
【お問い合わせ】島根就農相談会ツアー実行委員会
（事務局:島根県農業経営課 担い手育成第2グループ）

就農相談バスツアーしまね 検索TEL:0852-22-5394

相談ブースあり ＆
現地案内対応可能市町村

相談ブースなし ＆
現地案内対応可能市町村

相談ブースあり市町村

【会場】
島根県立
農林大学校

コース例の
ある市町村



 

平成２６年度「ご縁の国しまね 就農相談バスツアー」行程表 

月日 内容 宿泊等 

8 月２日（土）  

 

 

 

 

 

14:00～16:30 合同相談会（前後する場合があります） 

 

終了後 交流会 

 

農林大学校 

 

８月３日（日）  

08:30     大学校⇒（送迎）⇒10:00 市役所正面玄関 

10:00     市役所⇒ 揖屋干拓地  

※7/29 修正 10:20 松江合庁で市役所と合流、参加者お引渡し 

10:30～12:00 揖屋干拓地見学（キャベツ圃場見学） 

12:00～13:00 畑ほし柿視察 

13:30～15:00 昼食 

15:30～16:30 ㈱カンドーファーム見学 

  

終了後ホテルへ 

（松江ニューアーバンホテル本館） 

 

松江市内 

 

８月４日（月） 09:00     ホテル発（送迎） ⇒ ＪＡ川津 

09:30～10:15 ＪＡ川津（産直見学） 

10:15     ＪＡ川津発 ⇒ 松江市花卉生産振興センター 

10:45～11:30 松江市花卉生産振興センター（花卉生産説明） 

11:30～12:45 由志園昼食 

12:45     由志園発 ⇒ だんだん営農塾（柿圃場） 

13:30～14:30 だんだん営農塾（柿圃場見学） 

14:00     だんだん営農塾（柿圃場）発  

17:00 頃    山陰自動車道 宍道湖サービスエリア 

         ※農林大学校発の貸切バスに途中乗車します 

21:30     新大阪駅着（大阪出発の方はここで解散です） 

         （バスのりかえ） 

 

 

 

 

 

 

松江市内 

 

 

⇒ツアー参加者（東京・大阪） 

  東京 8/1（金） 22:40 集合/23:00 出発  

⇒ 大阪 8/2（土） 07:20 着/07:30 集合/07:45 出発 

⇒ 農林大学校 13:15 着 

⇒ツアー参加者（東京） 

 ⇒ 21:55 新大阪駅発 

⇒ 8/5（火）06:25 東京駅着、解散 

 



ご縁の国しまね就農相談バスツアー【飯南町】日程（予定） 

 

飯南町定住支援センター 

 

■ 8月 3日（日） 

8:00 

~9:30 

 （移動）農林大学校 → 飯南町 

 車での移動です。 

9:30 

~10:30 

 

 

いいなん暮らしプチセミナー（役場 赤名庁舎） 

町の概要と実際の暮らしについてレクチャーします。 

10:30 

~12:00 

 

 

農林業定住研修生 ほ場 視察と座談会 

 町の制度を利用しＩターンされた方のほ場を見学し、お話を伺います。 

12:00  昼 食 

13:00 

~15:00 

 

 

農家や農業法人での農業体験 

 農家のハウスや露地で、農家の指導のもと、実際に農作業を体験します。 

16:00 

 ~17:00 

 温泉入浴（加田の湯） 

 温泉で汗を流して下さい！薬効豊かな黄金のにごり湯が特徴です。(\400) 

17:30  UIターン者や地元の人との BBQ交流会！ 

 地元島根和牛や産直野菜で BBQ。 

UIターンの先輩や地元の人と親睦を深めます。（\1,500 程度の予定） 

■ 8月４日（月） 

9:00 

~10:00 

 ブルーベリー狩り 

 観光ブルーベリー園での収穫体験！その場で食べることもできます。（\500） 

10:00 

~12:30 

 

 

町内案内と空き家の見学 

 農業法人や空き家、産直市、飯南町の観光スポットなどをめぐります。 

 お子さんがおられる方は、小学校などの教育環境を見学することも可能です。 

12:30  昼 食 

13:30 

~15:00 

 

 

（移動）飯南町 → 農林大学校 

車での移動です。希望により途中で温泉での入浴を入れることも出来ます。 

 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 

飯南町役場産業振興課（担当：大江） 

TEL：0854-76-2214 e-mail: teiju-center@iinan.jp 



ご縁の国しまね就農相談バスツアー スケジュール（参加者用）　 大田市

期　日 日　程 内　容 場　所　 担当者・対応等 備　考

8：00～ 農林大出発 農林大学校 車1台で移動（市）

開会式
司会／（市）
挨拶／（市）

市勢・農業情勢について 大田市

大田市の就農の受け入れ
について

大田市

西条柿の取り組みについて
島根県農業普及部大
田支所

トロ箱栽培の取り組みにつ
いて

島根県農業普及部大
田支所

10：40～
　　11:40

ほ場視察（西条柿） 石橋氏ほ場

11：50～
　　12:50

昼食 ふれあい館（2F） ８名 昼食代自己負担

13：20～
　　15：00

石見銀山周辺の
街並み見学

大田市大森町 車２台で移動（市）

15:30～
　　16:30

地元農家or体験者
との意見交換会

温泉津まちづくり
センター（2F）

ツアー参加者＋地元
農家２名＋産業体験
者＋関係機関

司会／（市）

16:30～
　　17:30

旅館受付後自由時間 　

宿泊 廣島屋

9:30～
（朝食）
宿舎出発

　

10:00～
　　11:30

ほ場視察（メロン）
トウチュウ、井田育苗ハ
ウス

車２台で移動（市）

12：00～ 昼食 昼食代自己負担

13：00～
　　14:30

環境学習
温泉津近隣イメージづく
り

車１台で移動  市で案内

14：30～
　　15:30

農林大学校へ移動 車１台で移動

15:30 農林大学校到着

8月4日（月）

9：00～
　　10:30

温泉津まちづくり
センター（2Ｆ）

8月3日(日）



時間 場所 内容 備考

8月3日 8:00 ～ 9:00 1.0 　［移動］　農大→川本町
川本町役場が農林大学校
から送迎

(日) 9:00 ～ 9:30 0.3 川本町
【現地案内：川本町】
　　［Ｕターン者訪問］　水稲有機ＪＡＳ栽培に取り組む農業者

9:30 ～ 13:00 3.5 川本町
【現地案内：川本町】
［農業体験］　エゴマ栽培に取り組む農業者
［昼食］

13:00 ～ 15:00 1.0 川本町

【現地案内：川本町】
　［農家訪問］　西条柿栽培に取り組む農業者
　［施設見学］笹遊里、道の駅インフォメーションセンター川本（農
産物直売所）

15:00 ～ 15:30 0.5 　［移動］　川本町→邑南町 邑南町役場がご案内

15:30 ～ 16:30 1.0 邑南町
【現地案内：邑南町】
　［施設見学］香木の森公園（町独自の就農支援・定住施策）

17:00 ～ 20:00 3.0 邑南町
　［交流会］
　　　　　　　　　　福沢屋旅館（邑南町矢上）
　［宿泊］

8月4日 7:00 ～ 10:00 3.0 邑南町
【現地案内：邑南町】
　［農作業体験］　おーなんアグサポ隊との作業体験
　　ミニトマトの収穫・管理、キャベツ播種　など

(月) 10:00 ～ 14:30 3.0 邑南町

【現地案内：邑南町】
　［施設見学］産直市みずほ（農産物直売所）
　［新規就農者施設訪問］
　［生活関連施設紹介］

※参加者の要望に応じて訪
問先は柔軟に対応

11:30 ～ 13:00 1.5 邑南町 　［昼食］　ajikura“味蔵”（邑南町矢上）

14:30 ～ 16:00 1.5 　［移動］　邑南町→農大
終了後、邑南町役場が農林
大学校まで送迎

※報告日時点の内容のため、参加人数や参加者のニーズ等により変更する場合があります。

しまね就農相談会ツアー邑智郡（川本町・邑南町）現地案内(平成２６年７月２２日現在案)

日時



平成２６年７月１１日
江津市農林水産課

分 場所 内容

9:00 ～ 10:00 移動（農大→江津市役所）

10:00 ～ 11:00 60 江津市役所
講義
・江津市の紹介
・江津市の農業の現状・農業施策について

11:00 ～ 15:45 285 江津市内 周辺学習（有福温泉、アクアスなど観光）

15:45 ～ 16:00 移動（江津市役所→香の宮F＆A）

16:00 ～ 17:00 60 香の宮F＆A
講義
・香の宮F＆Aの紹介
・栽培現場の案内

17:00 ～ 17:30 30 移動（現地→宿泊地）、自由時間

～ 9:00 移動（宿泊地→江津市桜江町）

9:00 ～ 10:45 75 桑茶生産組合
講義
・桜江町桑茶生産組合の紹介
・加工施設・栽培現場の案内

10:45 ～ 11:00 15 移動（桑茶ほ場→（有）はんだ）

11:00 ～ 12:00 60 （有）はんだ　
講義
・（有）はんだの紹介
・栽培現場の案内

12:00 ～ 12:30 30 移動（（有）はんだ→道の駅サンピコごうつ）

12:30 ～ 13:30 60 舞の市 昼食、直売所見学

13:30 ～ 14:00 30 現地 半農半Ｘ実践者の取組（予定）

14:00 ～ 15:00 60 移動（現地→農大）

日程

８／４
（月）

平成26年度ご縁の国しまね就農相談バスツアー
現地案内（江津市）予定表

８／３
（日）

未定稿

江津市西隣の浜田市との合同案内も計画しております。

その場合は江津市と浜田市の現地案内を各1日ずつで行いますのでご了承ください。



浜田市

８月３日（日）

内容 場所 所要時間

8:00 ～ 12:00 農大出発（道中で適宜観光or見学） 4:00

12:00 ～ 13:00 昼食（ふるさと体験村） 弥栄町 1:00

13:00 ～ 13:00 移動 0:00

13:00 ～ 14:00 （有）共同農場（施設・露地野菜・大豆・加工等） 弥栄町 1:00

14:00 ～ 14:15 移動 0:15

14:15 ～ 15:15 小松原修（施設野菜） 弥栄町 1:00

15:15 ～ 15:45 移動 0:30

15:45 ～ 16:45 柿元信次（Iターン、施設果樹・露地野菜） 金城町久佐 1:00

16:45 ～ 17:15 移動 0:30

17:15 ～ 18:00 浜田駅到着、夕食or解散 0:45

※8月4日（月）参加の方の行程は当日ご案内いたします

就農相談バスツアー行程表

時間



益田市

日程 時間 場所 内　　容

8月3日        ～10:51 2 （移動） 移動（大田市駅  →　益田駅）

11:00～12:00 1 益田 グラントワ見学

12:00～13:00 1 食事 田子作

13:30～15:00 1.5 農家 果樹農家・意見交換

15:00～16:00 1 宿泊地 移動（益田→匹見）

16:00～18:00 2 匹見 匹見峡温泉

19:00～21:00 2 宿泊地 農家民泊・懇親会

8月4日 8:00～9:00 1 匹見 移動（匹見→益田）

9:00～11:30 2.5 農家 選果場、施設野菜農家、開発地

11:30～12:30 1 食事 亀地

12:30～14:00 1.5 益田 萬福寺視察

　　14:32～ （移動） 移動（益田駅→大田市駅）

平成26年度「ご縁の国しまね」就農相談バスツアー

現地案内スケジュール予定



平成 26 年度「ご縁の国しまね」就農相談バスツアー 
津和野町 現地案内スケジュール（案） 

 
8 月 2 日（土） 13：30～16：30 合同相談会 農林大学校 
 
 
8 月 3 日（日） 12：00      津和野着 
        12：00～13：00 なごみの里にて昼食 
        13：00～14：30 町内観光（稲荷神社、殿街通り） 
        14：30～16：00 農家さんの話 
        16：00～20：00 メロンパークにて懇親会（ＢＢＱ） 
        20：00～     宿泊所案内 
 
 
8 月 4 日（月） 6：00～10：00 メロンパークにて農作業体験、朝食+メロン 
        11：20～     農林大学校へ 
 
 
※スケジュールに関しては変更の可能性があります。 


