
猪名川町新規就農ガイドブック

あなたの就農を応援します！

兵庫県 猪名川町



猪名川町の紹介

人 口 ２９，７６１人 農業経営体数 ３２７経営体
（Ｒ4．5月1日時点） （２０２０農林業センサス）

世帯数 １２，５５８世帯 総面積 ９０．３３ｋ㎡
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猪名川町の主な農産物

水稲 そば

野菜 しいたけ

黒枝豆 イチゴ

北摂栗 ぶどう

②

猪名川町では豊かな水源を活かして昔から水稲栽培が盛んに行われてきましたが、最近では転作の推進によ
り野菜やそば、イチゴやブドウなども栽培されるようになりました。収穫された農作物は道の駅を中心に出荷
され、四季折々の旬な農作物を味わうことができます。

猪名川町の野菜は「伝統や文化」が少ないですが、栽培方法の制約を受けることが少ないため、あなたが思
い描く「やりたい農業」が実現できるかもしれません。



就農までのみちすじ

農業という職業で成功するには「美味しい」だけでなく「儲け」も意識しなければい
けません。そのためには、営農技術だけでなく経営手腕や逆境にもめげない強い意志が
必要になってきます。また、ハウスやトラクターなど初期投資に相当なお金が必要とな
ることに加え、すぐに収入が得られるわけではないので、２～３年分の生活資金の準備
が必要です。猪名川町では様々な支援策をご用意しておりますが、就農前の準備が十分
にできていないと農業で成功することはできません。

就農に向けてしっかり準備をして、自分の「やりたい農業」が実現できるように備え
ましょう！

農業を始めるにあたって

就
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就農相談

就農実践研修

（技術の習得）

就農準備

就農

経営安定

農業を始めてみたいと思ったら、まずは町役場
農業担当窓口に相談を！相談内容に応じて関係
機関をご案内します。
就農に必要な情報・知識を十分収集し、どんな
農業がしたいか考えてみましょう。

農業経営に必要な栽培技術や経営知識を習得す
る必要があります。農業大学校や楽農生活セン
ター、親方農家などの元で栽培技術やノウハウ
を身につけましょう！

農地・資金・機械設備を確保しましょう。効率
的な農業を営むために「就農計画」を作成し、
作目や農地面積、労働力、販売先などを考え、
経営ビジョンを明確にしましょう！

農業経営を開始します。早期の経営安定を目指
しましょう。就農後もフォローアップしますの
でお困りのことがあればご相談ください。

農家として定着。就農計画の達成に向けて頑張
りましょう！
経営が安定してきたら「認定農業者」の認定を
受けて、さらに規模拡大を目指しましょう！
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就農相談（相談窓口・サポート期間）

就農相談、技術の習得、資金の確保、農地の取得など就農に必要な
ことについては、下記に相談してください。

わからないことは積極的に相談し、就農の準備を進めましょう。

④

悩んだらまずは相談を！

相談内容 サポート期間・団体名

就農相談・就農支援に関する
総合相談窓口

猪名川町役場　農業環境課
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
TEL 072-766-8709 FAX 072-766-7725

阪神農業改良普及センター
〒669-1531
兵庫県三田市天神1-10-14
TEL 079-568-8861 FAX 079-562-8860

ＪＡ兵庫六甲猪名川営農支援センター
〒666-0224
兵庫県川辺郡猪名川町万善字南アジャリ178
TEL 072-767-8020 FAX 072-768-2501

農地の取得（賃借）に関する
相談

猪名川町農業委員会（役場農業環境課内）
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
TEL 072-766-8709 FAX 072-766-7725

ＪＡ兵庫六甲猪名川営農支援センター
〒666-0224
兵庫県川辺郡猪名川町万善字南アジャリ178
TEL 072-767-8020 FAX 072-768-2501

道の駅いながわ
〒666-0224
兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添70-1
TEL 072-767-8600

農業技術・経営・資金に関する
相談

道の駅やスーパーなどでの野菜
の販売に関する相談



農地を確保するには

猪名川町農地バンク制度

「農地バンク制度」とは、所有者が耕作、管理できなくなった農地の売買、貸借に関す
る情報を収集し、農地の利用希望者へ農業委員会が窓口となって、広く提供する制度です。

農業委員会は、登録された農地情報を就農希望者や規模拡大農業者へ公表、提供し、新
規就農者の就農促進、農地の集積、集約、耕作放棄地の発生防止、解消など農地の有効利
用の促進を目的としています。

⑤

農業を始めるにあたっては、まず農地が必要です。

周辺環境や家からの距離などを考えて候補地を絞り込みましょう。
就農希望地域が決まっているなら何度も足を運び、地域の人と信頼関係を築くことが大

切です。
まずは、確保できる農地で経営を開始して、地域の信頼を得ながら徐々に条件の良い農

地を集積していくのもひとつの考えです。

農地の取得・賃貸借には農業委員会の許可が必要になります。

農地の売買や貸借をする場合には、事前に農業委員会に許可を得る必要があります。
また、新規就農者の場合は農業経営や資金計画などについても書類を作成し、「一定以

上の農業技術がある」と認められなければ、許可を受けることができません。

★農地の権利移動に係る下限面積表

詳しくは、猪名川町農業委員会までお問い合わせください！

農業振興地域内農用地区域内
農地

３０ａ（３，０００㎡）

上記以外の農地 １０ａ（１，０００㎡）



認定新規就農者になるためには

認定新規就農者になるためには，５年後の農業経営の目標をまとめた「青年等就農計
画」を作成して町から認定を受けることが必要です。対象者は新たに農業経営を営もうと
する下記に当てはまる方です。

認定新規就農者にはハウスや機械などに対して補助金や融資を受けることできるなど
様々な優遇措置があります。

１ 青年等（原則１８歳以上４５歳未満）
２ 特定の知識・技能を有する中高年齢者（６５歳未満）

※農業に３年以上従事した者など

３ 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間（５年）を経過しない者を含む

認定の有効期間は５年です。
猪名川町における認定の基準は、５年後の農業経営目標として、

年間労働時間１，８００時間程度，年間農業所得２００万円
が達成できる計画を作成していただくことが条件となっております。

認定新規就農者の要件

相
談

認
定

認定の相談

認定の申請

認定

町役場に相談。
阪神農業改良普及センターと面談し、
今後５年間の経営方針について相談
する。

経営開始後５年目の目標を示した
「青年等就農計画」を作成し、町役
場に提出。

関係機関が青年等就農計画を審査し、
承認されれば認定新規就農者となり
ます。
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補助金・融資などの各種支援策

猪名川町は新規就農者の
皆さんを応援します！

※補助金の詳細は町役場までご連絡ください。

⑦

事業名等 内容 補助率等

新規就農育成総合対策
（経営発展支援事業）

農業用機械・施設等を融資にて購入した場合、事業
費の1/2を国、1/4を県が支援

補助対象事業費上限１，０００万円
（経営開始資金の交付対象者は上限５０
０万円）

新規就農育成総合対策
（就農準備資金）

就農前の研修期間（２年以内）交付金を交付 最大１５０万円／年

新規就農育成総合対策
（経営開始資金）

就農直後（３年以内）の所得を確保する交付金を交
付

最大１５０万円／年

青年等就農資金（融資）
新規就農者向けに施設又は機械等の資金を無利子で
融資

貸付限度額：３，７００万円

経営所得安定対策
（産地交付金）

町の推奨作物の作付けに対して支援

そば：15,000円／10ａ
黒枝豆・未成熟トウモロコシ・自然薯・
アスパラガス：15,000円／10ａ
学校給食：12,000円／10ａ

★町独自事業★
農業用機械等導入支援補助金

認定新規就農者が導入する機械及び施設の取得費の
一部を支援

１／２以内（上限５０万円）

★町独自事業★
パイプハウス等設置支援事業

パイプハウス又はぶどう棚の設置費用を支援
パイプハウス：１／２（２００㎡以上）

１／３（２００㎡以下）
ぶどう棚：１／２（２５万円以上／ａ）

★町独自事業★
果樹産地活性化支援事業

果樹の苗木の購入費に対して支援
最低購入本数以上の購入：２／３
最低購入本数以下の購入：１／２

★町独自事業★
そば栽培支援事業

そばの刈取費用を支援 10,000円／10ａ

★町独自事業★
北摂栗生産環境整備事業

栗の木の剪定費用を支援 １／２以内（上限５万円）

★町独自事業★
荒廃農地再生利用促進事業補助金

①荒廃農地の再生に対する費用を支援
②再生した農地で農作物を作付した場合に定額補助

①50,000円／10ａ
②10,000円／10ａ（そば20,000円）

★町独自事業★
学校給食地産地消推進補助金

学校給食への買取価格の支援
給食買取価格が基準価格を下回った場合、
買取価格と基準価格との差額を支援

★町独自事業★
鳥獣被害防止柵購入事業補助金

鳥獣被害防止柵の購入費用に対して支援 １／２以内（上限５万円）

★県事業★
農業施設貸与事業

農業用施設又は機械の取得費に対して支援 １／２以内（自己負担分はリース）



農産物の主な販売先

道の駅いながわ
農産物販売センター

ファーマーズマーケット
スマイル阪神

学校給食センター

イオンモール猪名川
（野菜売り場）

阪急オアシス
（野菜売り場）

販売先についての詳しいことは
ＪＡ兵庫六甲猪名川営農支援センターにお問い合わせください。
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猪名川町で暮らす

移住・定住支援策については下記にお問い合わせください。

猪名川町役場 企画政策課 ０７２－７６６－８７１１

豊かな自然が多く残っている町並みと、都市機能が整備された
快適な暮らしが調和した猪名川町で暮らしてみませんか？
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先輩就農者へのインタビュー

富永 剛志さん
・平成２８年 就農

・認定新規就農者

・経営作目：露地野菜

Ｑ 猪名川町はどんなまち？
Ａ 私は、猪名川中学校出身で、「野菜作りをするなら猪名川町！」と思い、農業への転職を機に、
立地条件がいい猪名川町に戻ってきました。
猪名川町は都心部に近いけど自然が多く、野菜のイメージもいい。地場出荷以外にもいろいろな販
売ルートの拡大ができるのではないかと考えています。
穏やかで、のんびりしていて住みやすい。土地柄のせいもあるのか、穏やかな優しい人が多いと感
じます。こんな猪名川町だから、新規就農した私でも、皆さんに助けてもらいながらここまでやっ
てこれた気がしています。

Ｑ 農業に転職したきっかけは？
Ａ 建設業から転職し、本格的に農業を始めて約3年半に
なります。テレビで頑張っている新規就農者さんの姿を見
て「農業をやってみたい」と思ったことがきっかけでした。
農業は、代々継いでいくイメージがあったので、農業とは
縁のなかった私が、どうすれば農業ができるのかよくわか
らず、インターネットで勉強を始め、国が担い手育成に力
を入れていることを知りました。最初は先輩の農業を1か
月程手伝わせてもらい、その後、畑を1枚貸してもらい、
私の農業生活がスタートしたのです。
最初は失敗ばかりでしたが、失敗を翌年に活かしながら、年々、少しずついいのもができてきて
います。時には、災害や獣害などを受け、うんざりすることもあります。しかし、そこから学ぶ
こともあり、新たな発想で前向きに次の作付けを考えられるようにもなりました。

Ｑ 農業についての思いは？
Ａ 農林産物品評会では、ナスで県知事賞をいただきま
した。こうやって、評価をいただき名前を覚えてもらえ
ることは、とても嬉しいですし、皆さんに「おいしい」
と喜んでもらえることは、とても励みになります。でも、
まずは自分が本当に「美味しい」と思うものをつくりた
いと思っています。自分がそう思えるものは、消費者の
方にも美味しいと思ってもらえるだろうし、次も買って
くださると思うんです。

農家は、個人事業主だから「美味しい」だけでなく「儲け」も意識しなければなりません。
最初は、農業ってしんどいだけで儲からないイメージがありましたが、実際には頑張った分の成
果は出てくるものだと感じています。私がもっと上を目指し、成功することで、これからもっと
若い人が「農業をやってみよう」と思ってくれれば嬉しいです。
しかし、農業はハードです。そして、野菜だけを見つめて、⼀人でコツコツやっているイメージ

もありましたが、実際には人間関係を築きあげていくことも大切で、周りの皆さんが助けてくだ
さっているから、なんとかやっていけていると実感しています。
今後、猪名川町に農業を志す新しい人がどんどん入ってきてくれて、みんなで切磋琢磨すること
で農業が活性化したら、農家のモチベーションは上がり、それに伴い野菜の品質も上がるでしょ
う。そして、生産者が増えれば道の駅への出荷も増え、猪名川町の農業がもっと良くなると思い
ます。これからますます高齢化が進み、耕作放棄地は増えていくでしょう。農業を究めるには何
年もかかりますから、農業に興味のある方は早めにスタートしたらいいと思いますよ。
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お問い合わせ

猪名川町役場 農業環境課

〒６６６－０２９２

兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１

ＴＥＬ ０７２－７６６－８７０９

役場開庁時間：午前８：４５～午後５：３０
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