
「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

令和元年６月

平成３０年度しまねの農村景観フォトコンテスト入賞作品
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〈松江農業普及部安来支所〉

１ 「持続可能な担い手の育成・確保」 ｢平場の利点を活かした水田農業の展開｣

「中山間地域に適した水田農業の展開」
〔戦略プランＰＪ：「地域・経営資源をフル活用した持続可能な水田農業の実現プロジェクト」〕

Ｒ元 目標（主なもの）

主食用米の契約的取引率 82% (H30 実績：98%)

農業法人数 24（累計）(H30 実績：25)

【主な課題と対応】

◆集落営農組織・法人の新規設立支援

・地域の状況に応じて段階的に推進

・対象：6 地区(西荒島、新宮、下山佐、飯梨、加茂、

奥田原) ※太字は今年度設立を目標

・奥田原地区については広域連携組織の設立を支援

◆組織化・法人化後のフォローアップ

・対象：設立 5 年以内の法人から 5 法人を重点化

（サンアグリ宇賀荘ひがし、ファーム吉田、

のきの郷、おおつか営農組合、安田ファーム）

◆水田農業の担い手育成と経営強化

・主食用水稲の安定生産（直播栽培技術の向上等）

・飼料用米の推進と耕畜連携の仕組みづくり

（ＷＣＳ、ＳＧＳ等）

・園芸品目導入等による集落営農法人の経営多角化

事例①(農)のきの郷

キャベツ、トロ箱栽培(中玉トマト)等

事例②(農)安田ファーム

リースハウス(12 棟 41a)を活用したアスパラ

ガスの栽培

・今後更に圃場整備に伴う高収益作物の推進等を図る。

◆中山間地域での営農組織づくりと経営多角化

・地域ビジョンに基づく地域営農組織の取組支援（えーひだカンパニー(株)）

安来市における持続可能な水田農業を確立
するため、H30 に始まった生産数量目標の配分
廃止に対応した売れる米づくりの推進、飼料
米・WCS・SGS を仲立ちとする耕畜連携の仕
組みづくり、大区画ほ場整備事業等と連携し
た集落営農組織・法人の設立運営、水田園芸
の導入等による経営多角化の取り組み、中山
間地域での良食味米の生産・販売、等の取組
を支援する。

水田園芸で期待される「(農)安田

ファーム」のアスパラガス栽培

「(農)のきの郷」のキャベツ栽培

「(農)ファームよしだ」の設立総会
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２ 「産地を支える担い手農家の確保・育成」 「産地ビジョンの実践によるいちご産地

の活性化」 「トルコギキョウで牽引する花き産地の活性化」 「有機野菜の産地育成」
〔戦略プランＰＪ：「やすぎ地域園芸産地の活性化プロジェクト」〕

Ｒ元 目標（主なもの）

いちごＪＡ取扱額 2.60 億円(H30 実績：2.44 億円)

花き ＪＡ取扱額 2.40 億円(H30 実績：1.69 億円)

【主な課題と対応】

◆新規就農育成確保対策の強化

・安来市の就農・定住パッケージ（受入集落、研修・師匠、農地、リースハウス、農業サポー

ター、定住住宅）を活用した就農希望者の確保と就農への支援

※リースハウス：農山漁村振興交付金(H27 ～ R 元）活用。H27 ～ H30 実績：83 棟 222 ａ

・就農支援体制の拡充に向けた検討（研修制度、

リースハウス導入の為の後継事業活用等）

・新規就農者の栽培技術向上による経営安定

◆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販路拡大対策

いちご：地元(鳥取・島根)各市場

花 き：県外市場(姫路、大阪、関東等)

有機野菜：県外(関西・瀬戸内)、県内の量販店

生産量の拡大に伴う更なる販路拡大

・知名度向上に向けたＰＲと消費拡大

◆栽培技術の向上、省力化・新技術の導入と生産安定

・いちご：畝連続栽培、養液土耕、高設栽培、天敵利用技術

・有機野菜：害虫対策、水田転換畑の土壌改良

・トルコギキョウ：優良苗供給体制の確立と病害虫対策（斑点病、土壌病害）、新品種試作

・サポーター制度(R 元.5.21 現在 112 名登録)の利用拡大

県内有数の産地である｢いちご｣と｢トルコギ
キョウ｣、近年ＵＩターン新規就農が増加し
ている｢有機葉物野菜｣の更なる産地強化に向
け、地域戦略プランに位置づけ、重点的に支
援している。

普及組織と市やＪＡが一体となって、生産
技術の向上、知名度向上と販路拡大を図る。

賑わいを見せる新規就農者の観光いちご農園 県外市場における「やすぎの花」ＰＲ活動

就農希望者を対象とした「アグリ体験

セミナー・イン安来」 （いちご）

就農・定住パッケージで広がるリース

ハウス団地 (有機葉物野菜：赤江町)
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３ 「直売向け農産物等の出荷量拡大と給食センター向け地場産品の拡大」 「農産加工

品表示、給食センターでの地元農産物利用拡大」
〔戦略プランＰＪ：「やすぎ地域地産地消プロジェクト」〕

Ｒ元 目標（主なもの）

ＪＡ産直取扱額 3.60 億円(H30 実績：3.03 億円)

学校給食センターにおける地域食材活用割合 34.8%(H30 実績：33.0%)

【課題と対応】

◆直売向け農産物の生産拡大と加工品のレベルアップ

・重点品目・端境品目の作付推進による周年供給体制

の確立

例）ニンジン、ジャガイモ等の使用量の多い品目

・生産履歴システムの運用と並行した記帳の徹底

・加工品のレベルアップと６次産業化支援

加工品コンクールの開催

栄養成分表示及び HACCP に関する研修の実施

◆学校給食センターへの地元農産物の供給体制づくり

・推進品目の栽培推進と加工品の試作 等

トピックス： 好成績を続けるＪＡしまねやすぎ肥育センター

～キャトルセンターと共に高い飼養管理技術で地域の畜産に貢献～

ＪＡの直売店舗（道の駅あらエッサ「なか
うみ菜彩館」ほか）や、量販店インショップ
形式の直売の拡大により、産直活動が活性化
している。年間を通じた計画的な生産体制づ
くりと加工品も含めた売れる商品づくりを進
めている。

また、今後も供給食数が増加する給食セン
ターでの地元農産物の利用拡大にも取り組
む。

加工品コンクールで

消費者による投票を実施

新鮮な農産物を提供する直売店舗

見事なロース芯～県肉牛枝肉共進会で

最高位の中国四国農政局長賞を受賞～

ＪＡ系列の肥育センターでは初めてとなる

「美味しまね認証」を取得
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〈出雲事務所農業普及部〉

１ 水田農業維持・発展モデルの育成

◆モデル類型の策定と取り組みの普及拡大

①モデル的な取り組みの普及拡大（モデル類型）

１ 大規模若手専従者雇用型法人

２ 水田高度利用型集落営農組織

３ ファミリー型経営体

４ 広域連携法人

５ 水稲＋水田放牧等複合型集落営農組織

６ 多角経営・周年雇用確保型大規模法人（H30追加）
７ 地域貢献型農業法人（H30追加））
８ 中山間地域農業・集落機能維持型集落組織（H30追加）

◆コスト低減及び省力化の推進

①スマート農業技術導入支援

◎ H31 採択の農林水産省スマート農業加速化実証プロジェ
クト支援（斐川町）

・自動操舵等によるコスト低減実証

・ドローンによる施肥、薬剤散布技術実証

・センサー技術を活用した生育管理、可視化実証等

②低コスト技術実証支援

◎水稲密苗栽培実証ほ設置（平田地域）

③中山間地域における畦畔除草省力化技術の実証及び推進

◎センチピードグラスの畦畔吹き付け実証（佐田地域、稗原地域））

◆モデル的対象のステップアップに向けた重点支援

①宍道湖西岸地区（広域連携）

・H31.3.18に設立した宍道湖西岸サポートセンターの機
能強化支援

・営農計画に沿った高収益作物（小豆、小麦、ブロッコ

リー等）の導入・拡大支援

ドローンを活用した生育診断・防除

出雲産小豆を使った和洋菓子

水稲直播栽培の播種作業

米政策の見直しに伴う水田農業の活性化と地域の

実情に応じた担い手経営体の育成を図るため、出雲

地方に適した水田農業モデルを検討し、３つの視点

（売れる米づくり、コスト低減、経営多角化）で現

地調査を行い、「出雲水田農業モデル」を作成した。

平成３０年度は、前年度に作成した５事例に加え、

３事例を新たに作成した。今後はこれを各地域に提

案しながら、モデルとなる経営体を育成していく。

また、各地域・組織で取り組まれているコスト低

減や経営多角化に関するヒント等を紹介するととも

に、ＩＣＴを活用した省力化技術等を実証しながら、

各経営体のステップアップを図っていく。
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２ 野菜・花き産地の再生

【課題と対応】

◆集落営農組織等への野菜・花きの導入促進

①加工業務用野菜等を含めた多角化の推進

（タマネギ、キャベツ、ブロッコリー、ほうれんそう等）

②機械化作業一貫体系の導入

（タマネギ、キャベツ等）

③宍道湖西岸地区における高収益作物（ブロッコリー等）の推進

◆アスパラガスの産地確立と担い手育成

①新たなリースハウスによる新規就農者の確保

②新技術（「補植技術」）の確立

③青年部の自主的活動支援

◆アジサイ「万華鏡」等の導入による鉢物農家の経営安定

①アジサイ研究会活動への支援

②シクラメン経営安定への支援

・量販店でのブロッコリー販促活動

・集落営農組織でのブロッコリー栽培

・美味しまね認証伝達（ブロッコリー部会）

加工業務用野菜（タマネギ定植実証）

アジサイの現地検討会

アジサイ新品種「茜雲」

たまねぎ、冬キャベツは、国の産地指定

を受け、ブロッコリーは、「かあちゃんブ

ロッコリー」の愛称で栽培が行われている。
一方、生産者の高齢化の進展により、産

地は縮小傾向にある。

このため、機械化作業体系の導入や実需

者と結び付いた契約的取引（加工業務用）

の拡大等を推進し、集落営農組織や法人に

おける経営多角化、所得向上を支援してい

く。

また、アスパラガスの施設栽培では初期

投資軽減のため、28年度からリースハウス

方式を導入し、新規就農者の育成と産地拡

大に繋げた。

さらに、食の安全、安心を推進するため、

30年度には、ＪＡしまね出雲ブロッコリー

部会、神在ねぎ部会、斐川ねぎ部会で美味

しまね認証（団体認証）を取得した。

一方、花きでは、斐川地区においてトル

コギキョウ等の切り花で日持ち認証が取得

され、品質のアピールを通して消費拡大に

繋げていく。

アジサイでは、「万華鏡」、「銀河」や新

品種「茜雲」の安定生産技術の確立と鉢花

農家の経営安定を支援していく。
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３ 果樹産地の再生
（１）ぶどう産地の強化と担い手育成

【課題と対応】 ぶどう再生プランの協議・検討

◆出雲ぶどう産地再生プランの実現

①販売戦略 各種イベントの実施（一畑電車、父の日等）、新出荷時期予測システムの構築

②省力・省エネ 新技術の実証・普及（ＥＯＤ加温、デラＧＡ 1 回処理等）
③新規就農者確保 各種イベントの協議（就農フェア、就農バスツアー等）

④期間労働者の確保 農福連携 他生産者組織との連携

◆デラウェアの生産性維持・向上

①優良系統デラウェアへの改植

②出雲農林高校との連携による苗木の安定供給

◆シャインマスカットの生産拡大

①栽培の省力化と盆前出荷の拡大及び秀品率の向上

◆島根県オリジナル品種の現地実証（R2年産より収穫開始予定）
①「神紅」（シャインマスカット交配品種）を出雲 13戸、斐川 4戸で栽培

「神紅」

（２）柿の安定生産と加工拡大

【課題と対応】 ＪＡ柿リース団地 4.8ha（平田桧山）

◆リース団地の早期成園化、新団地の造成

①入植者への早期成園化指導 ②新たな団地造成の実現

◆あんぽ柿の生産拡大

①ＳＣＳ冷蔵庫（高度冷蔵保存技術）による出荷量の拡大

◆新技術の実証

①ジョイント栽培技術の実証（早期成園化、低樹高仕立栽培）

柿のジョイント栽培(3年生)

（３）いちじく産地の強化と担い手育成

【課題と対応】

◆栽培面積の維持・拡大、改植

①リ－ス団地の整備（令和元年度 造成予定面積0.6ha）

②株枯れ抵抗性品種の導入拡大 「いちじくオ－プンキャンパス」

③オ－プンキャンパス（1日体験）やチャレンジ塾（年間体験）を活用した担い手の確保・育成

H25 年度から４年間で 4.1ha 整備されたＪＡリースハウ
スに、新規就農者の入植や既存生産者の規模拡大を誘導

し、併せて早期成園化を支援してきた。

出雲ぶどう部会が策定した再生プランの実現に向け、

関係機関・団体が一体となり、販売戦略、省力・省エネ、

新規就農者の確保、期間労働者の確保等について具体策
を協議・検討していく。

平田柿部会は H27年に、10年先を見据えた産地活
性化プランを策定し、目標販売額４億円の実現に向

け、組織的・計画的に活動を展開している。

リース団地(4.8ha)や冷蔵貯蔵施設の活用により、
担い手育成と産地活性化に向けた取り組みを推進し

ていく。

いちじくは、生産者の高齢化や、樹の老木化、病害（株

枯病）の発生により、販売額は減少している。

H25 年から産地再生プロジェクト会議において、継続し
て課題の検討を行い、対策を講じている。
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４ 畜産の再興

【課題と対応】

◆集落営農による畜産の取組支援

①繁殖牛導入による経営の多角化

②放牧モデル地区の波及と新たなモデルの掘り起こし

◆高品質なＷＣＳ用稲の生産及び利用促進

①耕種農家と畜産農家の情報共有

②実証ほの設置によるＷＣＳの品質向上

③刈り取り前の水分測定による刈り取り適期判定

◆新規就農者の育成・支援

新規就農希望者及び経営継承希望者の就農計画作成支援

５ ＧＡＰの推進

ＧＡＰの実践・認証取得について、

関係機関・団体が一体となり推進し、

Ｈ３０年度はグローバルＧＡＰ（出雲

農林高校 ぶどう）、美味しまね認証

の取得が拡大した。

新設された美味しまねゴールドの普

及とともに、ＧＡＰの普及・拡大を推

進する。

◆美味しまね認証、Ｇ．ＧＡＰ取得支援

①美味しまね認証取得状況（別表のとおり）

②出雲地域ＧＡＰ推進協議会による推進

③ＧＡＰ、ＧＡＰ認証の啓発

④美味しまねゴールドの新規取得、移行支援

⑤Ｇ．ＧＡＰ取得・更新支援

※ＧＡＰ（Good Agricultural Practice) 「農業生産工程管理」
食品安全、環境保全、労働安全、人権・保護と労務管理等の項目について、生産者が守る対策

をルールとして定め、各生産工程で、確実に実施・点検・記録し、改善する取り組み

美味しまね認証は、県独自のＧＡＰ認証制度

稲ＷＣＳの品質向上に向けた研修会

水田放牧（斐川地区）

斐川地区では集落営農組織において和牛放牧

が行われ、耕畜連携による水田の有効利用、景

観形成等の成果を上げており、集落営農による

水田放牧を推進し、畜産の振興と経営の安定化

を図っていく。

出雲地区では、平成２７年度にＷＣＳの利用

促進を図ることを目的に協議会が設立された。

ＷＣＳ用稲の生産安定と実需者のニーズにそっ

た品質向上により利用促進を推進する。
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Ⅳ　R元年度林業普及指導活動の概要

〈松江地域林業普及部〉

１地域プロジェクト推進課題と対応
（１）圏域課題と対応

　①原木増産および再造林の推進対策

　②県産材製品の品質向上および需要拡大対策

　③しいたけ生産向上対策

（対応）
・地域産材の利用拡大を図るため、木材加工施設の改良・修繕への支援、また、木材乾燥等に関する技
術支援を行う。
・原木確保は、市場取引をはじめ中間土場からの直納など多様な手法に取り組む。
・松江市、安来市に設置されている地域材活用促進協議会等に対して指導、助言を行い、地域供給モデ
ルの構築を図り、公共建築物への積極的な地域産材利用促進に取り組む。

（対応）
・乾しいたけについては、ＪＡ広報誌、地域産業祭における広報活動等により、新規生産者及び後継者の
確保育成に取り組む。また、原木供給団地の整備によるしいたけ原木の安定供給体制の構築、生産技
術指導の実施等により生産量の増大に取り組む。
・菌床しいたけについては、「美味しまね認証」認証取得支援等により安心安全なきのこ生産、生産者の
生産意欲や技術の向上に取り組む。
・小学生等を対象としたしいたけ植菌等体験活動や学校給食でのしいたけ利用を促進し、体験活動や食
育を通して消費ＰＲに取り組む。

（現状・課題等）
・管内の乾しいたけの生産は、ＪＡしまねしいたけ部会を中心に行われているが、生産者の高齢化等によ
り生産量は減少傾向にある。
・菌床しいたけの生産については、従来から事業に取り組んでいる松江市の１法人、安来市の１法人・１
個人に加え、平成30年度に松江市において１法人が新たに事業参入した。販売先は県内中心、需要は
旺盛で生産量は伸びている。

【R１成果指標】 ◇しいたけ生産量：90.0ｔ

【R１成果指標】 ◇乾燥材製品出荷量：1,700ｍ３

（現状・課題等）
・森林資源が充実してきていることに併せ、合板用原木の安定した需要やバイオマス発電の稼働など、
地域材　の利用を進めるにあたっては追い風となっている。
・原木の価格低迷に影響される森林所有者の山林への意識の低下は、森林組合等が原木生産活動を
行っていく上で支障となっており、需要に十分応えるだけの供給がなされていない状況にある。

【R１成果指標】 ◇森林経営計画に基づく原木生産量（単年）：20,000ｍ３

◇低コスト再造林対策苗木生産量（単年）：36,000本

（現状・課題等）
・製材所や合板工場などの木材加工分野では、これまで整備を行ってきた木材加工施設が老朽化してき
ている。
・県産原木を直納するための新たな取組も始まっており、県産原木の入手ルートの拡大や流通の合理化
が進んでいる。
・松江圏域は県内最大の木材製品消費地であるが、戸建て住宅における県産材使用率や、公共施設で
の地域産（県産・市産）材の使用量が低位な状況にある。

（対応）
・集約化団地の設定、路網の設置など基盤整備を進め、効率的な原木生産を一層進める。
・伐採者と造林者の連携により、主伐の促進と伐採後の確実な更新を図るとともに、一貫作業（伐採と地
拵えを同時に行うこと）などによる低コスト化を推進する。
・従来の山行き苗に加えてコンテナ苗の生産を促し、必要な苗木確保に取り組む。
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（２）広域的連携の趣旨と対応

　①広域的連携の趣旨

　②重点的取組事項
　　１）建築用原木の供給
　　　・原木生産コストの低減を目指した路網（大型トラック通行可能）開設研修会の開催
　　　・現場作業員の技術向上と安全確保を目指した研修会の開催
　　　・原木流通の合理化を図るために必要な情報収集・提供

　　２）建築用材の生産から流通までの仕組みづくり
　　　・公共建築物での流域材の利用拡大に向けた情報収集・提供
　　　・地域材活用に向けた製材業者、建築士、工務店等への意識醸成の促進
　　　・工務店が求める製品の品質管理、製造工程管理等の情報提供

【参考】地域プロジェクトの取組状況写真

【参考：しいたけ生産向上】 【参考：県産材製品の需要拡大】

＊小学校での椎茸植菌体験学習の様子 ＊第３回「松江・森の学校」開催の様子

　原木・木材製品は斐伊川流域を越えてダイナミックに流通していることから、地域内の原木増産や地域
材の利用を促進するために、流域で連携し、各種取り組みを推進することで、森林所有者や林業関係者
への利益還元を目指します。
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〈雲南事務所林業部〉

1 地域プロジェクト推進課題と対応

（１）圏域課題と対応

　　①原木増産および再造林の推進対策

　　②木材製品の品質向上・出荷拡大対策

　　③キノコ生産の振興対策

【H30成果指標】  ◇森林経営計画に基づく原木生産量（単年）：70,000m
3［実績 43,800m

3］
◇低コスト再造林対策苗木の生産量 （単年）：92,100本 ［実績 64,300本］

【H30成果指標】　◇乾燥材生産量（単年）：800m3［実績805m3］ ◇製材品の地元自給率（単年）：70％［実績59％］

【H30成果指標】◇キノコの生産量（単年）：1,270t［1,091t］ ◇キノコの販売額（単年）：1,094,500千円［1,069,095千円］  

　当圏域は、県平均(39％)を大きく上回る県内で最も高い人工林率(50％)となっており、スギ林を中心に順次
利用期を迎えつつある。森林資源の充実が進むなかで循環型林業の推進に向けては、合板向けに加え新た
に発電用燃料としての用途も加わり、地域材活用の追い風となっている。
　しかし、原木価格の低迷が依然として続いている中、今後も伐採による山元への利益還元を進めていくため
には、施業コストの削減が不可欠である。このため生産コスト分析や技術者の育成、一貫作業システムの推進
を図るとともに、施業地の団地化や路網整備を進め原木増産に取り組んでいく。
　また、伐採跡地における確実な更新を図るため、伐採事業者と造林事業者との連携を進め、森林組合の伐
採から植栽までの一体的作業体系の整備を促すとともに、必要な苗木の安定生産及び増産できる体制づくり
に引き続き取り組む。

【低コスト造林に資するコンテナ苗生産 （スギ・ヒノキ）】 【エノキタケ・県オリジナル品種「黄雲」】

【R1成果指標】  ◇森林経営計画に基づく原木生産量（単年）：75,000m
3

◇低コスト再造林対策苗木の生産量 （単年）：103,000本

【R1成果指標】　◇乾燥材生産量（単年）：850m3                 　◇製材品の地元自給率（単年）：80％

【R1成果指標】◇キノコの生産量（単年）：1,300t  　　        ◇キノコの販売額（単年）：1,120,000千円

　当圏域では、奥出雲地域を中心とする菌床しいたけ生産により、菌床用原木の調達からしいたけの生産・集
出荷までの一貫体制を堅持して産地間競争を乗り切ってきた。今後も生しいたけをはじめとする多様なキノコ
の生産を図り、新品種や加工品の開発による高付加価値化、生産の低コスト化を通じて「奥出雲ブランド」とし
ての力を維持しつつ産地間競争力の強化を図っていく。
　特に主力となっている菌床しいたけは、さらなる品質向上、安定生産及び県外への販路拡大に向けた生産
者の栽培技術向上や新たな人材確保、PRや売り込みなどの販売促進活動を展開しながら生産振興を図って
いく。

  原木を加工し製材品の供給を担う圏域内の製材加工事業体(11)は、小規模零細の少量多品目生産であ
り、圏域で生産される原木を建築用材として活用していくためには、原木供給体制の整備や製材品の高品質
化(乾燥材・ＪＡＳ認定等)等 への対応が求められている。
　原木(Ａ材)の供給や製材品の加工・高品質化については、広域的連携課題として課題への取り組みを進め
るとともに、圏域としては、中間土場の活用による効率的な原木の仕分けと供給体制の整備等に取り組む。
　また、圏域木材の地産地消の足掛かりとして、公共建築の木造・木質化に向けて市町と連携した地域材活
用の仕組みづくりを進める。

（大原森林組合 委託苗圃） 　　　　野生種から開発した黄色系新品種：H30年１2月から販売開始
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（２）広域的連携課題と対応

　①広域的連携の趣旨

 　②重点的取組事項
　　１）建築用原木の供給

　　　・原木供給先（原木市場・製材所等）の原木情報（寸法、形状等）を把握し、生産現場への情報提供

　　　・生産技術力の向上を目指した研修会の開催

　　　・原木流通の合理化を目指すために必要な情報収集・提供、関係者間の意見交換会等を開催

　　２）建築用材の生産から流通までの仕組みづくり

　　　・公共建築物での流域材の利用拡大に向けた意見交換会の開催、情報共有化等

　　　・工務店が求める製品調査、県産材情報等の提供

　　　・工務店が求める製品の品質管理、製造工程管理等の指導

  流域内での建築用材の需給バランスは、松江・出雲圏域で需要が多く、雲南圏域で供給が多い。
　また、木材は圏域を越えて流通していることから、流域連携の各種取組を強化して地域材利用を
促進することにより、利益の地域内での好循環を目指す。
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HPAI
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