
UIターンしまね産業体験　受け入れ先一覧

区分 受入先名 郵便番号 市町村 住所
項目

（キーワード）
体験内容 PRポイント

同時受入

可能人数

農業

堀尾騏吉（ほりお農園） 690-0023 松江市 竹矢町743 果樹（柿・いちじく・ブルーベ

リー）と野菜栽培

果樹及び少量多品種の野菜を、モミガラ堆肥や米ヌカボカシを作

り、又、「エヒメAI」などの微生物資材も自作し有機農業を実践

しています。又、干し柿・ジャム・ドライいちじく・菊芋パウ

ダーなどの加工品も作っています。

認定農業者、美味しまね認証、エコファーマー

1

農業

松本稔 690-1115 松江市 邑生町284-2 柿の栽培他果実・野菜 ①土起こしから定植、管理、収穫、販売（産直）を一貫して体験

②特産品の柿の世話（管理・収穫・販売・加工作業）

楽・農実験ファーム（名称も同じ）

1

農業
野津農園 690-0823 松江市 西川津町2113-1 キャベツの栽培、津田かぶの栽培 キャベツの定植から収穫までの栽培管理、畑の管理・排水対策な

ど

-
1

農業

有限会社安藤農園 690-0005 松江市 和多見町82 施設園芸（ミニトマト、胡瓜、メ

ロン等）

安藤農園は、農業用ハウスを使って、主に「きゅうり」「ミニト

マト」「メロン」「いちご」を栽培していますので、短い期間で

も土づくり、苗の定植、肥培管理、収穫、出荷の袋詰めなどいろ

いろな農作業が体験できます。

認定農業者、美味しまね認証（申請中）、農業士

1

農業

のつ農園 690-0833 松江市 福富町78 イチゴ、その他の野菜の栽培 主にイチゴの苗の栽培管理からイチゴの定植、収穫までの管理、

収穫から出荷までの作業が年間を通じて季節ごとにあります。そ

の他イチゴの収穫がない時期は、葉物野菜や露地野菜や希望によ

り稲作の体験もできます。

指導農業士、認定農業者、美味しまね認証ゴールド（予

定）、テレビ等でもよく取りあげていただいています。
2

農業 寺本敏夫 690-0402 松江市 島根町大芦1524 いちじくの栽培、よもぎの栽培 いちじく、よもぎの栽培管理全般 なし 1

農業

農事組合法人みのりの里講武 690-0804 松江市 鹿島町北講武4-1 水稲と大豆・そばの栽培、みそ・

総菜・菓子・もち等の農産物の加

工販売

・水稲と大豆、そばの栽培管理と農業機械のオペレーターをして

いただきます。

・又、冬期は味噌の製造作業をしていただきます。

認定農業者、農機の運転は安全第一に初歩から指導しま

す。 1

農業
小室正夫 699-0101 松江市 東出雲町揖屋2413 ブドウの栽培 ブドウ栽培にかかる作業、樹の仕立て、房づくり、収穫等 体験後、１〜２年の雇用で技術を習得した後、独立に向

けて支援します。
2

農業 フルーツファームこやま 690-0263 松江市 大垣町756 西条柿・ミカンの栽培 西条柿・ミカンの栽培管理作業 - 1〜2

農業
JAいずもアグリ開発株式会社 693-8585 出雲市 今市町106番地1 デラウェア、シャインマスカット

栽培研修

実際の圃場で専門の技術員のアドバイスを受け栽培研修を受ける

ことが出来る

-
1

農業 合同会社畑のRegalo 693-0011 出雲市 大津町667-3 シャインマスカット他 1年目：ブドウ栽培実習 認定農業者、エコファーマー 1〜2

農業

有限会社三和農産 693-0106 出雲市 船津町439-7 有機栽培米の生産及び加工販売 有機栽培での米の生産、また、有機加工食品の製造、インター

ネットを通じての販路拡大や、新商品を開発してのテストマーケ

ティングに取り組みます。

有機認証取得

1

農業

農事組合法人橋波アグリサンシャイン 693-0825 出雲市 佐田町下橋波111-1 水稲、ほうれんそう、エゴマ、葉

ぼたん、ブロッコリー他

上記作物の営農体験、農地の維持活動（鳥獣対策、草刈等） 認定農業者、美味しまねゴールド認証、エコファー

マー、若い社員が4人働いています。馴染めるのも早い

かと思います。

1〜2

農業

（株）勝部農産 699-0503 出雲市 斐川町神庭166 水稲、麦、大麦、大豆、野菜の栽

培

日々自然の中で、天気をうかがいながら作業を進めています。安

全な作業で安全な作物の生産を行っています。種をまき、管理し

て収穫までをみんなと一緒になって生産します。機械の好きな方

大歓迎です。

認定農業者、美味しまね認証、健康経営優良法人

1〜2

農業 有限会社グリーンワーク 693-0512 出雲市 佐田町東村396番地4 水稲、野菜 種まきから収穫までの一連の作業を基本から体験してもらう。 認定農業者、認定農業法人 1

農業 大社観光ぶどう園 699-0741 出雲市 大社町中荒木224-2 いも、ブドウの栽培 ふどうとさつまいもの栽培、観光園の接客対応 認定農業者、美味しまね認証 2

農業

常松農園 691-0031 出雲市 東福町1198-2 柿の栽培 島根のブランド西条柿をはじめ甘柿、渋柿合わせて6種類の柿をＪ

Ａ出荷、直販、直売所販売しながら、周年作業の体験ができま

す。柿は生き物。一緒に柿を育ててみませんか！！

後継者になれる可能性あり

2

農業
株式会社いずもえん 693-0041 出雲市 西園町3913番地1 菌床シイタケの栽培

アロエ、さつま芋栽培

・菌床シイタケの栽培技術の習得

・栽培、加工、販売の各工程を体験

有機JAS認定、美味しまね認証（しいたけ部会）
2
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農業
（農）みんわ営農組合 691-0014 出雲市 口宇賀町480 水稲、野菜の栽培 水稲は田植えから刈り取り、乾燥調整、出荷作業。ブロッコ

リー、スイートコーン播種から収穫、調整出荷作業。

認定農業者、ブロッコリーは美味しまね認証ゴールド
1〜2

農業

Cozy Terrace 699-0503 出雲市 斐川町神庭116 循環型農業、稲作、野菜、果樹、

多様な栽培環境

・多種多様な果樹・野菜の栽培管理

・アスパラガスの栽培・販売・管理

・栽培においての基本知識取得。農工具の基本技術

・体験者用の小さな畑（2a）で、自身で野菜栽培

・地域資源を最大限活用する循環農法の取組。

認定農業者、美味しまね認証、エコファーマー、

2

農業 曽田園芸 699-0551 出雲市 斐川町沖洲2895 施設園芸（花き栽培） アジサイ、シクラメン、クリスマスローズ等の栽培管理全般 認定農業者 1

農業 株式会社出雲生姜屋 699-0615 出雲市 斐川町併川187-3 生姜の栽培管理 生姜の植付、栽培管理、収穫、出荷作業、加工品内職 - 1

農業 園山榮 699-0741 出雲市 大社町中荒木243 ブドウの栽培 ブドウの栽培、年間のすべて - 1

農業
柿壺株式会社 691-0066 出雲市 野石谷町20-2 柿の栽培 一年を通して摘蕾や摘果、収穫、草刈りなど、柿の栽培管理全般

を体験していただきたいと思います。

認定農業者、美味しまね認証
2

農業
神田農産（株） 693-0032 出雲市 下古志町402 アスパラガス栽培 アスパラガス栽培、きゅうり栽培、白ねぎ栽培、ブロッコリー栽

培等

認定農業者、美味しまね認証
2〜3

農業
株式会社イ農ベルみだみ 691-0013 出雲市 美談町1213-4 菌床椎茸栽培 菌床椎茸栽培における一連の作業。菌床培養〜発生管理〜菌床廃

棄　収穫〜選別〜出荷

年間栽培菌床数が１４万個で周年で安定した出荷量があ

ります。
1

農業

えんまん葡萄farm 699-0612 出雲市 斐川町出西1031 ぶどう栽培 シャインマスカットを中心にデラウェア、巨峰の栽培の勉強をし

ながら一緒に作業をしていきます。作業に関しては、重要な作業

もしっかり教えるので、積極的に取り組んでいただきます。現在

ぶどう園の拡大中ですので、新しく始める際の作業についても学

んでいただけると思います（ハウスの修繕、ビニール張り、苗木

植え等）。

金額は応相談ですが、県外から体験にいらっしゃる方の

アパートの費用の補助を考えています。また、美味しま

ね認証を取得しています。
1

農業

石飛伸幸 693-0041 出雲市 西園町3477 ぶどう（シャインマスカット）の

栽培

加温栽培からサイドレスまで年間を通じてシャインマスカットの

栽培管理を体験していただきます。養液土耕とハウス環境モニタ

リング装置を用いたスマート農業を行っています。各種農機具操

作も体験でき農業技術センター見学なども行っています。

島根県指導農業士、認定農業者、出雲市農地利用最適化

推進委員

2

農業

やすぎ観光みかん園 692-0023 安来市 黒井田町1094-2 みかんの栽培

みかんのジュース・石鹸・パウ

ダー製造・販売、みかん苗販売

農業で豊かな生活をするためには、栽培技術の習得だけではな

く、時代のニーズにマッチした商品開発・SNSを活用した販売戦

略が求められます。これらをしっかりサポートします。

島根でのみかん栽培。是非チャレンジを

エコファーマー

山陰初の観光みかん園。みかんの栽培・商品化・販売戦

略の指導 2

農業
生和陽治 692-0016 安来市 東赤江町1220 苺の栽培 苺栽培、年間を通じて必要な技術技能を指導出来ます。殊に安心

安全で美味しい苺生産を主に指導します。

認定農業者
1〜2

農業
ケイコジャパンフラワー 692-0732 安来市 広瀬町梶福留387 切花栽培（トルコキキョウ、かす

み草、ストック他）

播種、定植、栽培管理、収穫、出荷準備 認定農業者、施設栽培27a露地30a
1〜2

農業
えーひだカンパニー（株） 692-0732 安来市 広瀬町梶福留1268 農業（米、たまねぎ等） 3〜5月：稲の苗準備、苗の配達等　10〜12月：堆肥散布作業、玉

ネギ定植作業もあるかも

農業だけでなく地域を元気にする活動に取り組んでいま

す。
1

農業

石原美己ぶどう園 692-0023 安来市 黒井田町1032 ブドウ栽培 75歳と高齢になったため、ブドウの栽培を引き継いでくださる方

に、体験を通じて教えていきたい。販売も直売所を35年間開設し

ていて、体験していただきたい。

直売所

1

農業

はだ農場 692-0322 安来市 伯太町上小竹10 中山間地農業、竹パウダーを使用

した稲作栽培、肉用牛の管理と青

パパイヤの管理

中山間地農業で竹パウダーを使用して稲作栽培、肉用牛の管理と

青パパイヤの管理

認定農業者

1〜3

農業
（株）LPCベジタリアファーム 692-0025 安来市 穂日島町112 トマトの栽培 トマトの栽培、出荷準備、観光農園など、本人の適性を見ながら

様々な体験をして頂けます。

認定農業者、美味しまね認証、島根大学との共同研究
3



農業

農事組合法人のきの郷 692-0054 安来市 利弘町922-3 水稲、トマト、いちご、ブドウ、

キャベツ、大豆、麦、そは、なた

ね、WCS、飼料米の栽培

各品目の栽培、管理、収穫、出荷等 認定農業者、エコファーマー

2

農業 高見謙一 692-0017 安来市 下坂田町563-4 いちご栽培管理 １年を通して育苗から収穫、選果、出荷及び栽培管理の習得 認定農業者、美味しまね認証 1

農業 株式会社きしかわ農園 692-0017 安来市 下坂田町213−18 有機葉物野菜 播種から収穫、調整作業までの一連の作業 認定農業者、有機栽培 1

農業
（有）奥出雲葡萄園 699-1322 雲南市 木次町寺領2273-1 ブドウの栽培 醸造専用品種のブドウ栽培管理、ビニールはり、剪定、生育期間

中の樹体管理、収穫、草刈りなど

-
1〜2

農業 妹尾　孝信

699-1212 雲南市 大東町下久野345-2 無農薬、無肥料（自然農）の野菜

栽培

自給プラス販売分の野菜や米、50種以上を一緒に育てていきま

す。季節を感じながら、五感をしっかり働かせて畑と向き合いま

す。楽しむことを大切に。

激やせするほどハードです。

1

農業
（農）すがや 690-2801 雲南市 吉田町吉田1307-1 水稲栽培、園芸作物 農産物収穫、調整、水稲収穫、防除、草刈、他管理作業 エコファーマー、認定農業者、標高400mの環境に恵ま

れた地域
1

農業

有限会社木村有機農園 690-2802 雲南市 吉田町民谷544 有機野菜の栽培 科学肥料、化学農薬を一切使用しない野菜の栽培から管理、収穫

を行い、商品としての選別、袋づめ出荷に至るまでの作業全般

認定農業者、エコファーマー、美味しまね認証

1

農業 農事組合法人槻之屋ヒーリング 699-1343 雲南市 木次町湯村254-2 野菜栽培 野菜の管理、種まきから収穫まで エコファーマー 1

農業 環境農業を広める会

690-0044 雲南市 大東町山王寺551 真菰・紫菊芋を中心とする環境農

業

真菰・紫菊芋を中心に各種野菜や米を無肥料・無農薬で栽培し、

消費者や地域の飲食店と直接繋がって出荷する。また、環境農業

を実践している生産者のネットワークを作る。

真菰、紫菊芋、自然農

3

農業

ギアファーム 690-2405 雲南市 加茂町三代 ブドウ栽培／野菜栽培 ・シャインマスカットを中心としたブドウ栽培

・スイートコーンやカリフラワーなどの野菜栽培

・WEB等を活用した農産物の直販

認定農業者、美味しまねゴールド認証、平成29年島根県

シャインマスカット品評会5キロDBの部・果樹研究同志

会長賞受賞
1

農業 （株）追谷源流舎 699-1801 奥出雲町 竹崎811-1 農業 米作り　草刈り・管理等 棚田で米作り 2

農業 大塚ファーム

699-1831 奥出雲町 中村1710-3 露地野菜 高級百貨店、高級料亭、銀座のレストラン、トワイライトエクス

プレス瑞風といった最高級の食材を扱う取引先へと卸せる島根県

No1野菜ブランドの栽培、販売方法を学ぶことができます。

山陰広告賞受賞、認定農業者、Webマンガ12万view達成

2

農業

うやま農園（宇山智明） 690-3207 飯南町 頓原892 アイガモ農法（有機）、サツマイ

モ栽培（有機）

・畦畔の草刈り及びアイガモ農法の準備から収穫まで

・サツマイモ栽培の準備から収穫・加工・販売

・イベントの手伝い（アイガモ農法・サツマイモ掘り

・田舎ツーリズムの準備）

認定農業者、しまね田舎ツーリズム実践者（古民家うや

まっち）
1

農業 農事組合法人西の郷 697-1122 浜田市 弥栄町木都賀イ854番地1米栽培 米栽培全般 エコファーマー、一部美味しまね認証 1

農業

株式会社小松ファーム 697-1202 浜田市 弥栄町小坂332-2 施設、露地での有機栽培、原木し

いたけ栽培、水稲

・有機野菜の栽培の仕方

・原木しいたけの栽培の仕方

・水稲（コシヒカリ）の栽培の仕方

・加工（もち、切干大根、干ししいたけ等）

認定農業者、美味しまね認証、有機JAS取得

2

農業

有限会社やさか共同農場 697-1212 浜田市 弥栄町三里ハ38 大豆・大麦等の栽培、葉物野菜の

栽培、露地栽培（加工トマト・た

かつめポップコーン等）

・JAS認証圃場2,237haあります。

・大型機械を使っての作業も可能。又、葉物野菜の播種→収穫→

出荷の一連の流れも体得できます。

・小面積の露地栽培→加工→出荷の流れも経験できます。

環境に配慮した農業生産、地域を創っていく農業をやり

たいと思っています。
3

農業

（有）三隅町農業支援センターみらい 699-3301 浜田市 三隅町井野ヘ1816-2 米、大豆、そば、麦栽培、農作業

受託、水稲育苗センターとライス

センター運営

3月中旬〜5月：育苗センターでの水稲苗作り

3月中旬〜5月中旬：水田荒起こし、代かき、田植え作業（トラク

ター、田植機オペレーターか補助）

6月〜6月中旬まで：大豆播種（オペレーター及び補助）

6月〜7月：あぜ草刈

8月中旬〜10月：ライスセンター、米もみすり〜出荷まで一連作

業、稲刈（オペレーター、もみ運搬）

農業法人、認定農業者、美味しまね認証ゴールド

（米）、労災保険あり

2



農業

株式会社藤若農産 697-0213 浜田市 金城町小国ハ259 お米、ブドウの栽培 お米もしくはブドウ栽培管理を従業員と一緒に行って頂きます。

太陽の日差しを浴びながら、しっかり汗を流し、楽しい農業をし

ましょう。

認定農業者、美味しまね認証（ゴールド）

1

農業

株式会社みうらファーム 697-1331 浜田市 内村町1125 有機栽培、ハウス ほうれん草・小松菜・水菜・ミニチンゲン菜・ルッコラ・わさび

菜・赤茎ほうれん草・春菊・ケール・ピーマン・オクラ・里芋・

ネギ等の播種・定植・栽培管理・収穫から出荷調整までの作業全

般

有機JAS認証

1〜3

農業

中下農園 697-0121 浜田市 金城町下来原866-1 ブドウ栽培、しめ縄（わら細

工）、大豆

通年を通じぶどうの栽培管理を行い、農閑期の秋から冬にかけ、

しめ縄生産販売も力を入れている。研修後の独立やその後のフォ

ローアップも行っている。

認定農業者、青年農業士、美味しまね認証取得、いわみ

中央ぶどう部会検査販売部会長、新開農業団地組合長 2

農業
株式会社ベリーネ 697-0123 浜田市 金城町七条イ735 いちご・ぶどう・ブルーベリーの

栽培・管理・観光事業

いちご・ぶどう・ブルーベリーの観光事業に向けた準備、栽培、

管理についての業務を体験して頂きます。

美味しまね認証（ぶどう）
1

農業
三浦寿紀 697-1122 浜田市 弥栄町木都賀イ1096-14露地野菜（有機栽培） 昆虫の生態を知り地域資源の活用方法を考えながら、自然循環型

の有機栽培を体験してもらいます。

有機農産物認定農家、認定農業者、美味しまね認証、農

業委員、有機農産物認証検査員
1〜2

農業 西川農園 698-1212 益田市 匹見町紙祖イ963-1 水稲、施設園芸 水稲、施設園芸の体験全般 認定農業者、美味しまね認証 1〜3

農業

（有）大場ぶどうファーム 698-0042 益田市 中吉田町665 ブドウの栽培 ブドウの剪定、枝の管理、房の管理、ジベレリン処理、出荷調

整、ワイン用ブドウの出荷調整、ビニール管理等、ブドウの栽培

全般にわたる作業を体験していただきます。

認定農業者

1

農業 有限会社アグリみと 698-0212 益田市 美都町仙道595-1 苺の栽培、観光農園 いちごの栽培、管理作業 認定農業者、美味しまね認証 1〜2

農業
（株）LOCAL RICH 3in 698-0041 益田市 高津1丁目27-33 ぶどう栽培、ぶどう生産、タラの

芽栽培、複合経営

ぶどうの栽培管理及び出荷調整。タラの芽の栽培管理及び出荷調

整。その他農業に必要な知識、作業の習得。

認定農業者、農業士、美味しまね認証
2

農業 岩本和雄 698-2146 益田市 中垣内町551 ぶどうの栽培 ぶどうの栽培管理全般、収穫、出荷作業等。 認定農業者 1

農業

（農）ゆいの里美都 698-0204 益田市 美都町山本イ231-1 有機稲作栽培、山里茶（混合茶） 人と自然にやさしい循環型農業を目指す（有機栽培）。水稲栽培

及び地元（自然）薬草木を栽培・採取して山里茶（混合茶）づく

りに共に励み、体験して頂きたい。

有機JAS認定、美味しまね認定（ゴールド）、循環型農

業・商品のブランド化に取り組んでいます。 1〜2

農業

田中克典 698-0212 益田市 美都町仙道106 いちごの栽培、販売、観光農園 いちごの栽培、育苗から定植、収穫、調整、販売。他にサツマイ

モ、メロン、ブルーベリー、柚子に取り組んでいます。近くに簡

易宿泊施設有。

認定農業者、いちご高設栽培、6次産業化

2

農業
株式会社わなか 694-0051 大田市 久手町羽根西1784 水稲、いちごの栽培指導 やる気のある人、水稲、いちごの作業を通して栽培の考え方や工

夫を一緒に考えて行く。

認定農業者、美味しまね認証、エコファーマー
1

農業 香の宮F&A 695-0021 江津市 都野津町654 有機栽培 農薬、化学肥料を使用しない野菜作りを指導します。 有機JAS、美味しまね認証 1

農業
有限会社スプラウト島根 699-4221 江津市 桜江町市山429番地 有機農産物の栽培及び販売 有機の大麦若葉・大豆・荏胡麻・小麦・もち麦・水稲等の栽培技

術の習得

認定農業者、有機JAS認定事業者、美味しまね認証
1

農業

株式会社MOG-MOG 699-2842 江津市 都治町1798-4 高設イチゴの栽培、その他水稲作

業

・高設イチゴの栽培管理

・スマート農業（環境制御型ハウス）の実務

・その他

認定農業者

1

農業

nao farm 699-2841 江津市 後地町2396 野菜有機栽培

（※有機JASは取得していませ

ん）

野菜づくり全般（種まき、土づくり、うねたて、苗づくり、草取

り、収穫等）

農薬・化学肥料を使わない。地域資源循環型農業をして

いる。 2~3

農業
株式会社GPA 695-0002 江津市 浅利町166番地2 クレソン等香味葉物野菜の生産販

売

世界最先端の水耕栽培技術による香味葉物野菜の生産体験、高度

なマーケティング戦略を駆使した販売体験。

認定農業者(2022年4月予定)、美味しまね認証ゴール

ド、
2

農業

有機の美郷有限会社 696-1134 美郷町 惣森495番地7 有機農産物（大麦若葉、はと麦若

葉、実、桑、生姜、ケール、等）

の栽培及び一次加工

有機について理解してもらう。その上で、栽培、加工の手順を覚

えて作業に従事してもらう。刈払機から始め、各機械が使えるよ

うになってもらう。

有機農産物、有機加工食品認定事業所、認定農業者

2

農業

有限会社はらやま 696-0103 邑南町 矢上7486-4 ブドウ栽培・販売、菌床椎茸の生

産・出荷

主にブドウと椎茸の生産・栽培。ブドウは5月〜10月、ハウス栽培

で、椎茸は年中、空調設備導入の工場とハウスで作業をします。

商品の直接販売を行っているので、お客様との接客マナーも学べ

ると思います。

認定農業者、美味しまね認証、多様な作業が年間通して

体験することが出来ます！！
3



農業

合同会社夢ファーム口羽 696-0603 邑南町 下口羽937-1 水稲栽培、園芸栽培（ナス、ブ

ロッコリー、ホーレン草、ミニト

マト…）

・水稲の植えつけ〜収穫・出荷

・園芸品目の播種・植えつけ〜管理〜収穫・出荷

認定農業者、エコファーマー、美味しまねゴールド（R4

年6月に受審予定（米）） 2

農業

合同会社出羽 696-0312 邑南町 出羽56-1 枝豆・ブドウの栽培、地域づく

り、空家活用、ソーラーシェアリ

ング

・枝豆・ブドウの栽培（ブドウはR5から始めるため、R4は準備）

・遊休農地を活用し、放牧によるソーラーシェアリングを計画し

ており、その開発補助

・空家を使った田舎暮らしモデル作成補助

・地域づくり全般。

地域づくりと農業の両立

2

農業

（株）有機ファーム研久屋 696-0601 邑南町 上田3628-4 野菜の栽培 農業歴50年(野菜、有機JAS)、農業技術培った農業に関わる行程、

生産、販売、機械、経営、すべてにおいて、経験、相談までを農

業を通じて体験出来ます。

認定農業者、島根農業士

1

農業

石橋茶園 699-5631 津和野町 中山392 ミニトマトの栽培、田舎暮らし、

茶の栽培・加工

茶の栽培・加工をする“茶園”ですが、ビニールハウスでミニトマ

トを中心とした野菜の栽培もしています。山々に囲まれた土地で

田舎暮らしを楽しみながら、地域の繋がりの中で体験が出来ま

す。

認定農業者、無人ヘリオペレーター

2

農業
株式会社津和野メロンパーク 699-5616 津和野町 部栄93-2 メロン、その他の野菜栽培、販売 メロン、ぶどう、野菜等の栽培管理、収穫、出荷調整、農産物の

加工、販売など。

認定農業者、美味しまね認証
1

農業 農事組合法人おくがの村 699-5631 津和野町 中山928 農業全般、田舎暮らし 農業全般 エコファーマー 2

農業

田中海太郎 699-5631 津和野町 中山1388 有機栽培(野菜米等)、養鶏 大規模機械利用農業ではなく、小規模多品目の有機無農薬栽培に

取り組んでいます。またなるべく自給出来るように、田舎暮らし

の生き方を教えています。

自給型有機農業、小規模多品目栽培

2

農業
山田達郎 699-5602 津和野町 直地636 少量多品目　自給自足　田舎暮ら

し

水稲　野菜　果樹　枝物　鶏卵　ヤギ　加工品 Iターン
1

農業 矢﨑農園（旧：田中幸一）
699-5201 津和野町 商人929 山菜、榊、トマト栽培 冬から春は山菜、夏から秋はトマト栽培、榊は通年で収穫作業が

あります。

美味しまね認証（たらの芽）
2

農業
三浦成人 699-5307 吉賀町 木部谷233 有機栽培、ハウス＋露地 将来的に有機農業をめざす事。又は一緒にやりたいと思う人。野

菜の収穫、調整、袋詰め、播種、定植の準備など。

認定農業者
2

農業 長谷川慎 699-5501 吉賀町 上高尻256 有機の米 米づくりを昔ながらの田車で、汗をかきながら行う。 全てのことを1人でやる！ 2

農業 朝倉農産　Aハウス　吉村熊男 699-5523 吉賀町 朝倉944-1 ミニトマト栽培 ミニトマト　トロ箱養液栽培管理 認定農業者、美味しまね認証 1

農業
朝倉農産　Bハウス 699-5525 吉賀町 朝倉2482 ハウス（施設園芸）、ミニトマ

ト、わさび

ミニトマト：苗の栽培・定植・管理・収穫、わさび：苗の栽培・

定植・管理・収穫、出荷、作物栽培全体

認定農業者
2

農業

なかつ国株式会社 699-5523 吉賀町 朝倉73 ミニトマト、ワサビ、青ネギ、白

ネギ、ブロッコリー、キャベツの

栽培

各作物の栽培管理、調整作業 就農時の設備支援等あります。

4

農業

食と農・かきのきむら企業組合 699-5301 吉賀町 柿木565 有機農業、自給的農業、生協出荷 当組合に所属している生産者の中で希望する産品、規模のところ

で体験することができます。農業をやってみたいけど何から始め

て良いか分からないという人には、特に多様な生産者から、参考

になる例があると思います。

UIターンで生産者となった組合員が10人所属していま

す。
2

農業
農事組合法人立河内絆 699-5514 吉賀町 立河内833番地 合鴨農法による稲作 種まき、育苗、田植、合鴨用ネット設置、放鳥、稗取り、草刈

り、稲刈と半年間の作業になります。

有機JAS認証、美味しまね認証を取得
1

農業 河野雅俊 699-5307 吉賀町 木部谷 有機農業(路地･多品目) 土作を意識した栽培。 有機JAS認証、美味しまね認証 2

農業
（農）サンライズうづか 684-0401 海士町 大字宇受賀234-2 野菜栽培、水稲 農業全般、野菜栽培、主に水稲の時期は水田作業など体験の時期

によって作業が変わります。

認定農業者、美味しまね認証、釣りの好きな人は良いで

す。
2

農業
高梨好隆 685-0104 隠岐の島町 都万2749-1 水稲 水稲播種から刈取作業、隠岐藻塩米 藻塩乃華（コシヒカリ）の栽

培方法指導

認定農業者、エコファーマー
1

農業
遠藤義光（（有）アグリおき） 685-0301 隠岐の島町 北方1428-2 和牛の世話、水稲の管理他 和牛のえさやり、牛のえさとしての水稲の管理（種まき、田植

え、草刈、稲刈等）

認定農業者
2

畜産 （株）小林農場 691-0015 出雲市 西郷町865-10 酪農 乳牛のお世話になります。搾乳、エサやり、畑の仕事等。 - 1



畜産
簸川地方酪農ヘルパー有限責任事業組合 693-0022 出雲市 今市町106番地1 酪農、畜産、酪農ヘルパー 出雲地区の酪農家へ出役し、作業補助を行います。作業内容は搾

乳、飼料給餌、糞尿処理等です。

畜産、酪農、作業に必要な資格の取得
1

畜産 原牧場 693-0056 出雲市 江田町192 酪農 給餌作業、搾乳作業、子牛の哺乳 - 2

畜産

川上牧場 693-0053 出雲市 高松町445 酪農 「酪農家になりたい！」「酪農の生活に興味がある！」

って人がネットで酪農の知識を得ようと、検索した時に今のネッ

トでの情報は

３６５日休みが無い...

毎日同じ時間に搾乳や給餌を行う...

何十キロもある餌を一頭一頭運ぶ...

いや古い！！古い！！てかネガティブ過ぎる

そう思って自分が経験した知識や技術をなるべく簡単に。酪農を

全く知らない人がちょっとでも酪農に興味が持てる様に体験にい

けたらと思ってます。

詳しくは【島根県　川上牧場】で検索

認定農業者、島根県指導農業士、出雲市酪農部会副会

長、ホルスタインヤングサイアー（島根県酪農後継者

会）副会長等

2

畜産

はだ農場 692-0322 安来市 伯太町上小竹10 中山間地農業、竹パウダーを使用

した稲作栽培、肉用牛の管理と青

パパイヤの管理

中山間地農業で,肉用牛の管理 認定農業者

1〜3

畜産

（有）木次ファーム 699-1343 雲南市 木次町湯村2154-8 鶏舎内見廻、鶏卵の洗卵選別作業

他

・鶏舎内の鶏が快適に飼育されているか等を見廻によって確認す

る事

・GPセンター（洗卵選別場）において、鶏卵が洗浄され選別パッ

ケージの工程でのチェック作業等の体験

認定農業者、美味しまね認証、農場HACCP認証

1〜2

畜産

さとうのんびり農園 690-2634 雲南市 三刀屋町乙加宮991 平飼い養鶏 ・自家配合のエサづくり、エサやり、集卵、卵の調整など

・小屋作り、補修など

・酒蔵、とうふ店などからエサの調達

地域の未利用資源を活用した自然養鶏といわれる養鶏を

しています。 2

畜産

ダムの見える牧場 699-1434 奥出雲町 佐白529-1 放牧酪農 一般的な酪農業に加えて、放牧地の維持管理、草刈等がありま

す。また、消費者とのふれあい交流等と、たまに加工品販売も行

います。

放牧、消費者交流、加工品

1

畜産 株式会社カワヨコーポレーション 690-3402 飯南町 下来島3004-6 酪農業 酪農業の飼養管理(搾乳、哺乳、餌やり等)を体験して頂きます。 認定農業者 1

畜産
（株）来島牧場 690-3402 飯南町 下来島2735 酪農 搾乳・哺乳・給餌・除糞等　酪農の基礎からしっかり体験できま

す。和牛子牛の生産も増えています。

認定農業者・農業経営書育成協定も締結しています。
2

畜産
（株）田原牧場 698-2141 益田市 白上町イ1534-7 和牛の飼育管理（繁殖牛） 和牛の飼育管理と牛舎の清掃、牧草の作付けと収穫作業、トラク

ター等の機械運転作業

200頭の繁殖牛を飼育している。指導農業士の認定。
1

畜産 有限会社島根農場 699-2213 大田市 朝山町朝倉2159-8 畜産 飼養管理 認定農業者 2

畜産 みらいファーム（株）島根ファーム 696-1137 美郷町 櫨谷374 肥育牛の飼養管理 肥育牛の飼養管理、牛舎清掃など。 認定農業者 2

畜産

合同会社出羽 696-0312 邑南町 出羽56-1 水田放牧、地域づくり、ソーラー

シェアリング

・えさやり、えさとしての牧草生産

・ソーラーパネルの設置

・遊休農地を活用し、放牧によるソーラーシェアリングを計画し

ており、その開発補助

・空家を使った田舎暮らしモデル作成補助

・地域づくり全般（知育づくりのためのプランニング等）

耕作放棄地対策としての畜産利用

地域づくりのためのプランニング

2



畜産

有限会社邑智ピッグファーム 699-4311 邑南町 日貫3473番地 養豚 養豚一貫経営(種付け、分娩から肥育、出荷まで)を行っており、各

ステージを体験してもらいます。そして、豚は繊細でストレスや

病気にかかりやすい特徴があるので、防疫ルール等使用管理マ

ニュアルを体験してもらいます。

美味しまね認証を受けるため準備中 。種豚提供業者主催

コンテストで、2019年最優秀賞、2020年優秀賞受賞
2

畜産 柴﨑敏 684-0211 西ノ島町 浦郷1040-3 畜産（繁殖） 繁殖（仔牛）経営。公共牧野利用の放牧による〝牛飼い道〟 - 1〜2

畜産
有限会社村上建設　寿畜産 685-0311 隠岐の島町 郡515 畜産業体験 繁殖牛飼育に関する体験、えさやり、牛舎清掃、子牛健康管理、

放牧中、放牧場管理、牧草の収穫等

大自然の中、島民や牛たちとふれあいながら隠岐での暮

らしを体験してみませんか？
2

畜産
遠藤義光（（有）アグリおき） 685-0301 隠岐の島町 北方1428-2 和牛の世話、水稲の管理他 和牛のえさやり、牛のえさとしての水稲の管理（種まき、田植

え、草刈、稲刈等）

認定農業者
2

林業

松江森林組合 690-0045 松江市 乃白町219 樹木の伐採／刈払の補助・見学、

公園・個人宅等の樹木の剪定外の

補助・見学

本格的な体験をする場合はチェンソー・刈払機の資格が必要で

す。資格の無い方は主に切った枝や刈った草を寄せ集めたり、作

業員の仕事の見学をする事になります。又、緑化事業に関しても

基本的に同じ様な体験となります。

林業の認定事業体です。県下の森林組合で当組合のみ樹

木の圃場を所有し、管理・即売をしております。
1

林業
大原森林組合 699-1223 雲南市 大東町下阿用401番地1森林、林業 森林の植栽・保育（植付、下刈、間伐等）　資格によって作業内

容の変更あり。

しまね林業士
1

林業

飯石森林組合 690-2701 雲南市 掛合町掛合2152番地11森林整備、伐採 山林現場で必要な一連の作業の体験、使用する刈払機やチェン

ソーの目立て、機械の安全な使い方の習得。山林現場における苗

木の植付、下刈、枝打、干ばつ等の作業内容を研修指導員のも

と、習得してもらいます。

技術確かな指導員

2

林業

仁多郡森林組合 699-1511 奥出雲町 三成444番地2 林業、木材生産、森林整備等 他業種からの採用者は刈払機やチェンソーなど必要な資格取得後

から、徐々に山林作業に慣れて頂くようにしています。測量や山

林調査から山林歩行に慣れてもらい、次は班へ所属して、指導者

（班長）からの指導を受けながら山林作業に従事して頂きます。

健康経営優良法人認定、ICTを活用したスマート林業推

進

3

林業
株式会社美都森林 698-0203 益田市 美都町都茂1076 林業、造林、林産 ・苗木の植付・下刈・枝打等保育作業　・立木の伐採・集積等の

木材生産作業

-
2

林業

株式会社大久保林業 698-1211 益田市 匹見町匹見イ1141 素材生産（建築用材、パルプ材）

等の立木伐採、その他保育事業

大自然の宝庫、西中国山地を有する匹見町の山林にて杉や広葉樹

を伐採して、益田市内の木材市場や製材所へ木材を運搬していま

す。産業体験後に就職した先輩が2名、それぞれUターン・Iターン

で参入されて、地域活動にも積極的に関わり、地域貢献されてい

ます。あなたも挑戦しませんか？

島根県認定事業体、島根林業魅力向上プログラム、意欲

と能力のある林業事業体として林業後継者の育成に積極

的に努めています。 1

林業

江津市森林組合 695-0011 江津市 江津市江津町580-16 林業全般 希望の方は、林業労働力確保支援センターの行う林業体験研修を

受けて頂き、チェンソーと刈払機の資格をまず取得してもらいま

す。受講料は無料ですが、5日間の食費、現地までの交通費等は自

己負担です。資格が取得できましたら、造林保育の体験を始めて

もらいます。

アウトドアでワイルドな仕事です。

2

林業
邑智郡森林組合 696-0003 川本町 大字因原66 森林整備、木材の生産・加工 地ごしらえ、苗木の植え付け、下刈、除伐、枝打、間伐等の技術

習得

ユースエール認定企業、移住支援金対象法人
2

林業 津和野林産株式会社 699-5616 津和野町 部栄93-2 木材伐採等 作業道の開設作業、植苗、主伐・間伐作業、搬出作業など。 認定林業事業体 1

林業 隠岐島前森林組合 684-0403 海士町 大字海士1491-1 林業作業員 下刈、地ごしらえ、植え付けなどの山林の環境整備 島前地域の森と海を守る仕事 2

林業 佐山の里企業組合 685-0104 隠岐の島町 都万4177 林業 立木の伐採、植林・下刈 - 1

林業

株式会社ふせの里 685-0412 隠岐の島町 布施218-7 木の伐採　植林 主に伐採跡地で植林準備のための地拵え、苗木の植林、植林後の

手入れ（草刈り）を春から秋にかけて体験して頂きます。チェン

ソーの安全講習受講後に木の伐採や造材、丸太の生産も体験可能

です。

認定事業体

2

漁業 株式会社多古定置網 690-1213 松江市 島根町多古444 定置網漁業 定置網漁、網の修繕等、出荷作業 - 3

漁業

七類定置網漁業株式会社 690-1311 松江市 美保関町七類3247 定置網漁業 ・定置網に入る魚の漁獲体験

・魚の販売に至るまでの選別作業・箱づめ・運搬作業

・漁網・漁具の点検・補修・交換作業

海を守り育てる漁業の取組み、殺菌冷海水による鮮度保

持と衛生管理「しまね定置もん」、船上活メ・血抜きに

よる美味しさの追求

2



漁業
有限会社小川漁業 690-1212 松江市 島根町野波2747 定置網漁業 網揚げ作業、魚の選別と出荷、網直し作業 従業員の勤務年数が長い。若手（20代）からベテランま

で幅広い年代が働ける。
2

漁業 （有）明神漁業 690-1213 松江市 島根町多古413 底引き網漁業 底引き網船員、主に魚の種分け、箱詰め。 - 1

漁業
美保関大敷網漁業株式会社 690-1501 松江市 美保関町美保関505-2 定置網漁業 網揚げ作業、魚の選別及び出荷作業、漁具・漁網の修繕作業な

ど。元気でやる気のある方募集しています。

2021年に新船を建造
3

漁業

有限会社塩津定置 691-0044 出雲市 塩津町270-1 定置網漁業 午前3時〜4時に出港し、10分ほど沖合で網上げをして、取れた魚

を船上で選別、氷詰めして荷上場まで帰った後、魚を箱詰めし

て、市場への出荷作業を行う。

大漁の場合とれたての魚がもらえる。

1〜2

漁業

株式会社大社大敷 699-0702 出雲市 大社町杵築北3541番地1定置網漁業、乗組員 朝4時半頃に大社港を出港、約15分後漁場に到着、仕掛けてある網

を引き揚げます。続いて少し離れて仕掛けてある網を同じように

引き揚げます。網は4月から2月末まで同じ場所に設置していま

す。7時過ぎに港へ帰り漁獲した魚の選別を行い、市場へ出荷しま

す。その後、網及び漁具の修繕や掃除を行います。

島根県の定置網でナンバーワンを目指しています。乗組

員は比較的若いメンバーで頑張っています。

2

漁業 金築茂美（茂満丸） 691-0052 出雲市 小伊津町1421 延縄、一本釣り 漁具作り、縄繰り、操業方法等、作業すべて 認定漁業者 2

漁業
（有）忠栄丸 691-0042 出雲市 十六島町111-16 底引網漁業 実際に漁に出てもらい、投網、揚網、魚の選別等を体験してもら

います。食事は朝、昼、船で食べていただきます。

-
1

漁業 国分大敷漁業生産組合 697-0003 浜田市 国分町603番地 定置網漁業 水揚げ作業や魚の箱詰め出荷作業、網や漁具の保守・修繕作業 - 1〜2

漁業

株式会社浜田あけぼの水産 697-0017 浜田市 原井町3050番地28 沖合底びき網漁業（揚網・投網・

漁獲物の冷し込み・選別・箱詰

め、漁網・漁具の修理、荷役作業

等）

沖合底びき網漁業は過酷なため離職率が高い職種です。定着して

もらうため、体験乗船を実施しております。仕事内容は船員と同

じように船に一航海乗りっぱなしで各作業をしてもらいます。体

験期間は一航海の約6日間で、操業中のため途中下船は出来ません

ので、ご理解の上での乗船となります。

①20代が活躍中の活気ある職場です！

②経験者は給与面で優遇いたします！

③未経験でも、やる気のある方は歓迎します！

④20代前半でも500~700万稼げるお仕事！

⑤社会保険や傷害保険も一式完備！

⑥休漁期には1ヶ月の長期休暇あり！

 ⑦寮完備でIターン、Uターンも歓迎！

1

漁業
第三大洋丸 694-0031 大田市 静間町188-18 底引き網漁業 投網から揚網まで！　魚の選別、箱詰め。 9月から5月までの操業、6月から8月は休漁期（小型先般

免許援助あり）
2

漁業 第一灘富丸 694-0031 大田市 静間町244-7 沖合底曳漁業 魚の選別・整理・荷揚・漁網整理他 他地域の違い平均年齢が低く、活気があります。 1

漁業 第壱幸祐丸 694-0051 大田市 久手町波根西2190 小型底曳網漁業、バイかご漁業 小型底曳網漁業、バイかご漁業等 日帰り、自然の中での仕事、新鮮な魚が食べられる等 1〜2

漁業 奥板水産 684-0211
西ノ島町 大字浦郷1580 岩ガキ養殖、ヒオウギ貝養殖 ・岩ガキの分割、磨き掃除、種苗の育成

・ヒオウギ貝の自然採苗、磨き掃除

隠岐のいわがき
2

漁業 飯古建設有限会社　定置網事業部 684-0404

海士町 大字福井387番地2 定置網漁業 一年を通して定置網事業部の一員（漁夫）として、他の社員と協

力し合い基本的な一連の作業（網揚げ〜出荷作業・網の修繕等、

他諸々）について体験、及び日々の作業体験の積み重ねの中で定

置網漁業に必要な技術面についても習得して頂く。基本的に共同

作業であり、海上作業も伴うので、安全面において充分に配慮

し、主の指導者以外の社員も全員でサポートする。

隠岐島（島根県）の定置網漁を行っている会社の中で、

一番、平均年齢が若く、定置網部社員全員が県外出身（I

ターン）者である。
2

漁業 海の駅、松島 684-0402 海士町 豊田414-5 岩カキ漁業、イカ取り体験 岩カキ漁業、イカ取り体験 2

介護

社会福祉法人上口福祉会

特別養護老人ホームコーポ上口

690-0012 松江市 古志原六丁目8番10号 老人ホームでの介護 就業経験のある方もない方も大丈夫です。介護の仕事は生活全般

で多岐にわたりますが、笑顔が近くにある仕事です。レクリエー

ション、食事や入浴などの介助を行います。

-

1

介護

社会福祉法人湖北ふれあい

特別養護老人ホームあいかの里

690-0262 松江市 岡本町1138-1 特別養護老人ホームにおける介護

業務

・高齢者のご利用者様が生活されている施設における介護・生活

支援業務およびレクリエーション等

・施設介護業務者の支援介護補助業務（選択・清掃・シーツ交換

等）

介護分野における複数事業運営業者

1

介護
社会福祉法人みずうみ 690-0861 松江市 法吉町626-1 高齢者施設介護 高齢者の特性を理解しながら日常の生活を支援する。

食事、入浴、排泄の介助、レクリエーションなど。

障がい者施設、保育園が隣接。その他地域に向けた福祉

事業を展開。
2

介護

デイサービス晴春 699-0101 松江市 東出雲町揖屋1208-9 高齢者さんとの交流、介護 地域密着型のデイサービスで、定員は12名です。ご利用者様とレ

クリエーションや外出行事などに参加していただきます。敷地内

に放課後等デイサービスがあり、交流もあります。

昼食は全て手作りしています。病気やケガ(プライベート

も可)に対応した実費型保険に加入しています。 1



介護

株式会社いずもえん 693-0041 出雲市 西園町3913番地1 介護支援員 ・福祉サービス業務全般の体験

　就労継続支援A型

　就労支援継続B型

　就労定着支援

　認定　生活困窮者就労訓練

就労支援だけでなく日中活動支援の事業所あり。

自社施設内での「農作業、農産物の加工」施設外での

「農作業」「食品加工作業」「店舗での接客、販売」な

ど一次産業から三次産業までの幅広い支援メニューを取

り揃えております。

1

介護
株式会社ヒカリエ

介護付有料老人ホームウェルライフ三刀屋

690-2403 雲南市 三刀屋町下熊谷1675-2高齢者介護 介護の仕事全般を体験 介護系資格取得（全額会社負担）
1

介護
社会福祉法人仁多福祉会 699-1511 奥出雲町 三成226 高齢者の介護全般 法人が運営する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健

施設のいずれかで介護の体験をしていただきます。

-
3

介護

社会福祉法人 浜田福祉会 697-1331 浜田市 内村町365番地7 介護職員 1年間の研修プログラムに沿って、介護の仕事を体験していただき

ます。資格取得等についても希望に応じて必要な支援をおこない

ます。

産業体験受入の豊富な実績

5

介護 社会福祉法人　仁摩福祉会

699-2301 大田市 仁摩町仁万843 高齢者介護 特別養護老人ホームで介護職として体験をしていただきます。Ｉ

ＣＴや介護ロボットを使った最新の介護を体験しながら、入所者

にも職員にも負担の少ない介護を一緒に目指していきます。

ユースエール認定企業、ヘルスマネジメント認定事業所

1

介護 社会福祉法人ウェルNC 699-2211 大田市 波根町1290-1 介護老人保健施設 利用者の介助、相談援助、リハビリ補助業務など 資格取得助成制度あり 3

伝統工芸

石見更紗を染める会 699-3224 浜田市 三隅町湊浦270 染色 染料を栽培する事から型染め藍染、道具の製作など、自給自足も

可能な染め仕事の体験。（染色についての）製品製作等（着物・

帯）。

染色一般の体験指導ができる。

1

伝統工芸

陶芸工房Leela 696-0702 美郷町 上野143 陶芸と国際交流 陶芸の基礎的技術の習得。9月と10月の2ヶ月は海外から若いアー

ティストが我が家に滞在するので陶芸と日本文化交流の助手。

白道は毎年冬に南米等でのワークショップを3ヶ月ほど

しているので同行することもあり。 1〜2

その他

旭日酒造有限会社 693-0001 出雲市 今市町662 酒造り、日本酒製造 日本酒の仕込作業（精米、洗米、蒸し、麹造り、もと摺りなど）

の補助と詰口作業（瓶洗い、瓶詰めなど）を中心に、日本の伝統

文化ともいえる酒造りを体験して頂きます。

2

その他

株式会社美田 699-1821 奥出雲町 稲原2128-1 在来種そばの栽培・提供、水稲・

果物・野菜の栽培・提供、6次産

業化

在来種そばの栽培の他、水稲、果物、野菜を栽培し提供する6次産

業化を目指した店舗です。自社栽培だけに限らず、自社栽培した

作物の加工からお客様の口に入るまでの一連の流れ全てに関われ

ます。

6次産業化

1

その他
ひきみの森の器工芸組合 698-1212 益田市 匹見町紙祖イ159-1 木工クラフト ろくろ加工の基礎を学び「ものづくり」を生業としたい方の体験

（ろくろ加工技術、刃物鍛造技術 他）

-
1


