
主な内容

Pick up！！
･収入保険がはじまります！！
･農業資材の｢価格｣や｢アフターサポート｣を一括見積依頼！

･県内の平成29年産水稲の10a当たり予想収量は｢平年並み｣の見込み
･平成29年度経営所得安定対策等加入申請状況及び平成28年産

収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の支払実績を公表しました

キラリ☆現場にて
･丹（まごころ）の里･丹波市にIターン。旬野菜専門農家に！

KOM’S FARM 代表 小村香織さん
･みかん一筋50年！！

ナガオファーム 代表 長尾昭盛さん

･養父市の「能座集落」がむらづくりの優良事例に選賞されました
･「農の雇用事業」の事業参加者募集中！！
･高病原性鳥インフルエンザの発生防止の取り組みをお願いします
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農林水産省 近畿農政局（兵庫県拠点）

収入保険がはじまります！！

収入保険は、品目枠※にとらわれず、自然災害による収入減少だけではなく、価格低下なども
含めた収入減少を補てんする保険として、平成31年1月からスタートします。

※マルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚及び鶏卵は対象外です。

収入保険の内容について農業者や関係団体等の皆さまにご理解をいただくため、平成30年1月
17日(水曜日)、兵庫県農業共済会館で説明会を開催いたします。

収入保険制度の概要や説明会に参加を希望される方は、下記URLより詳細をご確認下さい。

説明会案内 http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/hoken/171024.html

概要資料等 http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/

農業資材の｢価格｣や｢アフターサポート｣を一括見積依頼！
～ 農業資材比較サービス「AGMIRU」を使ってみませんか？ ～

AGMIRU（アグミル）とは、農業資材の希望条件を登録すると、複数の販売店より様々な条件
で見積を受けることのできるサービスです。農業資材の特性や特徴、アフターケアや保証内容を
含む見積提案を比較し、農業事業者に最適な資材を探すことができます。

既存業者からしか
資材を買ったこと
がないけれど、み
んないくらで買って
いるんだろう？

・様々な業者から希望の内容で提案を受けたい
・いつも使っている資材は決まっているから効率的に購入したい
・アフターサービスの優れた販売業者から購入したい
・いつも使っている資材より優れたものを探したい

・営業人員をかけずに販路を増やしたい！
・効率的に商談を進めたい
・希望の条件以上の商材を持っているので付加価値を提供したい
・在庫を処理したい

資材を提供でき
る農家さんを増や
したいな！いい商
品、いいサービス
あるのにな～農業者のメリット（選択の幅が広がる）

販売者のメリット（販売先が増える） https://agmiru.com/



詳しくは http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2017.html#1031

兵庫県内の平成29年産水稲の10a当たり予想
収量は（10月15日現在）は502kg、農家等が使
用しているふるい目幅ベースの作況指数は100
で「平年並み」が見込まれます。

また、作柄表示地帯別の作況指数は、県南
100、県北100、淡路101となる見込みです。

県内における平成29年産水稲の主食用作付見
込面積は3万5,100haで、飼料用米、WCS用稲
等が増加したため、前年産に比べ300haの減少
が見込まれます。

このことから、主食用の予想収穫量は17万
6,200ｔで、前年産に比べ1,200ｔの減少が見
込まれます。

県内の平成29年産水稲の10a当たり予想収量は｢平年並み｣の見込み

平成29年度経営所得安定対策等加入申請状況及び平成28年産収入減少
影響緩和対策（ナラシ対策）の支払実績を公表しました

農林水産省は、平成29年度の経営所得安定対策等の加入申請状況（平成29年7月末時点）及び
平成28年産収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の支払実績を取りまとめ、9月29日に公表しま
した。

平成29年度の全体の加入申請状況については、大規模農家への農地集積や小規模農家の離農が
進んでいること等から申請件数は減少していますが、需要のある飼料用米等へ生産をシフトして
きたことにより対象面積は増加しています。

また、水田活用の直接支払交付金は、飼料用米・WCS用稲等新規需要米及び麦・大豆の作付転
換が図られたものの、加工用米の複数年契約の追加配分がなくなったことにより、水田活用の直
接支払い全体では申請件数及び対象面積が減少しています。

平成28年産収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の支払実績については、28年度の兵庫県下の
米の実績が、28年産米の標準的収入額11万1,281円/10aに対し、28年産米の当年産収入額が10
万8,608円/10aとなり、米価は上昇したものの収入額が下回ったことから補てんが実施され、ま
た、小麦、六条大麦、はだか麦、大豆についても、同様で補てんが実施されました。

これらのことから兵庫県下の補てん
総額は0.75億円となりました。

なお、山田錦等醸造用玄米について
は、標準的収入額を上回ったことから
補てんは実施されませんでした。

10ａ当たり
予想収量

（1.7mm選別） 10ａ当たり
予想収量

10ａ当たり
平年収量 作況指数

① ② ③=①/②
kg kg kg

全　国 534 517 518 100
近　畿 511 499 496 101
兵庫県 502 491 489 100
県　南 501 490 489 100
県　北 501 492 493 100
淡　路 510 492 487 101

10月15日現在における予想収量

区分

農家が使用しているふるい目幅で選別
（近畿地域は1.80mm）

平成29年度経営所得安定対策等の申請状況（ポイント）

兵庫県
全体 畑作物の直接支払 水田活用の直接支払 米の直接支払(ゲタ対策)

申請件数 対象面積 申請件数 対象面積 申請件数 対象面積 申請件数 対象面積
(件) (ha) (件) (ha) (件) (ha) (件) (ha)

29年度 (A) 54,837 50,549 361 3,128 23,879 16,564 48,686 30,857
28年度 (B) 58,249 50,438 375 3,215 26,740 16,598 53,210 30,625
増減 (A-B) ▲ 3,412 111 ▲ 14 ▲ 87 ▲ 2,861 ▲ 33 ▲ 4,524 232

平成28年産ナラシ対策の支払実績（兵庫県）
加入件数(件） 支払件数(件） 補てん総額（億円）

全 国 106,991 57,063 178.65
兵庫県 1,109 860 0.75

近畿農政局兵庫県拠点では、メールマガジンの配信を行っています。
ご希望の方は、ホームページから必要事項を記入の上、お申し込み下さい。

詳細は http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/mail_magazine.html



兵庫県内で活躍している農業者や農業生産法人、企業等の活動を取り
上げ、「キラリ☆現場にて」として紹介させていただきます。

丹波市春日町で、少量多品目の露地野菜を栽培されている、
KOM’S FARM代表の小村香織さんと圃場長の晋さん夫妻にお話を
伺いました。

平成21年から就農活動を開始し、初めの４年間は、市民農園で
色々な種類の野菜を栽培し経験を積み、新規就農フェアを通じて
丹波市に魅力を感じ、本格的に夫婦で農業を行うために、平成26
年に丹波市に移住して来ました。

経営面積は1.1haで、地域の方々からの紹介で年々増加してお
り、旬を大切に、旬の野菜を栽培し、農薬・化学肥料不使用で栽培した野菜は、大阪・神戸市内
のマルシェや個人消費者への直接販売、飲食店等に出荷販売し、お客様との交流として圃場見学
を受け入れたり新規就農の相談も行っています。

また、丹波で女性が楽しく農業を続けるために、平成26年に若手女性農業グループ「丹歩々組
（たんぽぽぐみ）」を発足し、６名のメンバーと共にグループリーダーとして活動しています。

当初は、お互いの農業の話や悩みを相談することが中心でしたが、今では地域の女性農業士の
先輩のアドバイスを受けながら具体的な活動を
行うようになりました。

今年は販売をテーマにロゴマーク等を作成し
メンバーで知恵を出し合いながら学び合ってい
ます。

丹波市産野菜のブランド力の向上や、丹波市
に新規就農者や女性農業者の仲間を増やして行
くことが将来の夢と話されました。

丹（まごころ）の里･丹波市にIターン。旬野菜専門農家に！

瀬戸内海を望む赤穂市塩屋山で､みかん一筋50年！！

赤穂市塩屋山で｢興津｣｢宮川｣など早生種を中心に温州みかんを
栽培されている、ナガオファーム代表の長尾昭盛さん（65歳）に
お話を伺いました。

みかん園は塩屋山開拓事業に応募した父親が昭和38年頃に始め､
私は中学に上がる年の昭和40年に富山県から赤穂市に移り住み、
父親を手伝うようになりました。

現在、経営規模は1.3㏊で、基本的な労働力は私と妻ですが、摘
果と収穫の時期には10名程度のアルバイトにお願いしています。

赤穂のみかんは、日当たりが良い海側に開けた山の斜面という好条件で栽培しているので、酸
味と甘味のバランスが良く味が濃いと消費者、流通業者から高い評価をいただいています。

当農園でも高品質で美味しいみかんを生産するため、魚粕、カキ殻など有機質を主体とした肥
料を施用するとともに、果実の浮皮対策のためカルシウム材を散布しています。

果樹栽培は省力化できる部分が限られていますが、収穫物の運び出しのため、狭い斜面の作業
道でも使用できるキャタピラ付きの運搬車を導入しています。

販売は消費者の方が直接みかん園まで買いに来てくれるため
直売が大半ですが、JAの直売所やJAを通じて学校給食などにも
出荷しています。

赤穂みかんも他の作物と同じく、高齢化と後継者不足が課題
となっており、私が部会長を務める柑橘部会では、後継者問題
の解消や生産技術の向上のために、各地のみかん産地の視察も
行いながら、赤穂みかんという地域ブランドを守っていくとい
う意識を持って生産に取り組んでいるところです。



農政に関するご相談､事業や制度へのご意見･ご質問などがございましたら､お気軽に地方参事官
ホットラインまでお問い合わせ下さい｡また、広報誌に対するご意見等もお待ちしています。

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

TEL：078-331-5924 FAX：078-331-5177
2017.11

養父市の「能座集落」がむらづくりの優良事例に選賞されました

豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産祭むらづくり部門）は、農山漁村における「むらづ
くり」の優良事例の表彰を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を助長するとともに、地
域の連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資
することを目的として実施しています。

平成29年度の近畿ブロックにおける近畿農政局長賞に、「企業参入を受入れ、集落・企業・行
政が三位一体となってむらづくりを進めた中山間地・限界集落における新たなむらづくりの形」
として、兵庫県養父市の「能座（のうざ）集落」が選ばれました。

「能座集落」は、急傾斜の山間農業地域の水田地帯にあり、耕作放棄地解消のため、平成26年
度に国家戦略特区（中山間農業改革特区）を活用し、集落の総意として、県下三木市の建設業者
山陽Amnak（株）の参入を受け入れ､農業参入するために新会社（株）Amnakを設立しました。

能座集落４名が役員となって、集落と企業の調整役を図り、対象農地の選定に当たっての地元
調整、耕作準備作業（石拾い、草刈り、獣害柵の設置など）を参入企業と共同作業で行い、耕作
放棄地での酒米づくりを展開し放棄地を解消しています。

詳しくは http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/171018.html

「農の雇用事業」の事業参加者募集中！！

農林水産省では、農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、営農に必要な農業技術や経営ノウ
ハウ等を習得させるために実施する研修に対して支援を行う｢農の雇用事業｣を実施しています。

この度、事業実施主体である一般社団法人全国農業会議所（全国新規就農センター）において、
平成29年12月1日（金曜日）まで平成30年2月研修開始分の事業参加者を募集中です。

募集要領、申請様式等は、全国新規就農相談センター等で入手できます。

詳しくは http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/

高病原性鳥インフルエンザの発生防止の取り組みをお願いします
・平成28年は、全国の9道府県で12事例の高病原性鳥インフルエンザが発生し、検証の結果、

発生農場では防鳥網の破損等が確認されています。
・平成29年は、既に島根県で死亡した野鳥からウィルスが検出されています。

高病原性鳥インフルエンザ・ウイルスの侵入防止のための主なポイント
（1）人・車輌等の農場や鶏舎内の出入り時の消毒、鶏舎内外の整理・整頓・清掃
（2）野鳥・野生動物による侵入の防止のための防鳥ネットなどの使用
（3）飲用水・飼料の汚染防止のため、新鮮な水道水の使用や遊離塩素濃度の確認
（4）鶏舎内の環境整備や鶏への適正な飼料の給与など鶏の健康管理・取扱い
（5）鶏糞の適切な処理（発酵は、中心温度を70℃以上）等

詳細は http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/pdf/ai_eisei_check1.pdf

豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策を追加しました。

詳細は https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input


