
ご縁の国しまね就農相談ツアー 

各市町村行程 

 

日付 行程（予定） 

8 月４日

(土) 

９:00 梅 田 発 

９:10頃 新大阪駅前発 

＝＝＝＝貸切バス（途中車中にて昼食弁当）＝＝＝＝ 

15時台 島根県立農林大学校（大田市）着 

16:00~18:00 合同相談会（各市町村、関係団体がブースを設置） 

夕方 交流会 

（大田市内泊） 

8 月５日

(日) 

8:00農林大学校発 

−−希望市町村で現地案内(※)−− 

（各市町村泊） 

8 月６日

(月) 

−−希望市町村で現地案内(※)−− 

13:00 農林大学校集合 

14:00～16:00 飯南町農業者視察 

21:00頃 新大阪駅・梅田到着 



安来市 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

安来市 

 安来市は島根県の東端に位置し、東は鳥取県米子市、西は

松江市に隣接しています。中国山地に囲まれた緑豊かな山間

地から、中海に面する都市部にいたるまで様々な表情を持っ

ており、農業と製造業が盛んなまちです。寒暖の差が厳しい

山間部ではその気候を生かした良質米が生産され、平野部で

は大規模圃場で農業が盛んに行われています。 

特徴 のある農産物：いちご、有機野菜、花きなど 

月　日 時　間 内　　容

9:00～10:30 農大　→（市公用車）→　安来市

10:30～11:30 安来支所研修棟、研修、リースハウス制度説明

11:30～12:15 JA担い手支援C施設見学・新規就農研修滞在施設見学

12:30～13:30 道の駅視察・昼食

14:30～16:00
農作業体験（施設野菜）
中山間地で施設野菜を中心に経営をされている先輩農業者に話を
聞いて、農作業体験を行います。

16:30～17:00 ホテルへ移動

17:00～18:00 チェックイン･休憩

18:00～ 交流会

7:00～8:30 朝食

9:15～11:45
農作業体験（有機野菜）
平坦部で有機葉物野菜で経営をされている先輩農業者に話を聞い
て、農作業体験を行います。

12:00～12:45 昼食

13：00～14:00 安来市　→　（市公用車）　→　JR出雲駅

8/5(日）

8/6(月)

安来市 



松江市 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

松江市 

 松江市は、北部に大山隠岐国立公園に指定されている島根半

島の景観美しいリアス式海岸、中央部には水鳥の生息地として国

際的に重要なラムサール条約湿地に登録された中海・宍道湖、

南部には中国山地に至る緑豊かな山々を有する、海・山・緑に囲

まれた自然豊かな地域です。素晴らしい景色と古くからの歴史、

文化を備え、1951 年から国際文化観光都市として観光や国際文

化の振興に取り組んでいます。 

特徴のある農業：きゃべつ、西条柿、牡丹 等 

 

月日 内容 宿泊等 

８月５日（日） 

 

農林大学校発 ⇒ 松江市内（JR移動） 

○揖屋干拓地 キャベツ、スイートコーン等の生産者のほ場 

  ・中海に面する揖屋干拓地では、広大な畑でキャベツなど露

地野菜を中心に生産されています。 

  ・松江を代表する農産物である「くにびきキャベツ」を生産す

る先輩就農者を訪問し、体験談やアドバイスなどを伺いま

す。 

  ・また、集出荷施設や農業用水用ため池、市民農園など、干拓

地内にある農業関連施設を見学します。 

○施設園芸の生産者のほ場 

  ・ミニトマトなど施設園芸等を手掛ける生産者を訪問し、就

農に向けたアドバイスなどを伺います。 

 

終了後、宿泊先へ 

松江市内 

 

８月６日（月） ホテル発（公用車にて送迎） 

○市内産直ショップ見学  

  ・松江市は県内最大の消費地で、地産地消にも力を入れてい

ます。市内には生産者が直接農産物を出荷できる産直施設

が多数あり、買い物客で賑わっています。 

  ・市内で人気の産直店舗を見学し、スタッフからお話を伺い

ます。 

 

松江市内発 ⇒ 大田市へ 

（途中昼食、休憩） 

 － 

 

 

松江市 



飯南町は温泉の宝庫。
ゆっくり汗を

流して下さい。

17:00
温泉入浴＆宿泊

8:00 9:00
お車での移動です。
三瓶山をこえて
４０分ぐらい。

農地付き滞在施設。
多くの移住者が

農業をしながら生活。

就農の先輩がたくさん
います。お話しを
聞いてみよう

農家や農業法人で
実際に農作業。

現場を体験してみよう！

農大～飯南町

14:00

他の参加者
と合流

13:00

伝統のしめなわ
づくり体験

町内各地を案内。
移住につながる

出会いがあるかも。

9:00
町内案内

クラインガルテン
見学

13:30
農作業体験新規就農者の

ほ場見学
10:00

昼食

平成3 0年度ご縁の国しまね就農相談ツアー

飯 南 町
飯南町は中国山地に広がる高原地帯のまち。

夏も涼しい気候を活かした高原野菜の産地です。

農業とまちの魅力をぎゅっと詰め込んだ２日間。

過去の参加者の中にはすでに就農開始した方もおられます。

夢を実現するきっかけと出会いをさがしにぜひおこしください！

～ 代表的な作目 ～

トマト パプリカ ぶどうメロン 酪 農

有機栽培

さつまいも 飯南米

※新規就農者の中には                   に取り組んでいる方もいます。

～ ツアー日程 ～
日程はご希望をうかがったうえで組み直します。ご相談を！

▼ ご不明な点やご希望はお気軽にご連絡ください ▼

飯南町 地域振興課

研 修 制 度
月15万×２年 半農半Ｘ リースハウスで 就農支援チームが

バックアップ！投資大幅軽減

飯南町は出雲大社の
大しめなわの産地。
しめなわ作りを体験！

他の参加者と
飯南町内で合流し
農家見学をします。

昼食

い い な ん ち ょ う

8/

℡：0854-76-2864 / mail：teiju-center@iinan.jp
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名 880
http://iinan-teiju.jp

8/5 SUN

8/6 MON



大田市 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

大田市 

 大田市は島根県の中央部に位置する拠点都市です。世界遺産

「石見銀山遺跡」をはじめ、世界遺産内の温泉街「温泉津温泉」、

大山隠岐国立公園指定の「三瓶山」など自然や文化、歴史が残

っています。宝島社認定第３回日本「住みたい田舎」ベストランキ

ング総合１位を獲得。移住・定住促進に力を入れています。 

 

特徴のある農業：メロン、ぶどう、畜産 等 

 

 

 

大田市 



川本町・邑南町 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

川本町 

 川本町は、町域を流れる江の川の水運により、古くから栄えた

小さな町です。現在は人口約 3,400 人弱ですが、豊かな自然や

文化のほか、多くの人々が行き交う「交流」の拠点であり、人々の

つながりがある中で人口の減少を食い止めるため定住対策にも

力を入れています。 

 特徴のある農業：水稲、えごま 

邑南町 

邑南町は、豊かな自然条件に恵まれ、自然環境のよさを象徴

する国の特別天然記念物オオサンショウウオや源氏ボタルが多く

生息しています。「田舎」が有す豊かな自然資源やそれらに育ま

れた恵み豊かな食文化、固有な伝統文化を大切にし、町全体が

一体となるよう「和」のまちづくりを目指しています。 

特徴のある農業：水稲、露地野菜、産直出荷など 

 

 

邑南町 

川本町 



浜田市・江津市 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

浜田市 

 日本海に面した島根県西部に浜田市はあります。浜田自動

車道に直結しており、広島市中心部へ約 1 時間 30 分と、都

市部へのアクセスは抜群。都市基盤、生活基盤、自然環境が

調和した島根県西部の中心都市です。 

特徴のある農産物：水稲、畜産、園芸野菜、柿、なし 等 

江津市 

江津（ごうつ）市は、島根県の中央やや西よりに位置し、

中国一の大河「江の川」が注ぐ、日本海に面した場所に位置

します。 山陰気候のなかでも比較的北九州型気候に近く、冬

季の積雪も少なめです。 

特徴のある農産物：水稲、畜産、有機野菜 等 

浜田市 

江津市 

分 場所 内容

9:00 ～ 10:20 80 移動（農大→三島ファーム）

10:20 ～ 11:10 50 三島ファーム
三島ファーム紹介
圃場現場案内

11:10 ～ 11:40 30 移動（三島ファーム⇒中下祐介氏圃場）

11:40 ～ 12:30 50 中下祐介氏圃場
中下祐介氏紹介
圃場現場案内

12:30 ～ 13:50 80
移動及び昼食休憩
（中下祐介氏圃場⇒昼食⇒藤若農産）

13:50 ～ 14:40 50 藤若農産
藤若農産紹介
圃場現場案内

14:40 ～ 16:00 80 移動（藤若農産⇒都野津駅乗り換え⇒香の宮F＆A）

16:00 ～ 17:00 60 香の宮F＆A
・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

～ 移動（宿泊地→江津市桜江町）

8:30 ～ 9:30 60 桑茶生産組合
・桜江町桑茶生産組合の紹介
・加工施設・栽培現場の案内

9:30 ～ 9:55 25 移動（桑茶ほ場→日興建材）

9:55 ～ 10:55 60 日興建材有限会社
・日興建材有限会社の紹介
・栽培現場の案内

10:55 ～ 13:00 125 昼食および移動（日興建材→舞の市→出雲市駅）

日程

8／6
（月）

8／5
（日）



益田市 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

益田市 

 益田市は、北は日本海を望み、南は中国山地が連なっている

自然豊かなまちです。益田市を流れる清流・高津川はダムのない

一級河川で、何度も水質日本一（国土交通省調査）を獲得してお

り、沿岸では天然物の大型のハマグリが安定して漁獲されていま

す。また、温暖な気候のため農作物がよく育ち、メロン、トマト、ぶ

どう等の栽培が盛んです。匹見地域ではわさび、美都地域では

ゆずの栽培も盛んです。 

特徴のある農業：果樹、園芸、畜産 等  

 

益田市 

日程 場所 内　　容

8月5日 ～10：51 移動 農大→（自動車）大田市→（JR）→益田

11：00～12：00 益田 グラント見学

12：00～13：00 食事 みのり

13：30～14：30 農家 果樹農家

15：00～16：00 農家 畜産農家

16：30～17：30 農家 施設野菜

　　18：00～ 宿泊地 市内ホテル

8月6日 9：00～10：00 施設 選果場

　　10：31～ 移動 益田→（JR）→大田市



津和野町 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

津和野町 

 津和野町は島根県の西の端に位置しており、旧津和野町と旧

日原町の合併により平成 17年に誕生した町です。旧津和野町は

現在も城下町の面影を残し、歴史遺産と多くの伝統文化に恵ま

れており、「山陰の小京都」としていまなお多くの観光客が訪れて

います。旧日原町は清流・高津川を中心とした自然豊かな町で、

鮎やツガニなどの川の幸に恵まれています。 

 特徴のある農業：わさび、タラの芽、園芸（少量多品目栽培）等 

津和野町 

８月５日（日） 

８月６日（月） 

内容 備考

8:00 ～ 11:00 農林大学校→津和野 車で送迎

11:00 ～ 12:00 町内圃場見学 わさび田等

12:00 ～ 13:00 昼食

13:00 ～ 14:00 野菜収穫体験 山田氏ほ場（新規就農者）

14:30 ～ 15:00 ほ場視察 矢崎氏ほ場（新規就農者）

15:00 ～ 宿泊所チェックイン、町内観光 津和野ホテル

18:00 ～ 夕食 つわの百姓塾

時間

内容 備考

～ 9:30 町内観光、自由時間

9:58 ～ 12:27 津和野駅→最寄り駅（波根駅） ＪＲにて移動（大田駅乗り換え）

時間



隠岐の島町 

ご縁の国しまね就農相談ツアー現地案内日程 

 

隠岐の島町 

 時に優しく時に厳しい表情を見せる母なる海。神秘的な深い森。

神も宿るほどの巨木たち。紺碧の日本海に囲まれ「隠岐の島町」

には、豊かな自然に培われてきた人情が息づいています。 

時代の流れとともに人々の暮らしは変わっても、ここには今も昔

も変わらない島の心があります。島に住む人、島を離れた人、島

を訪ねる人みんなにとって かけがえのないふるさとでありつづけ

ます。 

特徴のある農業： 畜産（放牧）、水稲、青果物 

 

 時 間 備 考 

8 月 5 日（日） 9：00 ～ 11：25 

11：25 ～ 13：00 

13：00 ～ 14：00 

14：00 ～  

 

 

終了後 

19：00 ～ 

●フェリーおき 七類港 ⇒ 西郷港 

昼食 

隠岐の島町農業説明会 

・島内畜産農家見学 

・公共牧野見学 

・島内農家圃場見学 

ホテルチェックイン・休憩 

交流会 

8 月 6 日（月） フェリー出発まで 

8：35 ～ 9：58 

若しくは 

8：30 ～ 13：20 

・自由時間 

●ﾚｲﾝﾎﾞｰｼﾞｪｯﾄ 西郷港 ⇒ 境港 

 

●ﾌｪﾘｰくらしま 西郷港 ⇒ 境港 

 

 

 

 

隠岐の島町 


