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隠岐地方市町村の紹
介

島根県農業の主要指標

各地方の気候

島根県の農業産出額の上位10品目（H29）

区　　　分 単位 年次
実数（率） 全国比

（a/b）％島根 （a） 全国 （b）

総　 面　 積 千ha H30 671 37,797 1.8

耕 地 面 積 ha H30 36,800 4,420,000 0.8

田 ha H30 29,700 2,405,000 1.2

畑 ha H30 7,070 2,014,000 0.4

1戸当耕地面積
（土地持販売農家）

a H27 103 219 47.0

総 　 人　 口 千人 H30 680 126,443 0.5

総 就 業 人 口 千人 H27 343 58,919 0.6

　1 次 産 業 率 ％ H27 8.0 4.0 200

　2 次 産 業 率 ％ H27 23.0 25.0 92

　3 次 産 業 率 ％ H27 69.0 71.0 97

区　　　分 単位 年次
実数（率） 全国比

（a/b）％島根 （a） 全国 （b）

農
家
数
・
農
業
人
口

総 農 家 数 戸 H27 33,513 2,155,082 1.6

販

売

農

家

販売農家数 戸 H27 19,173 1,329,591 1.4

専業（割合） 戸 H27 4,290（22）442,805（33） 1.0

第1種兼業（〃） 戸 H27 1,678（9）164,790（12） 1.0

第2種兼業（〃） 戸 H27 13,205（69）721,996（54） 1.8

販売農家人口 人 H27 70,392 4,880,368 1.4

農業就業人口 人 H27 24,801 2,096,662 1.2

平 均 年 齢 歳 H27 70.6 66.4 106

65歳以上割合 ％ H27 77.6 63.5 122

女子の占める割合 ％ H27 49.4 48.1 103

観測地点
出雲地方 石見地方 隠岐地方

松  江 出  雲 赤  名
（飯南町） 浜  田 瑞  穂

（邑南町） 益  田 津和野 西　郷
（隠岐の島町） 海  士

平
均
気
温

年 間 14.9     14.6     11.5     15.5     12.0     15.6     14.0     14.3     14.6

1 月    4.3      4.6      0.2      6.0      0.7      5.3      2.9      4.2      4.9

8 月  26.8     26.2     23.6     26.5     24.1     27.2     26.0     26.0     26.1

降
水
量

年 間 1,787.2   1,685.2   2,023.8   1,663.8   1,868.0   1,581.6   1,894.7   1,794.8   1,618.9

1 月    147.2    118.6    157.7    101.3    141.7    100.6    123.1    159.9    118.7

8 月     113.7    122.7    164.0    122.7    153.2    116.6    169.6    121.1    122.2
日
照
時
間

年 間 1,696.2   1,693.2   1,360.5   1,747.2   1,597.4   1,788.3   1,460.2   1,745.9   1,585.0

1 月    68.2     55.7     48.3     63.6     67.6     70.3     60.8     72.5     55.2

8 月    202.1    211.4    157.3    215.5    179.6    215.6    161.1    210.9    205.2

備考
10cm以上
積雪日
6.1 日

ー
20cm以上
積雪日
39.2 日

ー
20cm以上
積雪日
11.9 日

ー ー
10cm以上
積雪日
10.9 日

ー

米
196億円
（32％）

生乳
71億円
（12％）

肉用牛
83億円
（14％）

鶏卵
38億円（6％）

豚
30億円（5％）

ぶどう
26億円（4％）

トマト
11億円（2％）

乳牛
10億円（2％）

ほうれんそう
9億円（1％）

ねぎ
9億円（1％）

その他
130億円
（21％）

※気象記録は1981～2010年の平均値

（数字は紹介ページ）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

八束町のぼたん（県の花にもなっています）

安来市特産のいちご（章姫）

総面積 57.3 千 ha、耕地面積は 4,600ha。市域の中心

部を流れる宍道湖、大橋川、中海に沿い沖積平野が

広がり、水稲を基幹とした複合経営が中心となって

いる。また県最大の消費地であることから産直施設

も多く、野菜、花きなど園芸作物の出荷が盛ん。干

拓地では露地野菜などを中心に生産されている。

総面積42.1 千 ha、耕地面積は3,980haで、飯梨川、伯太

川の流域沿いに農地が広がり、下流域は平野となっている。

両河川上流部は中国山地の一部となっており、標高の高い

地域もある。中海沿いでは干拓地での農業も行われている。

水稲、畜産、果樹等、園芸全般が盛んで、耕種部門の農業

産出額は県内2位の農業地帯である。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（1,870ha）、“しじみ米”、“玄丹そば”（178ha）
畜　　産 肉用牛、生乳、鶏卵

露地野菜 “くにびきキャベツ”（干拓地他 36ha）、スイートコーン（干拓地他）、アスパラガス（鹿島町他）、
えごま（干拓地他）、伝統野菜の“津田かぶ”“黒田せり”“秋鹿ごぼう”

施設野菜 近郊市場・産直向けトマト、きゅうり他多品目野菜
果　　樹 かき（本庄、秋鹿、東出雲町他）、いちじく（島根町他）、“まる畑ほし柿”（ＧⅠ認証）
花　　き ぼたん（八束町）、ストック、トルコギキョウ
特用作物等 薬用にんじん（八束町）、茶（朝酌、大庭他）、菌床しいたけ（島根町他）

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（2,070ha）、大豆（166ha）
畜　　産 生乳、肉用牛、鶏卵
露地野菜 キャベツ（干拓）、ブロッコリー、白ねぎ（平坦部）
施設野菜 いちご（赤江町他；県内最大産地）、有機葉物野菜（全域）、アスパラガス
果　　樹 なし（県内最大産地）、ぶどう
花　　き トルコギキョウ（全域）、きく（全域）、チューリップ・すいせん（伯太町）
特用作物等 茶（伯太町他）、たけのこ（島田町他）、どじょう（山間部）

1

松江市（まつえし）

安来市（やすぎし）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等 良食味で評価の高い仁多米

 日本の棚田百選に選定され、県無形文化財指定の神楽等
 豊かな伝統文化が息づいている山王寺棚田

たたら焔（ほむら）米

総面積55.3 千 ha、耕地面積は3,600ha。斐伊川及び

斐伊川支流の上流から中流域に農地が広がり、中流域

では平担な地形も見られるが上流部は中国山地の一部

となっており、標高400ｍを超える地域もある。水稲、

肉用牛が基幹的作物であるが、園芸では水耕野菜、花

き、産直野菜等が伸びてきており、環境にやさしい農

業への取り組みも従来から盛んである。

総面積36.8千ha、耕地面積は2,570ha。斐伊川の上流部に位置

し、標高200ｍから700ｍの準高冷地まで農地があり、地勢の変

化に富んだ中山間地帯である。西の横綱米といわれる「仁多米」

の産地で、Ｈ30年度、日本農業遺産「たたら製鉄に由来する奥

出雲の資源循環型農業」に認定された。仁多牛の産地でもある。

園芸では高冷地野菜の他、企業参入を中心に国営農地開発地に

おけるトマトや新規作物の取り組みが活発になってきている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（1,580ha）、そば、大豆
畜　　産 肉用牛、鶏卵、生乳
露地野菜 産直向け野菜類
施設野菜 水耕野菜（掛合町他）

果　　樹 ぶどう（加茂町他）、うめ、もも、プルーン（三刀屋町他）、
ゆず（木次町他）

花　　き トルコギキョウ（全域）
特用作物等 茶（大東町、加茂町他）

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（1,420ha）、“仁多米”（奥出雲町全域）、そば（114ha）、えごま
畜　　産 肉用牛、生乳
露地野菜 キャベツ
施設野菜 トマト
果　　樹 ぶどう（横田地域）、ブルーベリー
花　　き トルコギキョウ
特用作物等 菌床しいたけ（仁多地域）、まいたけ（横田地域）

2

雲南市（うんなんし）

奥出雲町（おくいずもちょう）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

飯南米（上）と特産のパプリカ（下）

早期出荷が特徴のデラウェア

総面積24.3 千 ha、耕地面積は1,170ha。神戸川の最上流部に

位置し、中国山地の脊梁部である琴引山等に囲まれた平坦地

標高が450ｍの高原地帯である。農業は、県下有数の「良質米」

産地としての水稲と「島根和牛の本場」に代表される和牛生

産が基幹となっている。近年では、トマト、パプリカ、メロン、

ぶどう等の特産園芸作物栽培も盛んになってきている。

総面積 62.4 千 ha、耕地面積は 7,830ha。斐伊川、神

戸川の流域沿いに農地が広がり、下流域は県内最大の

平野で穀倉地帯となっている。本県耕地面積の21％、

農業産出額の約1/4を占める最大の農業地域である。

水稲の他転作での大豆・麦類も県内最大産地である。

果樹では、ぶどう、かき、いちじく、野菜では、たま

ねぎ、ブロッコリー、花きでは、きくやシクラメンが

県内最大もしくは主要産地となっている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（668ha）、大豆、そば
畜　　産 生乳、肉用牛
露地野菜 ヤマトイモ（全域）

施設野菜 トマト（全域）、メロン（全域）、
パプリカ（全域）、ほうれんそう（全域）

果　　樹 ぶどう
花　　き トルコギキョウ

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（4,080ha）、大麦（507ha）、大豆（329ha）、はと麦（斐川）、そば（198ha）
畜　　産 生乳、肉用牛
露地野菜 キャベツ（斐川）、たまねぎ（斐川）、ブロッコリー（平田）、“出西しょうが”（斐川）、“神在ねぎ”（出雲）
施設野菜 アスパラガス、青ねぎ、きゅうり、トマト、メロン
果　　樹 ぶどう、かき（平田）、いちじく（多伎）、プルーン
花　　き きく（出雲）、シクラメン
特用作物等 茶（平田他）、菌床しいたけ

3

飯南町（いいなんちょう）

出雲市（いずもし）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

特産のアムスメロン

特産のえごま

総面積43.6千 ha、耕地面積は2,540ha。大田市は東西

に長く、北西部は日本海に面している。また、市の南東

部に三瓶山があり、中国山地から続く裾野が海岸まで迫

り、山林原野が多いが、静間川下流域及び旧波根湖干拓

地は平坦である。農業は水稲を中心に畜産、果樹、施設

園芸等による複合経営が主体。特に畜産は、企業的大規

模経営や三瓶山周辺の草地資源を活かした経営等も見ら

れ、県内有数の畜産基地となっている。

総面積10.6 千 ha、耕地面積は374ha。江の川中流域

に位置し、江の川及び支流の谷あいに階段状に農地が

広がり、比較的急峻な地形が多い中で江の川沿い及び

支流木谷川の上流部には平坦でまとまった農地が見ら

れる。水稲を中心に野菜や花き、畜産などが行われて

いるが、健康食品産業としてのえごまの栽培が伸びて

きているほか、西条柿、茶の栽培も行われている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（1,040ha）、“石見銀山エコロジー米”、“三瓶そば”、大豆
畜　　産 生乳、肉用牛、鶏卵
露地野菜 キャベツ、アスパラガス、なす、レタス
施設野菜 メロン、いちご
果　　樹 ぶどう、西条柿、ブルーベリー、ゆず
花　　き せんりょう
特用作物等 えごま

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（148ha）
畜　　産 肉用牛
露地野菜 白ねぎ、なす
施設野菜 産直向け野菜類
果　　樹 かき
花　　き トルコギキョウ、ストック他切り花類
特用作物等 えごま、茶

4

大田市（おおだし）

川本町（かわもとまち）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

ミニトマト栽培

産直市みずほ

総面積 28.3 千 ha、耕地面積は 660ha。江の川中流域、

県のほぼ中央部に位置し、江の川本流沿い及び支流上・

中流部に比較的にまとまった農地があるが、江の川沿

岸は急峻な地形となっているところが多い。水稲中心

にして畜産、野菜、花き等を組み合わせた農業が行わ

れているが、白ねぎ、健康食品原料生産が伸びており、

国営農地開発地では大型畜産やさつまいも栽培等も行

われている。

総面積41.9千 ha、耕地面積は1,930ha。江の川支流で

ある出羽川、濁川等の上流部の比較的平坦なところに農

地がまとまっているが、支流の下流部は急峻な地形が多

い。標高の高い地域は良質米地帯として評価が高く、畜

産も盛んである。また、広島に近い特徴を活かした特産

物づくりに取り組んでいる。白ねぎ、ひろしまな、菌床

しいたけの他、産直向け野菜も伸びてきている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（236ha）、そば（8ha）
畜　　産 肉用牛
露地野菜 白ねぎ、ひろしまな、さつまいも
施設野菜 ミニトマト、産直向け野菜類
果　　樹 くり、かき、ゆず
花　　き トルコギキョウ、ストック
特用作物等 茶、菌床しいたけ、薬用作物（芍薬他）、大麦若葉

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米、“石見高原ハーブ米”（1,040ha）
畜　　産 生乳、肉用牛、豚、鶏卵、ブロイラー
露地野菜 白ねぎ、なす、ひろしまな、キャベツ
施設野菜 ミニトマト
果　　樹 ぶどう、ブルーベリー、さくらんぼ
花　　き トルコギキョウ、ストック
特用作物等 菌床しいたけ、ハーブ類

5

美郷町（みさとちょう）

邑南町（おおなんちょう）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

特産である桑茶の原料桑葉収穫風景

特産の米

総面積26.8千 ha、耕地面積は634ha。市の中央を北

西に江の川が流れ、その下流部に位置する。農地は江

の川沿い及び支流八戸川・都治川、敬川沿いに広がるが、

まとまった平坦部は少ない。水田主体の農業が多いが、

和牛、養豚経営も行われている。近年有機栽培による

ごぼう等の露地野菜生産、こまつな等の施設軟弱野菜、

健康食品原料の大麦若葉等の生産が伸びている。

総面積69.1 千 ha、耕地面積は2,370ha。丘陵地や山地

が多く、中国山地が日本海まで迫り、海岸部はリアス式

地形である。平地は少ないが江の川支流の八戸川及び周

布川、三隅川の上流部に比較的まとまった農地がある。

水稲及び畜産が基幹作物であるが、園芸品目としては、

有機葉物野菜、キャベツ、なす、いちご等の野菜の他、

西条柿、なし、ぶどう等の果樹も取り組まれている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（263ha）、大豆（桜江）
畜　　産 豚、肉用牛
露地野菜 ごぼう（桜江）、大麦若葉
施設野菜 こまつな他有機野菜類
果　　樹 ぶどう
特用作物等 茶（桜江）、桑茶（桜江）、苔

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（1,070ha）、“秘境奥島根弥栄米”、大豆
畜　　産 豚、生乳、肉用牛、鶏卵
露地野菜 キャベツ、なす、さやいんげん、あすっこ
施設野菜 ほうれんそう他有機葉物、いちご、トマト
果　　樹 かき（浜田、三隅町）、なし（旭町）、大粒ぶどう（金城町）、くり
花　　き ばら
特用作物等 乾・生しいたけ、茶
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江津市（ごうつし）

浜田市（はまだし）

秘境奥島根弥栄米



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

益田市特産の
アムスメロン

地域で広く栽培されているわさび

総面積 73.3 千 ha と県内で最も広く、耕地面積は

2,180ha。沿岸部は県内で最も温暖な地域である。高津

川、益田川の流域沿いの谷間や盆地に農地が広がるが、

下流域を除いて平坦部は多くない。稲作や畜産が盛ん

であるが、施設野菜ではメロン、トマト、果樹ではぶ

どう、西条柿、ゆず等も多く、団地化も図られており、

国営農地開発地では規模の大きい畑作経営も見られる。

源流部・上流域では特産のわさび栽培も盛んである。

総面積30.7 千 ha、耕地面積は797ha。県の西端に位置

する。耕地は高津川流域の谷あいに広がり、標高は高津

川沿いの100m以下から支流域の500m程度までの範

囲にある。基幹の稲作は輸出を意図したヘルシー元気米

の発祥地であるほか、和牛も盛ん。地域環境を活かした

山菜類や枝もの花きの取り組みが特徴的で、近年は産直

向け野菜・特産物づくりが盛んになっている。

区　分 　　主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（782ha）、“ヘルシー元気米”、大豆
畜　　産 肉用牛、生乳、鶏卵、ブロイラー
露地野菜 はくさい、キャベツ、たまねぎ、ブロッコリー
施設野菜 メロン（益田）、トマト（益田）、ほうれんそう（益田他）、いちご（美都）
果　　樹 ぶどう（益田）、かき（益田）、ゆず（美都）、くり
花　　き ばら（益田）
特用作物等 わさび（匹見）、しいたけ、ケール

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（382ha）、“ヘルシー元気米”
畜　　産 肉用牛
露地野菜 産直向け野菜類、人参、里芋
施設野菜 メロン、ほうれんそう、ミニトマト
果　　樹 くり
花　　き 榊、トルコギキョウ、シクラメン
特用作物等 わさび、たらの芽、こごみ、その他山菜類
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益田市（ますだし）

津和野町（つわのちょう）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

大井谷の棚田

島の香り隠岐藻塩米生産者の皆さん

大峰牧野での放牧風景

総面積33.7 千 ha、耕地面積は841ha。県の西南端、

高津川の最上流部に位置し、標高180から350ｍくら

いに農地があり、上流域は比較的平坦であるが、中流

域は急峻な地形が多い。水稲が基幹作物となっており、

しいたけ、くり、有機野菜類、わさび等との組み合わ

せによる小規模複合経営が多い。施設野菜ではミニト

マトが主なものである。

総面積24.3 千 ha、耕地面積は649ha。島根半島から

北へ80km、隠岐諸島で最も大きい島。対馬暖流によ

り夏冬の温度差が少なく、緯度の割には温暖な気候。

大満寺山を源流とする八尾川、重栖川沿いに平地があ

る。水稲では藻塩米づくりが拡大しており、畜産も盛

んで、いずれも島外移出産品として高い評価を受けて

いる。青果物は島内自給率向上をめざし地産地消の取

り組みを推進している。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（457ha）、“有機米”、そば、大豆
畜　　産 肉用牛
露地野菜 有機野菜類（柿木）
施設野菜 ミニトマト（六日市）
果　　樹 くり
花　　き シクラメン
特用作物等 わさび、しいたけ

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（341ha）、“藻塩米”　そば、大豆、あずき
畜　　産 肉用牛
露地野菜 産直向け野菜類
施設野菜 産直向け野菜類
特用作物等 しいたけ

六日市のミニトマト
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吉賀町（よしかちょう）

隠岐の島町（おきのしまちょう）



土地利用・農業概況

土地利用・農業概況

主な農産物等

主な農産物等

産業振興の中核的施設、島の玄関口となっている
キンニャモニャセンター

日本海の見える牧野で育つ放牧牛

総面積3.3 千 ha、耕地面積は197ha。島根半島の北

60kmに位置する島前３島の一つで、高い山がなく全体

的になだらかな形状の島である。他の２島と同様に草

地資源が豊かで町営牧野が1,400ha設置されているが、

放牧の規模は大きくなく、肥育の比重が大きくなって

きている。島前で唯一、水田農業が行われており、青

果物や加工品では、直販施設を核とした地産地消の取

り組みも活発に行われている。

総面積5.6 千 ha、耕地面積は34ha。島前地区３島の最

も北側に位置する島である。島は山がちで耕地は少なく、

北西側は日本海の外海に面し強い季節風の影響を受けや

すいが、草地資源が豊かで公共放牧場が設置されている。

南側は島前３島に囲まれた内海に面し穏やかで、耕地が

点在する。約2,300ha もの広大な町営牧野を活用した放

牧が農業の中心となっており、大部分を島外に依存する

青果物の地産地消の取り組みも始まっている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
米・穀類 米（78ha）、あずき、大豆
畜　　産 肉用牛
露地野菜 産直向け野菜類
施設野菜 産直向け野菜類
果　　樹 温州みかん、ぶどう、うめ

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
畜　　産 肉用牛
露地野菜 産直向け野菜類
施設野菜 産直向け野菜類
果　　樹 かき
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海士町（あまちょう）

西ノ島町（にしのしまちょう）



土地利用・農業概況

主な農産物等

発行者

放牧中の牛と野だいこんの花

道路上には牛の親子の姿も

総面積 1.4 千 ha、耕地面積は 16ha。島の中央南部に

わずかに平地がひらける他は急峻な山が連なって海

岸に迫っている。暖流の影響から、冬季でも比較的

温暖な気候で過ごしやすい。島の西部の赤ハゲ山周

辺及び島津島の比較的なだらかな部分の豊富な草地

資源を活用した村営牧野（675ha）が整備され、村の

基幹産業である和牛の繁殖経営が行われている。ほ

ぼ、周年昼夜放牧であり、比較的自由に時間が使え

るため、副業を持つ人も多い。島内の農作物は、ほ

とんど島内自給をめざした栽培で、一部 JA の直売所

で販売されている。

区　分 主な作物・特徴のあるもの等（地域、規模）
畜　　産 肉用牛
野　　菜 だいこん、じゃがいも、はくさい、キャベツ、たまねぎ等
果　　樹 くり

ご利用に当たっての注意点
◎  この資料は島根県内で新規に就農を希望される方に、各地域においてどんな作物が作られて
いるか、大まかにその概要を紹介することを目的に作成したものです。
　　各地域において取り上げてある作物は実状を示したもので、新規就農にあたって取り上げた
作物を推奨するものではありませんので、その点を充分にご理解の上ご利用願います。

◎  表紙裏の島根県農業の主要指標は、国勢調査、農林業センサス、農林水産統計年報、国土地
理院調査、生産農業所得統計の数値を利用しています。

◎　各市町村資料内の面積等の数値は、把握できる範囲でなるべく直近のものを使用しています
が、変動等する場合がありますのでご留意願います。

公益財団法人しまね農業振興公社
（島根県青年農業者等育成センター）

〒690-0876　松江市黒田町432-1
TEL 0852-20-2872　FAX 0852-31-9864
https://center.agri-shimane.or.jp
E-mail  start@agri-shimane.or.jp

知夫村（ちぶむら）


