の砂丘海岸林再生プロジェクト」

出雲の砂丘海岸林は、白砂青松の美しい景観を彩るとともに、冬の日本海の厳しい季節風を

防ぐなど、地域住民の生活環境に欠かせない貴重な財産であるが、近年、松くい虫被害等の拡

大や幼齢林の過密状態により、機能低下が顕在化している。

貴重な砂丘海岸林を末永く守り育てていくため、海岸林の働きやあり方などについて理解を

深め、幅広い保全活動を展開する必要があることから、地域が主体となった永続的な保全・管

理体制づくりを促進し、砂丘海岸林の再生を目指す。

平成２４年度には、二つの活動団体がそれぞれの地域で保全活動を開始した。

〔H27成果指標及びH24実績〕

地域住民等の整備作業参加者数 目標 500人/年（H24実績：532人）

砂丘海岸林整備作業実施面積 目標 1.3ha/年（H24実績：1.22ha）

【浜山を守る会によるマツの植栽活動】 【大山地区の緑を守る会によるマツの植栽活動】

ウ 有害鳥獣対策の概要

①有害鳥獣被害対策交付金(県単補助)

有害鳥獣による農林作物への被害を未然に防止するため有害鳥獣被害対策を積 極的に取

り組んでいる市町村を支援するため、有害鳥獣被害対策交付金（しまね 市町村総合交付金）

を交付する。

・交付対象：被害防除対策費、捕獲対策費、被害対策推進費

②鳥獣被害特別措置法に関する市町村の取組支援

・鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫補助）

ソフト：協議会開催費、箱わな導入費、狩猟免許取得、捕獲研修会等

ハード：侵入防止柵

・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策（国庫 H24補正：H24基金造成し H25～ 27活用）
ソフト：緊急捕獲活動

ハード：侵入防止柵機能向上:
③シカ適正管理対策事業（出雲市への委託）
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５ 家畜衛生事業の概要
近年、家畜、畜産物及び飼料流通の広域化・国際化が進み、

国内外の産地間競争が激化し、畜産農家では経営規模の拡大

や新たな飼養管理方式の導入などの経営努力が続けられてい

る。

一方で、海外においては悪性伝染病や生産性阻害疾病の発

生報告も多く、国内ではその侵入阻止やまん延防止のための

防疫対策の徹底が求められ、牛ヨーネ病などの慢性疾病や高

病原性鳥インフルエンザなどの人獣共通感染症に対する家

畜衛生対策の強化が進められている。

また、消費者からは、安全で高品質な畜産物の安定的な供給が求められおり、生産段階の衛

生環境整備、疾病の発生予防や清浄化対策などがより重要となっている。

これらの課題に対応するため、家畜衛生事業を通じて畜産物の「食の安全」対策を進めると

ともに、家畜衛生分野における「危機管理の徹底」と「生産性の向上」などを積極的に推進し、

本県の畜産振興に寄与する。

ア 家畜伝染病対策

①口蹄疫(FMD)対策

○飼養者、関係機関への情報提供

○埋却方法の検討

○防疫演習等による危機管理体制の強化

○牛、豚飼養農家全戸立ち入り検査

○大型飼養農場の防疫計画案の作成

【平成24年度実績】

・「飼養衛生管理基準」の徹底のための巡回の実施

・「発生の予防」「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動防疫」に

重点を置いた防疫対応の強化を図った。

②高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)対策

○飼養者、関係機関への情報提供

○モニタリング調査

○鶏飼養農家への巡回指導

○防疫演習等による危機管理体制の強化

【平成24年度実績】

・防鳥ネットの設置、消毒の徹底等「飼養衛生管理基準」に基づく発生防止対策の

指導

・モニタリング調査検査例数 松江家畜衛生部970例、出雲家畜衛生部1,445例

・死亡野鳥の検査羽数 松江家畜衛生部７羽、出雲家畜衛生部４羽

埋却溝掘削試験の状況

病性鑑定診断
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③その他家畜伝染病対策

・家畜法定伝染病のサーベイランス

Ｈ 25 年 度 計 画 松江家畜衛生部 出雲家畜衛生部

乳用牛の定期検査(結核・ブルセラ病、ヨーネ病) 130頭 1,720頭

県外導入牛の検査(ヨーネ病) 300頭 150頭

・その他：牛異常産、牛白血病、豚コレラ、オーエスキー病、馬伝染性貧血、腐蛆病等

・死亡家畜等の病性鑑定 平成２４年度 松江家畜衛生部 29件、 39例

出雲家畜衛生部 59件、152例

・伝染病発生時の防疫措置

Ｈ24年度法定伝染病の発生：発生なし

Ｈ24年度届出伝染病の発生：発生なし

その他疾病 松江家畜衛生部 マレック病1戸4羽、破傷風2戸2頭、牛白血病1戸1頭

出雲家畜衛生部 牛白血病 3戸３頭、破傷風２戸２頭

イ 家畜衛生対策及び生産性向上対策

・しまね和牛の肥育成績向上対策：肥育成績向上に向けた課題の分析と指導

・放牧牛の衛生対策 ：放牧牛の伝染病検査と健康診断

・乳用牛の生産性向上対策 ：乳質及び乳量の改善指導、乳房炎対策

・受精卵移植の推進 ：受精卵移植協議会への指導

・和牛農家の生産性向上対策 ：繁殖牛の衛生検査、子牛・育成牛の飼養衛生指導

・鶏卵衛生対策 ：県認証制度等に係る支援

・畜産物の安全確保対策 ：動物用医薬品の検査、薬剤耐性菌調査等

ウ その他

・獣医師法、獣医療法、薬事法、家畜改良増殖法等に係る許認可、立入検査、指導等


