
「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２６年７月 

あいじさいの県オリジナル品種「万華鏡」 
２０１２年、優れた花の新品種を選ぶ品評会で、最優秀賞「フラワー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。 

現在、島根県内６戸の生産者が取り組み、この内、東部農林振興センター管内では、５戸の生産者が生産拡

大を図っているところです。 



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47万4千人
（H26.4現在推計人口)、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
東部農林振興センターは、総面積で県内の４割を占める４市２町を管内としている。

管内の販売農家数は１５，６５８戸で県内の６５％、経営耕地面積は１８，８５８ｈａで県

内の６８％を占めており、県の中心的な農業地帯となっている。（戸数、面積 H22 センサス）
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。

平成２５年度は、農業部門で全成果指標項目数の約４割（目標の８割以上の達成は８割）が

目標を達成。林業部門で全成果指標項目数の約５割（目標の８割以上の達成は約９割）が目標

を達成している状況である。

こうしたプロジェクトのうち、情勢の変化等により取組の方向や活動内容の見直しが必要と

なったプロジェクト（和牛振興、環境調和の農業）について、重点的に検討会を開催し見直し

を図った。

平成２６年度は、進捗状況を定期的に把握し、情報の共有と検討を行うとともに、進捗の遅

れや成果目標達成が懸念されるプロジェクトについて、現地検討会等を通じ重点的に支援する

こととしている。

【農業部門】
圏 域 プロジェ成果指標 H25 目標達成項 プロジェクトの内訳

クト数 項目数 目数(80％以上)
松 江 ３ ７ １（ ３） 産直、キャベツ・柿、牡丹の振興
安 来 １ ２ ０（ １） 産直・イチゴ・切り花振興
雲 南 ４ １２ ９（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 １４ ５（１２） 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 ３５ １５（２８）
【林業部門】
圏 域 プロジェ成果指標 H25 目標達成項 プロジェクトの内訳

クト数 項目数 目数(80％以上)
松江・安来 ２ ３ ０（ ３） 木材生産倍増、県産材製品の需要拡大

雲 南 ３ ７ 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 １９ ９（１７）
（注）「Ｈ２５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】
〈農業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 実績 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

キャベツの新規栽培者数
（累計：人）

0 2 1 5 50%

キャベツ栽培面積(ha) 36 38 36 40 95%

西条柿の新規栽培者数(人） 0 2 0 5 0%

西条柿の販売金額（百万円）
※JA共同販売金額

88 93 86 100 92%

台湾の春節需要に応じた輸出苗
数（抑制苗）　(本）

620 2,000 2,200 5,000 110%

ロシアへの輸出苗数（普通苗及
び促成苗）　　(本)

1,500 3,000 2,280 5,000 76%

ＪＡ取扱額（百万円）
（いちご、花き）

374 395 378 430 96%

ＪＡ直売販売額（百万円) 213 350 271 400 77%

圏域

松
江
・
安
来

成果指標項目

●西条柿の効率的生産に向けた体制の
構築
●西条柿の生果、干し柿、あんぽ柿の有
利販売と新商品開発
●キャベツの作付面積の拡大と１０ａ当
たり出荷量の高位安定化
●キャベツの生産コスト低減とＧＡＰの取
組推進

●新規栽培者の掘り起こし、技術習得支
援、作業受託組織による生産の合理化
推進
●委託栽培による島外生産方式の確立
●品種デ－タベ－ス構築と栽培マニュア
ルの作成
●注文生産の推進等による台湾への抑
制苗の出荷量拡大
●国内展示会、商談会による販売促進
活動の強化

●やすぎ地域特産物の産地活性化・担
い手確保・定着による生産の安定化、技
術向上と生産過程（集出荷施設など）の
共同化・特産物の知名度アップ、付加価
値化と品質向上
●地産地消の推進・産直向け農産物の
生産安定、拡大と計画的な生産・安来市
全域から農産物を集荷できる体制づくり・
魅力ある店舗づくり、生産から販売まで
の情報共有システムの構築

新生松江市の特産品として、
「松江の柿」、「くにびきキャベ
ツ」の産地体制を強化する。

Ｈ２７

地域資源（人、技、遺伝子資
源、文化）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

まつえ特産品（松江の柿・くに
びきキャベツ）産地強化

やすぎ地域特産物の産地活
性化と地産地消の推進

第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）

700

Ｈ２２現況

産直販売額（百万円） 680

Ｈ２５

多様なニーズに沿った産直
農産物の生産・販売推進

●ＪＡ支所単位による地域振興品目（地
域伝統野菜を含む）の生産
●安全、安心、新鮮情報を伝えるしくみ
づくり
●環境にやさしい農業の推進と地域農
産物・地域農業ファンの拡大
●地域飲食店や学校給食等への地場農
産物の供給拡大

環境にやさしい農業の推進、
地元飲食店、学校給食等の多
様なニ－ズに沿った多品目の
生産・販売拡大体制の拡充を
図る。

牡丹の生産基盤を再構築し、
国外（台湾等）でのビジネスモ
デルの確立と国内販売の強
化を図る。

やすぎ特産物（いちご、花き、
ぶどう）の産地活性化と生産・
販売システムの確立により地
産地消を推進する。

H２５年度

□　いちごの優良品種「かおり野」の普及
に部会として本格着手するとともに、加工
品（ピューレ）開発を含め生産販売体制を
強化。
□　サポーター制度の試行により切り花の
出荷調製作業を実施。将来的には他作目
も対象とする方向を検討。
□　産直支援の一環としてアドバイザー制
度（５名）を運用開始。産直ビジョンづくりと
併せ、活動体制を強化。
■生産から流通までの産地ビジョンづくり
にあわせ、実効性のある取組を強化する
必要がある。

【キャベツ】
□　新規キャベツ栽培農家育成のための
「だんだん営農塾」を開講（４名受講）。この
うち１名の就農が決定。次年度も継続実
施。
□　加工用キャベツについては美味しまね
認証が評価される等により、契約取引量が
前年対比で２割増加。
■　キャベツの目標面積が未達であり、高
齢化に対応した省力機械化の一層の推進
が必要。
【柿】
□　キャベツに次いで柿を対象とする就農
講座（だんだん営農塾）を平成２６年度から
開講。
■　無燻蒸あんぽ柿の普及と加工体制づく
り

□　新規就農者の研修、資金借入、借入
地（40a）の確保等を支援。
□　品種データベースの構築が進み、353
品種（目標：358品種）で概ね完成間近。商
談用資料として活用。
□　ロシアでの国際シンポジュームの参加
等を通じて輸出希望調査を実施し、次年度
以降の拡大に繋げる。
■　温湯消毒施設を利用したセンチュウ等
の防除対策の普及（実証効果の検証等）
■　販路拡大に伴う専門職員の確保

644641

□　エコファーマーによる出荷者協議会が
設立され、エコ農産物直売の出荷体制が
整うとともに、エコ農産物直売コーナーが
新設され売上げが増加。
□　ＪＡくにびき玉湯店の産直インショップ
開店をはじめ、産直コーナーの開設やイン
ショップ店舗のリニューアルが続き、ＪＡ直
営6店舗やインショップでの売上げが昨年
度を上回った。
□学校給食向けキャベツの買い取り価格
がアップ。
■学校給食向けキャベツの出荷規格の緩
和に向けて交渉中。

95%
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【雲南圏域】
〈農業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 実績 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

雲南独自基準の設定
※化学農薬成分使用回数（回）

720

(680)

園芸品目ＪＡ取扱額

（百万円）

産直販売額

（百万円）

産直協議会会員数

（人）

234
238

(230) (235)

130
140

(70) (100)

42
45

(29) (35)

81%

100%85

152 117%

□　新規就農者の入植、農業参入企業へ
の農地集積が進み、農地活用面積が拡
大。
□　エゴマの面積拡大、大規模トマト生産
法人の販売額向上。
■労働力補完体制の再検討による更なる
推進。
■新たな取り組み（実行力のある推進）。

参入企業、農業生産法人への農
地集積面積（ha）

58.9 75 75

34

237

横田国営開発農地再生

国営開発農地において、多様
な担い手育成支援を中心に、
遊休農地を解消しながら、営
農確立と地域農業の仕組み
づくりを推進する。

●遊休農地の解消と営農規模拡大に向
けた生産基盤の整備
●参入企業等への営農確立支援、新た
な担い手の参入促進
●生産から販売までの新たな農業生産
（開発営農）の仕組みづくり（新規作物の
導入など）

農地活用面積（作付可能面積
271haの内数）　　　（ｈａ）

220

12.7

参入企業販売額合計（百万円） 30

101%

108%

2,700 2,790 2,927 2,850

□　吉掛パーキング産直市「よってごしな
菜」、三次市に設置された「ｉまるシェ」の開
設等により販売目標を達成。
■　消費者と生産者を直接結び付けたネッ
ト取引システムへの産直事業拡大。

671 686 738 696

1,265 1,212

105%

106%

雲南農業を支える産直と園
芸産地の強化

新しい農業形態の一つに成長
した産直について体制の更な
る充実のため「産直と園芸産
地の強化」に取り組み、農家
所得の向上に資する。

●地産地消の充実・新商品の開発とブ
ラッシュアップ、直売市間の連携強化
●地産都商の拡大・阪神地域での販売
店舗数、フェア回数の拡大
●園芸品目生産体制の充実・強化・柱と
なる園芸産品の創出・育成、遊休ハウス
の活用推進

1,175 1,196

700

0 0 0 500

675

700 100% □　放牧推進の取組により三刀屋町内（中
野地区）で放牧場を整備。
■　雲南管内の肥育センター（横田、頓原）
の繁殖生産拠点施設（キャトルステーショ
ン機能含む）への機能変更による優良子
牛生産地の再興

★Ｈ２６’以降、肥育から繁殖生産基盤再
構築を目的とするプロジェクト見直しを実
施。

－

95%

10

和牛振興(三位一体で奥出雲
和牛の再構築）

繁殖・肥育・販売対策を講じな
がら地域内一貫生産体制」の
再構築により「奥出雲和牛肉」
のブランド力強化を図る。

●「繁殖」並びに「肥育」、「販売」におけ
る体制の再構築・強化
●地域資源を活用した耕畜連携、集落
畜産の推進

奥出雲和牛出荷頭数　(頭) 698

360 342

381 490 506 550 103%

400 400

11 10

718
740

(730)
99%

雲
南

島根の米をリードする雲南の
米づくり

環境に優しい米づくりや特色
ある米づくりを行ない、生産意
欲の高揚と消費者を意識した
生産に結び付けながら雲南産
米の評価を高める。

●環境に配慮した良食味、高品質で特
色あるエコ米の栽培拡大（平坦地におけ
るつや姫の導入など）
●消費者に目線をおいた販売戦略構築
と契約的販売の推進（産地指定販売や
精米販売の推進など）
●将来を見越した品種等の技術検討と
共同施設の拡充改修検討

8 100%

特別栽培米（エコロジー米）面
積(ｈａ)

ＪＡ加工所の精米袋販売量
（ｔ）

うち新たな経営体が占める出荷
頭数　(頭)

奥出雲和牛肉販売金額
（百万円）

作業受委託等、参入企業が行う
地域との労働力補完の実施面積
（ha）

H２５年度Ｈ２７

□　集落営農組織等の面積拡大（つや姫
他）
　H26産作付は生産調整の影響あり。
■　新商品「田植囃子」の知名度アップ。
□　吉田地区の水稲種子（つや姫用）選穀
場の整備による優良種子供給体制確立
■　飯南町産エコ米の拡大に伴う米乾燥
調製貯蔵施設の再編整備に対応した米の
販売体制の確立。

629

圏域
第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）

成果指標項目 Ｈ２２現況
Ｈ２５
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【出雲圏域】
〈農業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 実績 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

3品目
3品目

(2品目) (2品目)

飼料用米栽培面積拡大（ｈａ） 297 320 302 380 94%

ＷＣＳの栽培面積拡大（ｈａ） 45 80 64 100 80%

まい米牛の生産拡大（頭） 80 160 148 300 93%

米育ち牛乳の生産拡大（ｔ） 0 0 0 3,000 －

こめたまごの生産拡大（ｔ） 600 700 526 1,200 75%

45

(40)

農業サポーター年間派遣農家数
（戸）

0 0 2 10 ∞

40 250 55 22%

創設 未達成
■　出雲市全域でのつや姫等の特別栽培
米の拡大を中心に、環境に配慮した農業
の取組推進に重点を置いたプロジェクトへ
見直しが必要。
■　ＪＡいずも、ＪＡ斐川町が連携した米の
広域集出荷体制の構築

安心・安全・環境調和の農業
推進

環境保全型農業普及に向け
た農法・技術の確立とコスト削
減、農産物の価値の向上を目
指す。

●環境保全型農業や有機農業の推進、
技術確立
●産品の高付加価値化に向けた仕組み
づくり（美味しまね認証制度等の活用促
進等）

トキをシンボルとした「生きも
のマーク農産物」の創設
※制度創設

－ － シンボルマーク
作成

500

□　アグリビジネススクール等の効果によ
る新規就農者増加＋７名
■　新規就農者の作業場の確保
■　ぶどうに限定しない農業サポーター制
度の再検討（構築）

農業生産法人（設立）数　累計 15 44 56 98%

5 7 6 140%

新たな担い手育成

新たに農業経営部門の指導
助言システムの構築、多様な
農業就労モデルの検討に取り
組み担い手の確保、経営安定
を図る。

●アグリビジネススク－ルの強化（品目
拡大、講座内容充実）
●労働力補完システムづくり（農業サポ
－タ－制度の検討）

年間認定就農者数（人） 3

32.4 95%

耕畜連携による夢とロマンの
ある「いずも型畜産」の確立

米（飼料用米など）と畜産の連
携強化や循環型農業などの
新たな取り組みにより、「いず
も型畜産」の確立を目指す。

●耕畜連携の仕組みづくりと飼料用米等
の畜産各部門での利用促進
●こめ育ち畜産物（「まい米牛」、「こめ育
ち牛乳」、「こめたまご」）のこだわり販売

水田利用高度化

土地利用型作物と園芸作物
の組み合わせなどによる収益
性の高い作付体系の構築と、
市場ニ－ズや気候条件に対
応した生産販売により、農家
所得の向上を目指す。

48 46

□　飼料用米、ＷＣＳとも目標面積は未達
成であったが増加。国の農政改革の影響
や営農組合と畜産農家の連携によりＷＣＳ
は拡大が見込まれる。
■　米育ち牛乳の更なる拡大を図るために
は、飼料用米給与実証等による飼養管理
技術の確立が必要。
■　１酪農家での飼料用米給与の実証結
果を踏まえた展開が必要。
■「こまたまご」としての消費限界。
■飼料用米給与によるたまごの生産・販売
戦略の検討が必要。

斐川町の農業産出額（億円） 29.08 32.4 30.9

10 140%
□　水稲（ハナエチゼン）裏作に冬キャベツ
やたまねぎの作付等、水稲育苗ハウス使
用等の6パターンの水田の高度利用モデ
ルを作成し担い手へ普及。
□　水稲育苗ハウスを利用した園芸品目
栽培（切り花等）は拡大。
■　Ｈ２６年産つや姫については、２８２ｈａ
相当の見込みで拡大中だが、共同乾燥施
設のＪＡいずもとの広域利用体制整備の確
立。

63 96%

水田利用高度化作付体系モデル
実践経営体数

0 5 7

集落営農・担い手への園芸作物
の導入数(取扱園芸品目の拡大）

36

0品目 3品目

新商品開発品目数 0品目 1品目 1品目

0品目 1品目 1品目 3品目

87% □　冷蔵シャインマスカットの試験的販売
を実施。
□　県育成の新品種いちご（島系22-
148）、愛称「おくに」の本格的栽培が始ま
る。
□　カット干し柿、トマトスープに次いで、カ
レースープを商品化（加工品開発）
■　冷蔵シャインマスカットの品質向上の
ため、冷蔵貯蔵技術の確立。
■　県育成の新品種いちご（島系22-
148）、愛称「おくに」の販路開拓、新品種に
対応した栽培技術の定着。1品目 100%

100%

100%

出
雲

「出雲」産品の出荷システム
構築

出雲産品（７品目）を対象に消
費者ニ－ズに対応した有利販
売体制（高付加価値化、出荷
期間の長期化等）を確立す
る。

●現状把握と分析に基づく出荷市場等
の再編　（出荷期間の長期化）
●ニ－ズを生産現場にフィ－ドバックす
るしくみと生産体制づくり
●新商品（機能性農産物等）の本格生産
と新市場の開拓

特産品販売高（百万円）

出荷期間1ヶ月延長品目の品目数

加工品開発品目数

●水田の高度利用化モデルの構築（土
地利用型作物と園芸作物の組み合わせ
など）
●市場ニ－ズや気象変動に対応した安
定生産と販売の確立（業務需要に対応し
た省力生産、加工品開発など）

特別栽培米の作付面積(ha)

圏域
第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）

成果指標項目 Ｈ２２現況
Ｈ２５ Ｈ２７

2,202 2,351百万円 2,053百万円

H２５年度

2,386
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〈林業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

木材生産倍増

さらなる木材生産増加に
向け、森林組合が中心と
なった施業の集約化の
推進と低コストで生産で
きる仕組みづくり。

●集約化の促進
●主伐を含む伐採の促進
●循環型林業を実施するためのシ
ステムづくり
●人材育成、木材生産体制整備

木材生産量
（㎥）

7,151 10,500 9,410 14,000 90%

□集約化の促進
　・松江市民有林を対象に地区説明会を
実施（5回）
  ・安来市民有林の約８割について森林経
営計画を樹立
□伐採の促進
　・合板工場との協定に基づき順調に搬出
間伐を実施
　・計画的に森林作業道開設（12路線
9,298m）
□人材育成
  ・森林組合職員が森林施業プランナー
研修会参加
■新たな伐採候補地の掘り起こしが必要
 

県産材製品県外出
荷量
（㎥）

240 300 282 420 94%

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
（戸・累計）

60 70 61 90 87%

松
江

県産材製品の新たな
需要拡大

圏域における県産材需
要の拡大と県外への新
たな販路・需要の開拓。

●県産木材製品の県外出荷拡大
・高次加工施設の導入や人材育成
等による加工体制強化
・素材生産業者との取引協定など
による製材用原木の低コスト及び
安定供給の仕組みづくり
●中海圏域における県産木材製
品シェアの拡大
・「顔の見える木造住宅づくり活動」
を強化することによる県産材を活
用した木造住宅建築等の推進。

□原木の流通合理化
　・素材生産業者-製材、チップ製造業者
間の原木取引協定が活発化
　・森林組合、素材生産業者等が連携して
バイオマス発電用原木ストックヤード、チッ
プ工場を整備の方針
□木材製品の県外出荷拡大
　・パレット材の共同出荷検討開始
■原木ストックヤード及びチップ工場の早
期完成と確実な燃料用原木供給体制の確
立。

Ｈ２５年度
圏域

第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）
成果指標項目 Ｈ２２現況

Ｈ２５ Ｈ２７
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〈林業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

雲南圏域全体の木材
生産量
（㎥）

39,774 67,000 58,000 78,500 87%

　（木材生産団地内） 27,870 51,500 50,400 62,500 98%

うち雲南圏域３森林組
合の木材生産量
（㎥）

26,156 43,500 33,100 54,000 76%

提案型集約化施業の
実施箇所数　（累計） 3 20 23 28 115%

　（実施面積）（ｈａ） 29 290 264 460 91%

製材所への原木直送
量
（㎥）

3,009 4,371 3,966 5,280 91%

乾燥材製品出荷量
（㎥） 507 682 410 800 60%

木質バイオマスの熱エ
ネルギー利用量　（ｔ） 0 1,217 1,501 2,061 123%

奥出雲キノコの里づく
り

生産体制の充実による
奥出雲しいたけのブラン
ド力の維持、強化と多様
なキノコの生産による産
地間競争力の強化。

●新種菌開発に伴う新たな栽培技
術の向上。
●遊休施設の直営化や新規参入
の勧誘・公募。
●消費者ニーズに応じたパッケー
ジ化や加工品の開発・改善。
●マイタケ、エリンギ、キクラゲ等
多様なキノコ生産の展開や市場価
値の高いキノコの研究開発。

主要菌床キノコ及び加
工品売上高
（百万円）

1,027 1,131 1,061 1,131 94%

○菌床しいたけ栽培技術の向上
　・生産者向け栽培マニュアル作成による
生産技術向上
○奥出雲ブランドの強化
　・Ｏ会社の「きくらげ」が美味しまね認証を
取得
■販売力強化に繋がる更なる体制強化と
新品種の開発

雲南の木活用促進

原木の集出荷体制の構
築及び木材業者と工務
店等関係者間の連携に
よる相互のコストダウンと
需要拡大。

●用途に応じた効率的な原木集出
荷体制の整備と原木需給情報提
供体制の構築。
●乾燥材やJAS製品等公共建築
物に必要な木材製品の安定供給
体制構築。
●展示会等による「顔の見える木
材での家づくり」の推進。

□原木集出荷体制の構築
　・圏域内市町で木質バイオマス燃料活用
体制整備が進む（ストックヤード整備）
□地域材を利用した家づくり
　・「ワイン貯蔵庫」を地域材によるモデル
的な木造施設として整備
■乾燥材の安定出荷体制づくり（既存施
設の老朽化による能力不足）

雲
南

雲南の木増産

設定した木材生産団地
内での低コスト路網と高
性能機械を駆使した集約
化施業の推進及び、間
伐や主伐による木材の
増産と安定供給体制の
構築。

●提案型集約化施業箇所の積極
的な確保
●適正な施業提案書の作成
●壊れにくい効率的な低コスト路
網の開設
●現地に適した作業システムの実
践
●コスト分析による施業提案・作業
システムの改善

□集約化施業箇所の確保
　・雲南地域全町村の地籍情報が森林ＧＩ
Ｓに反映され、今後の増産（主伐、間伐、
路網整備）が進展
□生産性・コスト分析
　・利用間伐、主伐地でのコスト分析調査
実施（7箇所）

■主伐から植栽までの循環林業コスト分
析必要
■各森林組合の増産に対する推進体制
（作業班の再検討）
■実行力のある経営計画の策定

Ｈ２５年度
圏域

第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）
成果指標項目 Ｈ２２現況

Ｈ２５ Ｈ２７
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〈林業関係〉

プロジェクト名 ねらい 主な取組項目 目標 実績 目標 達成率 □ 主な活動実績・成果、■ 課題

木材生産団地（集約化
区域）からの木材生産
量
（㎥）

2,109 4,470 4,690 6,500 105%

木材生産量
（㎥） 16,352 18,800 16,400 21,300 87%

人工乾燥材生産量
（管内企業）
（㎥）

1,600 2,090 3,000 2,200 144%

県産材製品の販売量
（県産材展示販売施
設）
（㎥）

380 700 1,120 1,000 160%

製品の県外販売量（管
内企業）
（㎥）

200 300 600 500 200%

周年栽培農家の割合
（％） 22 30 32.4 35 108%

生しいたけの出荷量
（ｔ） 248 308 322 320 105%

地域住民、ボランティ
ア等の整備参加者数
（人）

300 400 636 500 159%

砂丘海岸林整備ため
の作業実施面積
（ｈａ）

0.26 0.78 1.31 1.30 168%

●地域と行政が連携して保全・管
理するための協議の設置等体制
づくり。
●現地に即した砂丘海岸林の目標
林分の作成
●自治会等地域住民やボランティ
アによる植栽・除伐・間伐等の取り
組み促進。
●林間活用（ショウロの発生環境
整備等）の促進

□保全・管理を協議する場の設置
　・新たに１団体が設立され、活動団体が３
団体になり活動地域が拡大
　・情報共有化が進み海岸林再生気運が
高まった
□保全方法及び林間活用の検討
　・各団体で植栽、保育、被害木除去、巡
視活動を実施
  ・林間活用（ショウロ発生環境整備等）を
実施
■参加者のさらなる拡大、植栽地の管理、
巡視活動の継続

□県内での木材製品利用拡大
　・県産材を利用した木質化が拡大（一畑
電車内、出雲大社前駅）
　・３層パネルの新たな用途開発開始
○県産材製品の県外販売拡大
　・県外展示会（大阪、名古屋、東京）に延
べ10事業体が参加
■商談成立には、量の確保、ニーズに合う
製品開発必要

菌床生しいたけ生産
振興

新規参入者やIターン者、
異業種からの参入者に
対する技術指導や後継
者育成などの生産振興
による出雲圏域の産物
化。

●個別の生産条件に合致した栽
培・経営指導など、栽培技術向上
による、単位収量の増大。
●栽培品種の絞り込みなどによる
周年栽培農家の育成。
●既存生産者の経営のモデル化、
新規栽培希望者の事前営農指導
など担い手の確保。
●ニーズに応じた出荷形態の検討
等による販路拡大。

□周年栽培拡大に向けた技術向上
　・周年栽培ハウス、空調機等の導入
□産地としての販売促進
　・知名度アップを目指した菌床しいたけ
の新名称を公募
■新商品づくりと販売ＰＲ

出
雲

素材生産の増産対策
推進

森林組合が主体となった
地域材の増産・安定供給
に向けた集約化の促進

●提案型集約化施業の推進
●林業事業体間の連携、情報の
活用促進
●低コスト搬出の推進（路網整備、
高性能機械の活用）
●地域材の増産・安定供給体制構
築と伐採跡地の確実な再生
●永続的な森林経営、管理の仕組
み作り

○集約化による素材増産
　・国事業等を活用した森林作業道の路
線設計（7路線）
■森林組合の施業地拡大のため高性能
機械導入必要
 

確かな品揃えができ
る製品づくり

各製材所間、設計士、工
務店、行政との連携の一
層の強化と県産材製品
の供給安定化や品質向
上による県内外での県産
材製品の需要拡大。

●提供可能な県産材製品の部材
別規格及び量の把握
●関係者協議による県産材製品
利用・提供の仕組づくり
●県産材製品の高品質化
●新たな高付加価値製品製造の
検討

出雲の砂丘海岸林再
生

公益的機能を有する砂
丘海岸林森林を永続的
に保全・管理するための
地域の自治会等と行政
による枠組みづくり。

Ｈ２５年度
圏域

第２期地域戦略プロジェクト（H24～H27年度）
成果指標項目 Ｈ２２現況

Ｈ２５ Ｈ２７
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３ 平成２６年度農業普及重点課題

＜松江農業普及部＞

１ 「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」

（１）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

【課題と対応】

●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 から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

（２）知識・技術の共有化と高位平準化

【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

【課題と対策】

●ぼたん品種データベースの作成：画像データや品種特性、DNA
情報等を概ね蓄積保存。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

●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

（３）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

【課題と対応】

●産地の維持・発展に向けた方策として産地ビジョンを検討

●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

２ 「まつえ特産品（柿・キャベツ）の産地強化」

（１）「松江の柿」の生産を支える仕組みづくりの推進と商品性の向上

栽培面積（ころ柿を除く）は 40ha を上回るが、JA 出荷面積は約 15ha と少なく、その要因として放
任園の増加、生産者の高齢化の進行などが指摘されている。

25 年度の調査では、夏の防除の負担が大きく、共同防除体制や作業受委託などの体制づくりが求め

生育良好な抑制ボタン

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｲﾒｰｼﾞ（上）と編集会議
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られている。

①生産の維持・拡大に向けた仕組みづくりと担い手育成

【目的】

産地維持のため、新規栽培者の確保とともに、柿園地の保全に向けた仕組みづくりを推進する。

【課題と対応】

●新規栽培者の育成確保（だんだん営農塾の開催）

●園地流動化の促進（実態把握とマッチイング支援）

●作業受委託の取組み推進支援

②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。

【課題と対応】

●発芽不良対策、樹上軟化対策の実証

●出荷量予測の精度向上

●良質な干し柿加工生産のための衛生管理の向上

（１）くにびきキャベツの産地強化

揖屋干拓地を中心に栽培され、国指定産地である。近年面積が増え平成 24年度は 37ha、販売量 1100t
と平成 9年以来の高い生産をあげた。24年 3月にキャベツ部会員 42人全員で「美味しまね認証」を取
得した。

①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】

新規栽培者の育成や集落営農組織の取組みを推進し、栽培面積の

拡大、生産性の向上を図る。

【課題と対応】

●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）
②キャベツの栽培技術の向上

【目的】

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。

【課題と対応】

●ＧＡＰの取り組み支援（ＧＡＰ現地研修会の開催、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）

●土壌病害対策の徹底による被害軽減

●安定的な販路確保の支援

衛生管理研修会

後継者対象の栽培講習会

キャベツ部会員
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３ 「安全・安心な農産物の生産と環境にやさしい農業の推進」

（１）ＧＡＰ・美味しまね認証の推進 ※ＧＡＰ：農業生産工程管理

【目的】

エコファーマー専用産直コーナー設置を契機に、消費者に支 持される、

安全・安心・新鮮な産品づくりへの関心が高まりつ つあり、エコファーマ

ーを中心にＧＡＰの導入や美味しまね認 証の取得を誘導

【課題と対応】

●美味しまね認証取得を志向するエコファーマーもいるが、認証制度への関

心・理解度は農家によって様々

●生産者の意欲が向上するような勉強会や視察等を重ねてＧＡＰや美味しまね認証への理解を深め

ることが重要

●認証希望者に対してはＧＡＰの導入や美味しまね認証の取得を支援

（２）エコロジー農産物の栽培技術の向上

【目的】

エコファーマーの自主的活動を推進するとと もに、

安定したエコ農産物の生産・販売のため、環境にやさし

い農業技術の向上を図る

【課題と対応】

●エコファーマー専用産直コーナー(マルマン・エコ・マ

ルシェ)をＨ２２年７月に開設

●マルマン・エコ・マルシェ出荷者協議会を設立し、自

主的運営体制に移行

●会員とマルマンによる運営会議を月１回開催し、生産

・出荷計画、運営等の情報交換や課題を検討中

（３）環境にやさしい農業への理解促進

【目的】

小学校児童を対象とした出前授業の実施により、環境にやさしい農業への理解を促進

【課題と対応】

●小学生を対象とした食育の出前授業や味覚授業を参観日に開催し、児童と保護者の両方に、環境

にやさしい農業やエコロジー農産物をＰＲ

マルマン･エコ･マルシェ産直コーナー
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＜松江農業普及部・安来支所＞

１ 「顧客に支持されるいちご産地づくり」

「県下の先駆けとなるトルコギキョウ産地の育成」

〔H27年度目標：ＪＡ取扱額 4.3億円（いちご・花き）〕
【課題と対応】

●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

・イチゴ新品種(かおり野)の導入と新技樹導入による推進（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

２ 「生産と販売が一体となった地産地消の推進」

〔H27年度目標：ＪＡ取扱額 4.0億円〕
【課題と対応】

●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

安来市の重要産品である、いちごとトルコギキョウの
さらなる推進を図るため、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している。

H23 年の新たにオープンした直売店舗（道の駅の「な
かうみ菜彩館」）や、H26 年にリニューアル予定の飯島
店の検討等により、産直活動が活性化している。
顧客ニーズに沿った計画的な生産体制と、一層円滑な

集荷販売ができるようなシステム構築を目指している。

産地拡大が進むトルコギキョウ

県内一の産地「やすぎのいちご」

新鮮な農産物を提供する直売店舗
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＜雲南事務所 農業普及部＞

１ 「産直の販路拡大」

〔平成 27年度目標
販売金額 696百万円（うち、都商 1億円）〕

【課題と対応】

●産直の充実

・売れる商品づくり ①計画生産・栽培技術の指導（研修会、栽培講習会）

②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 ①重点直売所の活動支援（新企画の実施支援）

②安心して買い物ができる店舗づくり(研修会)

●地産都商の維持

・JA雲南を中心とした運営の効率化。
●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（研修会、展示実証圃の設置）

２ 「環境に配慮した特別栽培米（エコロジー米）の拡大」

〔平成 27年度目標
特別栽培米（エコロジー米）取組面積 550ha〕

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。H25
年度には 142 経営体で 506ha（前年比 38ha 増）の
取組となっており、県のエコロジー米推奨面積の
約 42％を占めている。

H25 年度は生産技術の普及はもとより、標高の
低い地帯での「つや姫」「きぬむすめ」を推進し、
また、これまで取組の少なかった吉田・掛合地域
での推進活動を行い、H25 年産は 38 経営体で 34ha
が取り組んだ。この活動も含め、集落営農法人へ
の働きかけによって、H26 年産では管内 43 法人の
うち、41法人が取り組むことになった。
併せて JA 雲南ががんばる事業ソフトを活用して

精米袋「田植え囃子」を作成し、販売面でも支援
を行っている。

雲南地域の産直活動は｢奥出雲産直振興推進協議
会｣(会員数 2,927 人)を主体に販売額は 7 億 3,800 万
円(前年比 108%）と順調に伸びている。
高速道路松江尾道線の道の駅に H25 年 3 月新設

された[よてごしな菜]、飯南町が国道 54 号線対策
として三次市に H25 年 10 月末に新設させた[i まる
シェ]の運営を支援するとともに、落ち込みが激し
い国道 54 号線沿いの既存の直売所の魅力ある店舗
づくりの支援が必要である。
これら直売施設は今後も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
みや、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。

モリモリ奥出雲新装開店 直売所研修

よってごしな菜 三次ｉまるシェオープン

新精米袋
仁多米振興大会(2/16)

現地指導会 いざ収穫開始
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【課題と対応】

●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。

・種子の温湯消毒機導入経営体を核とした面積拡大。

●「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」への転換支援

・「つや姫」栽培技術確立展示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 H26 年度強い米づくり交付金を受けカントリーエレベーターの建設に着手する。
(事業費 1,169百万円、計画処理量 1,999ｔ)

３ 「横田国営開発農地における営農推進」

〔平成 27年度目標
参入企業及び農業生産法人への農地集積面積 85ha、作業受託等、参入企業が行う地域との
労働力補完・連携の実施面積 45ha〕

【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

・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人・農地プランの作成支援を実施。

・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。

■主な営農の動向
①耕作放棄地再生利用交付金活用による再整備(2.9ha)やそば、エゴマ
等の作付面積拡大等により農地の有効活用が図られ、H25 年の要活用
農地面積は前年より約 5ha 減少し約 34ha となり、順調に減少しつつ
ある。

②エゴマは、農業参入企業が自社栽培に加え地元農家へ栽培委託し定
価での買い取りを実施。育苗・収穫作業受託の労力補完体制確立や
機械化作業体系の推進を行った結果、H25 年産栽培面積は県内一の約
18haとなった。
平成 26 年産は栽培受託している農業参入企業の面積拡大や新規栽

培者の増加等により約 23ha で作付けされる計画であり、国内では最
大級の産地となる。エゴマ栽培は町内での６次産業化の推進や開発
地における遊休農地の解消、地域農業の活性化に繋がっている。

③ H24 年からトマト養液栽培を開始した奥出雲農園の２年目の出荷実
績は前年比 118%となり、当該年度の販売目標額を達成。今年度は販
路拡大に向け、美味しまね認証に加え、JGAP認証を取得予定。

④開発地において、I ターンによる新規就農者 1 名が 4 月から就農。キ
ャベツ、だいこん、ほうれんそう 栽培を行う。

エゴマのコンバイン収穫

エゴマ加工商品

｢奥出雲農園｣での

トマト養液栽培
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＜出雲事務所 農業普及部＞

１ 「ぶどう産地の強化」

〔普及指導計画戦略プランプロジェクト課題〕（戦略 PJ：「出雲産品の出荷システム構築 PJ）

【課題と対応】

●ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄの生産拡大〔平成 26年度目標：栽培面積 20ha 出荷量 65t〕
①栽培面積の拡大：改植事業の支援、新規植栽者への支援

②栽培技術の高位平準化〔平成 26年度目標：秀品率 20% 単収 1,200kg（4年生以上）〕
・「技術通信」の定期発行・配布（年 6回全栽培農家へ配布）
・「樹齢別栽培講習」の濃密実施（4月～ 7月 月 1回ﾍﾟｰｽ）
・若手栽培者によるシャイン栽培研究会への支援（通年）

③早期出荷の推進〔平成 26年度目標：盆前出荷割合 45%〕
・贈答需要期の高単価取引のため、｢盆前出荷｣への誘導

・盆前出荷に係る技術的な実証圃の設置と講習会(月１回)の開催

④出荷時期遅延技術の開発

・有利販売へ向けた「樹上での貯蔵」や「通常冷蔵貯蔵」の実施と試験販売

●ﾃﾞﾗｳｴｱの生産維持向上〔平成 26年度目標：単収 1,400kg〕
・生育時期別講習会の開催

・「技術通信」の定期発行・配布（月 1回全栽培農家へ配布）
・単価維持のため出荷予測精度向上の支援

●リースハウス団地推進支援〔平成 26年度目標：面積 2ha 入植者数 10名〕
・入植者確保支援

・H25年度入植者に対する栽培支援
●省エネ技術の推進 〔平成 26年度目標：導入面積 500a〕

・省エネ温度管理法(隔日変夜温管理)導入啓発活動、講習会、導入後支援の実施

ＪＡいずも管内のぶどうは、加温栽培「デラウ
エア」の中心産地であるが、高齢化や加温燃料
高騰等により面積の減少が続いている。
このため、ぶどうの複合経営による収益性の

向上のために「シャインマスカット」の導入、
加温燃料節減のための省エネ温度管理法（隔日
変夜温管理技術）の導入、さらに、栽培面積維
持のためにＪＡいずもが取り組んでいる「リー
スハウス団地」への支援を実施し、産地強化の
ため総合的に課題解決に取り組む必要がある。建設中の「リースハウス」
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２ 「多岐いちじくの産地再生」（出雲市多伎町）

〔普及指導計画戦略プランプロジェクト課題〕（戦略 P：「出雲産品の出荷システム構築 PJ）
多伎いちじくは、山陰地方を中心に秋の味覚として知られ、

また干しイチジク等の加工品も多く、ブランド商品として１億円

を超える品目になっている。

しかし、近年、生産者も高齢化し、重要病害である株枯病等に

よる樹体の枯死も進み、生産量が低下し販売額も１億円を下回る

ようになっている。

このため、本年度からこれらの諸課題を解決し、産地力を向上させるため、関係機関や農家と共に、

多伎いちじく産地再生プロジェクトに取り組む。

【課題と対応】

●産地再生ビジョンの作成

・産地再生ＰＪ会議の開催支援（産地ビジョンの作成支援）

・生産実態、生産者意向の把握

●生産力の向上

・株枯病対策の実証、普及（薬剤土壌処理）

・適期管理の徹底

・接ぎ木苗の育成支援

●産地後継者の育成

・園地流動化の実施可能面積と町内栽培希望者の把握

・アグリビジネススクール等による後継者の育成

３ 「水田利用の高度化」（出雲市斐川町）

〔普及指導計画戦略プランプロジェクト課題〕（戦略 P：「水田利用高度化 PJ）
出雲市斐川町の耕地利用率は 117.9%と高く、水田の 69%を

集落営農組織や認定農業者等の担い手が集積している。こうし

たなかで、土地利用型作物として水稲と麦・大豆・ﾊﾄﾑｷﾞ等の

組み合わせに加え、キャベツ・たまねぎ・白ねぎ・枝豆等の園

芸作物の生産も取り組まれているが、近年の気象変動や資材の

高騰等から、経営所得の向上に十分繋がりにくい状況となって

いる。

このため、担い手を中心として、気象変動に対応した水稲生

産や多様な園芸作物の栽培を推進し、経済性の高い経営ﾓﾃﾞﾙによる水田の高度利用を進める。

【課題と対応】

●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

平成 24 年度：つや姫への転換推進（旧出雲市：48 戸 31ha、旧斐川町 45 戸 124ha 栽培）
平成 25年度：つや姫への転換推進（旧出雲市：59戸 43ha、旧斐川町 91戸 240ha栽培）
平成 26年度：つや姫への転換推進（旧出雲市：55戸 45ha、旧斐川町 94戸 281ha栽培予定）

つや姫マイスターの育成（旧出雲市：2戸、旧斐川町 3戸）
・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（出雲市斐川町）
・大麦、大豆採種事業による優良種子の安定生産
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大麦採種ほ 3組織・大豆採種ほ 2組織、大麦「ｻﾁﾎｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ」への品種転換
「ｻﾁﾎｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ」原種ほ 1 組織(くらしまファーム）における安定生産の推進

●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

園芸作物導入組織の実態調査に基づく栽培体系モデルを作成、未導入組織への導入推進

・育苗ハウスの活用 2 組織(スナップエンドウ・あすっこ等のトロ箱栽培)やトルコギキョウ 3
組織の導入推進

・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

・トルコギキョウを出雲空港よりフライト便を活用し、関東市場２市場へ３回出荷

平成２６年度も引き続き行う予定

４ 「新規就農者の育成・確保」

〔普及指導計画戦略プランプロジェクト課題〕（戦略 P：「新たな担い手育成 PJ）

出雲市アグリビジネススクールの就農チャレンジ講座

は、出雲の３大特産果樹（ぶどう・柿・いちじく）、野

菜（ブロッコリー・アスパラガス・青ネギ・あすっこ・

キャベツ）の担い手を育成するため、出雲市が平成 18
年度から開設している。毎年度、12 月に開講、翌年 11
月までの 1 年間、基礎研修として月１回程度の講義や現
地圃場での実践研修、ぶどう研修農家での栽培実習も実

施している。平成 25 年度までの受講修了者 222 名のう
ち、新規就農者 53 名、就農率 24 ％となっており、今後

とも、新規就農者育成の切り札として、積極的に推進する必要がある。

【課題と対応】

●技術・知識の円滑な習得支援

・講座講師として、「講義による基礎知識の習得」、「実習による実践技術の習得」、「研修農

家における栽培体験」の効果的な組み合わせによる講習の実施

●講座の強化拡充支援

・出雲市農業支援センターと連携し、「経営関係講習」等による講座内容の強化拡充を支援

●修了生の就農支援

・出雲市やＪＡ、生産部会と連携し、園地（空きハウス・既存柿園等）の斡旋、事業等の活

用を支援
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４　平成２６年度林業普及重点課題

＜林業部（松江地域林業普及課）＞

１　地域材の増産対策（地域）

２　県産材製品の需要拡大対策（地域）

　

　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。
　また、平成２７年度の稼働に向け松江市大井町において木質バイオマス発電施設の整備が進めら
れており、燃料用原木の供給体制整備も喫緊の課題である。
　これらの状況に対応するため、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）：14，000ｍ３（H25実績: 9,410ｍ３ ）

　山陰最大の消費地である中海圏域にありながら、近年、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。また、消費増税による
駆け込み需要の反動も懸念される。
　この状況に対応するため、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：420ｍ３（H25実績：282ｍ３）
　    ◇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（H25実績：61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。

　　　　　　　　　【県産木造建築物】
松江市内の保育園が、平成２５年度森林整
備加速化・林業再生事業により、地元木材を
内装に活用した子育て支援センター及び放
課後児童クラブを整備。
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＜雲南事務所　林業部＞

　

1　雲南の木増産

　　【 H26成果指標　木材生産量　72,000m3、森林組合の木材生産量 ４８,０00m3、提案型集約化施業実施箇所 24個所 】

2　雲南の木利用促進

　　【 H26成果指標　製材所への原木直送量 4,825m3、乾燥材製品出荷量 741m３ 木質バイオマス熱エネ利用量1,549ｔ】

3　奥出雲キノコの里づくり

　　【 H26成果指標　主要菌床キノコ及び加工品売上高　1,130,660千円 】

【バイオマス利用施設：三刀屋福祉センター(雲南市三刀屋町)】

　　　開催され、広葉樹の樹下植栽、丸太の重さ当てクイズなどおこ

　　　ない、森林整備への理解を深めた。

【市民参加型収集運搬：ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ（雲南市加茂町）】　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、仁多郡森林
組合では、伐採跡地の植栽を行うことを条件に立
木売買契約を締結するなど、伐採跡地への植栽も
積極的に行っている。
 また、管内の森林組合では、苗木生産の増産に
も積極的に取り組んでいる。

　森林整備加速化・林業再生事業により年間３００トンを
使用する木質バイオマス利用施設整備が進すむ三刀屋健康
福祉センター（２６年度完成）。雲南地域では、各市町が
木質バイオマスの利活用に積極的であり、平成２６年度末
には、５温泉施設において年間２,２２０トンの木質バイ
オマスを使用する計画となっている。

　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。
　Ｈ20～23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Ｈ24～27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、主伐と間伐による木材の増産と安定供給体制を構築していく。

  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。

　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。

【循環型林業への取り組み：奥出雲町】
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＜出雲事務所　林業部＞

１　素材生産の増産対策推進(地域プロジェクト)

２　確かな品揃えができる製品づくり(地域プロジェクト)

【一畑電車出雲大社前駅構内売店の木質化】 【平成25年度森林作業道現地検討会】
事業名　 ：  平成25年度森林整備加速化・林業再生事業 実施場所：出雲市多伎町地内の団地（170ha）
事業主体：　斐伊川流域林業活性化センター 実施状況：ルート選定、路盤強度、作業効率など

３　菌床生しいたけ生産振興(地域プロジェクト)

　川下側では、製材所等の体制整備が図られ、公共建築物木材利用促進法も施行されたことから、地域材を
使っていこうという気運が高まっている。
　しかし、一方で施業の集約化が思うように進まず、設定した木材生産団地全てから安定的、計画的に木材生
産が行われているとは言えない現状がある。
　この現状を踏まえ、今後はスギ・ヒノキの利用間伐はもちろん、マツ・広葉樹等の皆伐も含めた木材生産計画
（森林経営計画）を立て、事業体が連携し、需要に応えうる地域材の供給体制構築に向けた取り組みを推進して
いく。
　
　【H27成果指標　木材生産団地からの木材生産量(単年)  6,500㎥、木材生産量(単年) 21,300㎥】

　当管内は、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㎥、県産材製品の販売量1,000㎥、製品の県外販売量500㎥】

  出雲産の菌床生しいたけは、品質面において市場から高い評価を得ており需要があるとともに、生産は他の
農林産物に比べ労働強度が低く、面積あたりの収益性が高いため、高齢化の進む農林業生産構造のなかで地
域の経済を活性化する有望な作目である。
　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２４８tから３２０tへの増産をめざしている。
　これに伴い、新規参入者やIターン者、異業種からの生しいたけ生産への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に取り組んでいく。
　
  【H27成果指標　周年栽培農家の割合35%、生しいたけ生産量320トン】
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５ 家畜衛生部（松江・出雲）事業概要

（１）家畜伝染病予防事業

①飼養者、関係機関への家畜衛生情報提供（鳥インフルエンザ、口蹄疫等発生情報）

（平成26年度重点課題） 家畜衛生情報提供体制の整備

②防疫体制の強化

（平成26年度重点課題）「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

③「飼養衛生管理基準」の徹底のための牛、豚、鶏飼養農家全戸の立ち入り指導

（平成26年度重点課題） 立ち入り制限看板の設置、訪問者の記録、消毒槽の設置指導

＊特に養鶏農家へは、防鳥ネットの設置、消毒の徹底等発生防止対策の指導

④高病原性鳥インフルエンザ対策

ア 鶏飼養農家への毎月一回モニタリング調査並びに衛生指導

イ 防疫訓練等による東部農林振興C（現地対策本部）危機管理体制の強化

― 平成25年度 ―

ア 鶏から血液・気管スワブ・クロアカスワブを採取しインフルエンザの検査を実施

イ 現地対策本部（東部農林振興C）防疫研修、訓練

・全体研修および防疫班、移動規制班等各班毎の研修

・県全域の防疫訓練および現対本部訓練

・鳥取県・岡山県・広島県との県境防疫

ウ 死亡野鳥の検査（林業部鳥獣ｽﾀｯﾌ連携)

⑤口蹄疫対策

ア 防疫業務マニュアルの整備に向けた取り組み

イ 防疫訓練等による危機管理体制の強化 「島根県防疫訓練」

― 平成25年度 ―

ア 食料安全推進課により整備中

イ 国による防疫訓練実施

・想定農場で写真撮影し県庁経由による農水省動物衛生課

への迅速な送付および写真判定並びに疫学調査と報告。

⑥家畜伝染病対策

ア 家畜法定伝染病のサーベイランス

乳用牛の定期検査（結核・ブルセラ・ヨーネ病）

イ 牛異常産サーベイランス(アカバネ病等６疾病) 「牛血液採取状況」

ウ その他、牛白血病、豚コレラ、オーエスキー病、みつばち腐蛆病等

⑦家畜の病性鑑定(死亡家畜および原因不明の伝染性疾病等に係る原因究明)

⑧家畜伝染病発生時の防疫措置

Ｈ25年度法定伝染病：発生なし

Ｈ25年度届出伝染病：牛白血病 6戸 7頭、牛ウイルス性下痢粘膜病 2戸 2頭

破傷3戸 3頭、犬レプトスピラ 2戸 2頭

（２）家畜衛生対策及び生産性向上対策事業

①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

②放牧牛の衛生対策 ：放牧牛の伝染病検査、健康診断、放牧衛生指導

③乳用牛の生産性向上対策 ：乳質及び乳量の改善指導、乳房炎防除対策

④受精卵移植の推進 ：受精卵移植協議会への指導、農家採卵の実施

⑤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

⑥鶏卵衛生対策 ：県認証制度に係る支援

⑦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

（３）その他

獣医師法、獣医療法、薬事法、家畜改良増殖法に係る許認可、立入検査、指導等
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所 長（景山弘一）
0852-32-5634 《主な分掌事務》

総 務 企 画 部 総務課 庶務・入札
（部長 石飛 厚） 総合振興Ｓ 施策調整、農・林プラン管理

0852-32-5635 調査計画Ｓ 農業農村、治山・林道調査計画
国営担当Ｓ 〔出雲合庁〕 斐伊川沿岸地区国営農業用水再編対策

農 政 部 農政課 農政第一係 食の安全安心対策
（部長 布野達也） 農政第二係 農地転用許可

0852-32-5662 農業振興課 農業振興第一係 農業振興助成事業
農業振興第二係 農業担い手対策

松江農業普及部 松江北地域振興課 農業普及（松江市大橋川以北）
（部長 宅和優一） 松江南地域振興課 農業普及（松江市大橋川以南）

0852-32-5679

安 来 支 所 安来地域振興第一課 農業普及（安来市）
（調整監 渡邊民雄） 安来地域振興第二課 農業普及（安来市）

0854-22-2341
〔安来市穂日島町〕

松江家畜衛生部 家畜衛生課 家畜衛生・防疫業務
（部長 安達 章） （松江市、安来市）

0852-52-5230
〔松江市東出雲町〕

出雲家畜衛生部 家畜衛生課 家畜衛生 （出雲市、雲南市、

（部長 品川雄太） 防疫業務課 防疫業務 奥出雲町、飯南町）

0853-43-7900
〔出雲市神西沖町〕

林 業 部 林業振興課 林業振興第一係 流域管理システム、狩猟・鳥獣保護

（部長 安食陽二） 林業振興第二係 森林組合育成・指導、林業労働力対策

0852-32-5663 森林保全課 保安林指定・管理、治山施設管理
松江地域林業普及課 林業普及（松江市、安来市）

雲南事務所 〔雲南合庁〕
（事務所長 広江慎一） [管内：雲南市､奥出雲町､飯南町]

0854-42-9554
農業普及部 雲南地域振興課 農業普及（雲南市）
（部長 坂本 久） 仁多地域振興課 農業普及（奥出雲町）

0854-42-9528 飯南地域振興課 農業普及（飯南町）

林 業 部 林業普及第一課 林業普及
（部長 事務所長取扱） 林業普及第二課 林業普及、狩猟・鳥獣保護

出雲事務所 〔出雲合庁〕
（事務所長 渡邊和正） [管内：出雲市]

0853-30-5596
農業普及部 出雲地域振興課 農業普及（旧出雲市・旧大社町）

（部長 事務所長取扱） 出雲東地域振興課 農業普及（旧平田市・旧斐川町）
出雲南地域振興課 農業普及（旧出雲市南部・旧佐田町

旧多伎町・旧湖陵町）

林 業 部 林業普及第一課 林業普及
(部長 土江健雄） 林業普及第二課 林業普及、狩猟・鳥獣保護

0853-30-5577

注： は松江合同庁舎外の事務所 正規職員数 １１９名
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