
島根県では、水田での収益性の高い野菜づくりを広げていく取組「水田園芸」を推進し
ています。
水田園芸では、今後需要拡大が見込まれ、機械化や省力化が可能なキャベツ、タマネギ、
ブロッコリー、白ネギ、アスパラガス、ミニトマトを推進６品目として掲げ、新規作付・
規模拡大を支援しています。
この手引きでは水田園芸に取り組まれる際に活用できる事業や県の支援を紹介します。

島根県農林水産部産地支援課
令和４年４月作成

水田園芸に新たに取り組む、拡大しようとお考えの方へ

～水田園芸サポートの手引き～



〈手引きの活用にあたって〉
・紹介する事業や県の支援の活用をご検討される際は、最終ページの県機関問い合わ
せ先にまず、ご連絡ください。ご相談内容により、窓口をご紹介します。

・紹介する支援のうち補助金の活用による場合は、すでに実施されたものは対象外と
なることや、募集期間が限られているもの、採択や活用できるまでに時間を要する
ものがありますのでご注意ください。

もくじ ～水田園芸で「○○したい」とお考えの方へ～

※紹介する支援内容欄の略語は以下を意味しています。

作付けにあたっての
支援

作

販路開拓への支援販ほ場整備への支援ほ

機械整備への支援機 施設（ハウス）整備

への支援
施

その他の支援他

栽培方法を知りたい
作

栽培技術をアドバイスします！

※紹介する支援の略語を記載

〈資料の見方〉

紹介する支援内容
ページ

作 機 施 ほ 販 他

水田園芸に新たに取り組む、
取り組もうとお考えの方

○ P1,2

○ ○ P3

○ P4

水田園芸の規模拡大を
お考えの方

○ ○ P5

○ P6

複数の農業者による機械等
の共同利用をお考えの方

○ P7

機械等の作業受託を
お考えの方

○ P8

○ P9

小規模で簡易なほ場整備を
お考えの方

○ P10

その他の支援 ○ ○ P11



栽培技術をアドバイスします！

ＪＡしまね地区本部の営農指導員や、県農業振興部・農業部の農業普及員が、栽培マニュ
アルなどを活用して栽培技術などを丁寧にアドバイスします。

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

新たに栽培に取り組む際に、資材などの支援がないか

栽培に必要な種苗などの経費を支援します！

新たに栽培に取り組む際に、栽培実証として行う排水対策、必要な種苗、肥料、機械レン
タルなどに係る経費の一部を支援します。

１

栽培方法を知りたい

栽培するほ場の選び方を知りたい

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

栽培するほ場での排水対策を知りたい、行いたい

排水対策をアドバイスします！

県農業振興部・農業部の農業普及員が、
排水対策早見表などを活用して栽培予定
ほ場に応じた排水対策の方法などをアド
バイスします。

排水対策の機械を試行できます！

県では、農業技術センターが所有する排水対策の機械を活用して管理作業の機械化につい
ての現地実証に取り組んでおり、一定の要件のもと、機械を試しに使うことができます。
【現地実証で使用できる機械】パラソイラー、サブソイラー
※機械は無償でお使いいただけますが、燃料費や運搬費等は負担していただきます。

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

水田園芸に新たに取り組む、
取り組もうとお考えの方へ ①

作

作

作

作

ほ場の選び方をアドバイスします！

県農業振興部・農業部の農業普及員が、栽培条件に適したほ場選定や排水対策早見表など
を活用して、栽培予定ほ場に応じた排水対策などについてアドバイスします。

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
チャレンジ支援

・排水対策の実施は必須
・新たに水田園芸に取り組む農業者等であること
・面積要件等あり（例：露地で概ね10a以上）

1/2以内 A-1

県

排水対策早見表

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



機械を試行できます！

県では、農業技術センターが所有する排水対策や移植機などの機械を活用して管理作業の
機械化についての現地実証に取り組んでおり、一定の要件のもと、機械を試しに使うことが
できます。

【現地実証で使用できる機械】サンソワー、畝立て成型機、半自動移植機、
たまねぎ全自動移植機、スプリンクラー など

※機械は無償でお使いいただけますが、燃料費や運搬費等は負担していただきます。

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

試作をしたいが、機械を持っていない

機械のレンタルに係る経費を支援します！

試作等で使用する機械のレンタルに係る経費の一部を支援します。

作付けにあたって支援がないか

作付面積に応じて支援します！

水田園芸の取組を推進するため、県推進６品目を作付する農業者の方に対し、作付面積に
応じ、産地交付金県枠メニューを活用して支援します。
【事業名】産地交付金県枠メニュー（No.C-1）
【支援単価】作付支援（基本）：5万円/10a

契約取引加算 ：3万円/10a
作付拡大加算 ：7万円/10a 詳しい内容のお問い合わせ先は、

お住まいの市町村の地域農業再
生協議会になります。

最大15万円/10a

水田園芸に新たに取り組む、
取り組もうとお考えの方へ ②

作

作

２

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点づくり計画策定支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体 1/2以内

A-2

拠点体制づくり支援 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物導入促進事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を図
ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

定額 B-1

県

国

たまねぎ全自動移植機 畝立て成型機
※トラクターは、別途ご用意ください。

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



３

機械の整備を支援します！

排水対策や栽培、収穫・調製などに必要な機械の整備に係る経費の一部を支援します。

本格的に取り組むために必要な機械を整備したい

ハウスの整備を支援します！

アスパラガスやミニトマトの栽培に必要なハウスの整備に係る経費の一部を支援します。

本格的に取り組むために必要なハウスを整備したい

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
うちハウス等整備支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

・ハウス等整備支援におけるハウスは、アスパラガスと
ミニトマトの生産に係るハウスの整備が対象

1/3以内
1/4以内※

A-4

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・リース導入は耐候性ハウス又は自力施工できないハウ
スが対象

・資材購入による導入は自力施工できるハウスが対象 1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・低コスト耐候性ハウスが対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・一般的なパイプハウスは資材費のみ対象
（施工費は対象外）

B-4

※国事業活用時には、補助率1/4以内で支援します。

水田園芸に新たに取り組む、
取り組もうとお考えの方へ ③

施

機

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点体制づくり支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

1/3以内 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・機械はリース導入のみ対象であり、汎用性の高い機械
は対象外（例：トラクター、運搬用トラック等）

1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・施設整備に併せた機械整備が対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・ほ場で使用する機械が対象
（例：トラクター､防除機等）

B-4

県

国

国

県

国

国

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



収入減少などを支援します！

①全ての農産物を対象に自然災害による収量減少や価格低下を始め、農業者の経営努力で
は避けられない様々なリスクによる収入減少を補てんします。
【事業名】農業経営収入保険（C-2）
【加入対象者】青色申告を行っている農業者（個人・法人）

※加入申請時に青色申告（簡易な方式含む）の実績が1年分あれば加入できます。

【補てん内容】○保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の
９割を上限に補てん

○農業者は、保険料・積立金を支払って加入（任意加入）

②野菜の価格が著しく低下した場合に補給金を交付します。
【事業名】野菜価格安定対策事業（C-3）
【加入対象者】JAを通じて市場へ出荷する農業者（個人・法人）
【補てん内容】島根県産の出荷対象市場における旬別平均販売単価が一定の基準額（保証基準額）を下

回った際、保証基準額から旬別平均販売単価を差し引いた額の８割を補てん
※県内の全ての産地が加入しているわけではありませんので、ご注意ください。

詳しい内容のお問い合わせは、
ＪＡしまね各地区本部になります。

自然災害や価格低下などによる収入減少が心配

詳しい内容のお問い合わせは、
ＮＯＳＡＩ島根になります。

水田園芸に新たに取り組む、
取り組もうとお考えの方へ ④

他

４



５

水田園芸の規模拡大を
お考えの方へ ①
作付けにあたって支援がないか

作付面積に応じて支援します！

水田園芸の取組を推進するため、県推進６品目を作付する農業者の方に対し、作付面積に
応じ、産地交付金県枠メニューを活用して支援します。
【事業名】産地交付金県枠メニュー（No.C-1）
【支援単価】作付支援（基本）：5万円/10a

契約取引加算 ：3万円/10a
作付拡大加算 ：7万円/10a

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村の地域農業再
生協議会になります。

最大15万円/10a

作

※作付拡大する面積のみが対象となります。

本格的に規模拡大するため、ハウスを整備したい

ハウスの整備を支援します！

アスパラガスやミニトマトの栽培に必要なハウスの整備に係る経費の一部を支援します。

※国事業活用時には、補助率1/4以内で支援します。

施

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
うちハウス等整備支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

・ハウス等整備支援におけるハウスは、アスパラガスと
ミニトマトの生産に係るハウスの整備が対象

1/3以内
1/4以内※

A-4

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・リース導入は耐候性ハウス又は自力施工できないハウ
スが対象

・資材購入による導入は自力施工できるハウスが対象 1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・低コスト耐候性ハウスが対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・一般的なパイプハウスは資材費のみ対象
（施工費は対象外）

B-4

県

国

国

【ハウス整備の取組例】

連棟ハウス（アスパラガス） 低コスト耐候性ハウス（ミニトマト）

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



規模拡大に必要な機械を試してみたい

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

機械のレンタルに係る経費を支援します！

導入予定の機械などを試される際に機械のレンタルに係る経費の一部を支援します。

６

機械の整備を支援します！

排水対策や栽培、収穫・調製などに必要な機械の整備に係る経費の一部を支援します。

本格的に規模拡大するため、機械を整備したい

水田園芸の規模拡大を
お考えの方へ ②

機

機

機械を試行できます！

県では、農業技術センターが所有する排水対策や移植機などの機械を活用して管理作業の
機械化についての現地実証に取り組んでおり、一定の要件のもと、機械を試しに使うことが
できます。

【現地実証で使用できる機械】サンソワー、畝立て成型機、半自動移植機、
たまねぎ全自動移植機、スプリンクラー など

※機械は無償でお使いいただけますが、燃料費や運搬費等は負担していただきます。

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点づくり計画策定支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体 1/2以内

A-2

拠点体制づくり支援 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物導入促進事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を図
ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

定額 B-1

県

国

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点体制づくり支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

1/3以内 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・機械はリース導入のみ対象であり、汎用性の高い機械
は対象外（例：トラクター、運搬用トラック等）

1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・施設整備に併せた機械整備が対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・ほ場で使用する機械が対象
（例：トラクター､防除機等）

B-4

県

国

国

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



複数の農業者による機械等の
共同利用をお考えの方へ

共同利用する機械等を整備したい

共同利用する機械の整備を支援します！

複数の農業者が排水対策や栽培、収穫・調製などに必要な機械を共同で利用する際の機械
の整備に係る経費の一部を支援します。

共同利用する機械等を試してみたい

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

７

機

機

機械のレンタルに係る経費を支援します！

共同利用で導入予定の機械などを試される際の機械のレンタルに係る経費の一部を支援し
ます。

機械を試行できます！

県では、農業技術センターが所有する排水対策や移植機などの機械を活用して管理作業の
機械化についての現地実証に取り組んでおり、一定の要件のもと、機械を試しに使うことが
できます。

【現地実証で使用できる機械】サンソワー、畝立て成型機、半自動移植機、
たまねぎ全自動移植機、スプリンクラー など

※機械は無償でお使いいただけますが、燃料費や運搬費等は負担していただきます。

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点づくり計画策定支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体 1/2以内

A-2

拠点体制づくり支援 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物導入促進事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を図
ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

定額 B-1

県

国

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点体制づくり支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

1/3以内 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・機械はリース導入のみ対象であり、汎用性の高い機械
は対象外（例：トラクター、運搬用トラック等）

1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・施設整備に併せた機械整備が対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・ほ場で使用する機械が対象
（例：トラクター､防除機等）

B-4

県

国

国

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



機

８

作業受託体制を検討したい

詳しくは、県農業振興部・農業部へ
お問い合わせください。

作業受託に必要な機械の整備を支援します！

作業受託に必要な機械の整備に係る経費の一部を支援します。

作業受託に必要な機械を整備したい
機

①
機械等の作業受託を
お考えの方へ

受託体制の実証に必要な機械のレンタルに係る経費を支援します！

実証に取り組む際に必要な機械のレンタルに係る経費の一部を支援します。

受託体制の実証に必要な機械を試行できます！

県では、農業技術センターが所有する排水対策や移植機などの機械を活用して管理作業の
機械化についての現地実証に取り組んでおり、一定の要件のもと、機械を試しに使うことが
できます。

【現地実証で使用できる機械】サンソワー、畝立て成型機、半自動移植機、
たまねぎ全自動移植機、スプリンクラー など

※機械は無償でお使いいただけますが、燃料費や運搬費等は負担していただきます。

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点づくり計画策定支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体 1/2以内

A-2

拠点体制づくり支援 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物導入促進事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を図
ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

定額 B-1

県

国

事業名 主な要件 補助率 No.

水田園芸拠点づくり事業
拠点体制づくり支援

・水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に
位置付けられた団体及び農業者

1/3以内 A-3

時代を拓く
園芸産地づくり支援
うち園芸作物転換強化事業

・水田地帯において米、麦等から園芸作物への転換を
図ること

・成果目標年度において新しく育成される産地規模の
30%以上が実需者と契約取引を行うこと

・機械はリース導入のみ対象であり、汎用性の高い機械
は対象外（例：トラクター、運搬用トラック等）

1/2以内

B-2

産地生産基盤
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業

整備
事業

・受益面積等の要件あり（例：露地野菜(平場)10ha）
・施設整備に併せた機械整備が対象

B-3

基金
事業

・取組面積や農業者等の要件あり
（例：取組面積1ha以上又は5戸以上）

・ほ場で使用する機械が対象
（例：トラクター､防除機等）

B-4

県

国

国

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



【作業受託の取組例】

作業受託に必要な人材育成を支援します！

園芸作業を受託する法人等が新たに人材を雇用し、栽培技術や機械操作等の習得のための
研修等などを実施する場合に、その経費の一部を支援します。
【事業名】水田園芸拠点づくり事業 拠点体制づくり支援（A-3）

【補助率】100千円/月・年（1人あたり最長２年）
※作業受託を目的とした新たに雇用する人材が対象となります。

作業受託に必要な人材を育成したい
他

②
機械等の作業受託を
お考えの方へ

９

溝堀（明渠）の作業受託 畝立て同時施肥の作業受託

定植の作業受託 土寄せの作業受託

農薬散布の作業受託 収穫の作業受託

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



ほ場整備を
お考えの方へ

小規模で簡易なほ場整備を支援します！

【取り組める内容】
①農地の改良
大型機械での作業が可能な区画への整理、畦畔の除去、客土や徐礫などの土壌の改良、
暗渠排水の新設・変更、水路の更新、法面の緩傾斜化、鳥獣侵入防止柵の設置 など

②①に併せて取り組める内容
共同利用の農業機器のリース導入、高収益作物導入作物の実証展示ほ場の設置・運営
防草対策 など

※メニュー（型）によって対象となる取組が異なります。

水田園芸に適したほ場に整備したい
ほ

※区画拡大、暗渠排水、末端畑地かんがい施設 等は定額メニューでも実施可能です。
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事業名 主な要件 補助率 No.

農地耕作条件
改善事業

・農地中間管理機構との連携概要の策定
・農地耕作条件改善計画の策定

・1地区あたりの事業費の合計が200万円以上で
あること

・1地区あたりの受益農業従事者数が2者以上で
あること

【団体営の場合】
国50％（55％）
県10％（15％）
その他40％（30％）
※（）内は中山間地域等

B-6

国

【ほ場整備の取組例】

共同利用機器（弾丸暗渠機器 等）のリース導入

スプリンクラーの設置暗渠排水の新設

鳥獣侵入防護柵の設置

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



他
共同出荷などを検討される際に支援します！

共同出荷体制や加工・業務用向け出荷の検討に必要な鉄コンテナのレンタルなどの経費
の一部を支援します。
【事業名】水田園芸拠点づくり事業 拠点づくり計画策定支援（A-2）、拠点体制づくり支援（A-3）

【補助率】1/2以内

共同出荷体制などの整備を支援します！

共同出荷体制や加工・業務用向け出荷に必要な鉄コンテナなどの整備に係る経費を支援
します。
【事業名】水田園芸拠点づくり事業 拠点体制づくり支援（A-3）

【補助率】1/3以内

11

その他の
支援について

先進地の状況が知りたい

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。

他
先進地視察や研修会などを支援します！

先進地視察や先進地の講師を招いた研修会の開催などの経費の一部を支援します。
【事業名】水田園芸拠点づくり事業 拠点づくり計画策定支援（A-2）

【補助率】定額（500千円以内/拠点）

【事業名】時代を拓く園芸産地づくり支援 園芸作物導入促進事業（B-1）

【補助率】定額（3,000千円以内/地区）

新たな販路の開拓や、販売促進などをアドバイスしてほしい
販

販路開拓を支援します！

島根県産地支援課販路開拓室が、農業者と実需者のマッチングなど県内外の販路開拓に
係るご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、島根県産地支援課販路開拓室
販売物流Ｇへお問い合わせください。

共同出荷や加工・業務用向け出荷を検討したい

販売促進などを支援します！

【取り組める内容】
①機械・施設の整備
共同出荷のための冷蔵庫、調整施設、カット野菜製造に係る加工機器 など

②①以外で対象となる取組
パンフレット製作、パッケージデザイン変更、ロゴマーク制作、ホームページ作成、
研修会等の講師費用弁償、EC販売用段ボールなどの梱包資材費 など

事業名 主な要件 補助率 No.

しまねの農林水産物
消費拡大応援事業

・県内流通拡大の取組
・生産者と流通事業者を含む複数事業者での共同実施
・複数年度にわたり継続可能な取組

※公募期間があります。

①の事業
1/2以内

②の事業
2/3以内

A-5

詳しい内容のお問い合わせ先は、
お住まいの市町村になります。



さぁ、みんなで水田園芸に取り組もう！！

県機関問い合わせ先

問い合わせ先 電話番号 お住まいの地域

東部農林水産振興センター

農業振興部 0852-32-5687 松江市

安来農業部 0854-22-2341 安来市

雲南農業部 0854-42-9572 雲南市、奥出雲町、飯南町

出雲農業部 0853-30-5600 出雲市

西部農林水産振興センター

農業振興部 0855-29-5622 浜田市、江津市

邑智農業部 0855-72-9591 川本町、美郷町、邑南町

大田農業部 0854-84-9710 大田市

益田農業部 0856-31-9613 益田市、津和野町、吉賀町

隠岐支庁農林水産局

農業振興部 08512-2-9683 海士町、西ノ島町、
知夫村、隠岐の島町

島根県産地支援課

販路開拓室 販売物流グループ 0852-22-5127

水田園芸グループ 0852-22-5126

県農業振興部・農業部は、農業者や就農希望の皆さんからの営農に係る
ご相談に、栽培技術に加え、機械の共同利用等の仕組みづくりなど幅広く
対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
また、ご相談いただいた内容については、農業者や就農希望の皆さんに

円滑なサポートを行うため、必要に応じて、市町村やJAなど関係機関と
情報を共有させていただきます。


