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 １ 地域水田農業の基本的な方向 

（１）地域農業の特性（現状と課題） 

本町は、平成１７年１１月７日、旧神崎町と旧大河内町が合併して発足。兵庫県のほぼ中 

央部、神崎郡の北部に位置し、中国山脈南のふもと四囲を山々に囲まれ、山林が町の総面積 

の約８７％を占める中山間農山村である。 

農業特性については、町全域において水稲が基幹作物であり、山間を流れる河川の清流と

日中の寒暖の温度差に恵まれ、食味のよい米を生産している。平成 29 年度までは、米の生産

調整対応として、水田が広がる町の中・南部地域では集落営農組合による土地利用型農業を

推進、転作作物としては麦作を中心に後作として小豆や大豆の栽培を行っている。山に挟ま

れ平地部が少なく気象条件からも土地利用型作物の栽培に適さない町の北部地域では、一部

景観作物及び調整水田により生産調整対応を行っている。 

本町の農業構造については、恒常的勤務による安定兼業農家が増加したが、最近、一層の

兼業及び離農の深化によって土地利用型農業を中心として農業の担い手不足が深刻化してい

る。またこうした中で、農地の資産的保有傾向が強く、安定兼業農家から規模拡大志向農家

への農地の流動化はこれまで顕著な進展をみないまま推移してきたが、兼業農家の高齢化が

進み、また、農地中間管理事業の実施により、機械更新時や世代交代等を機に急速に農地の

流動化が進んでいます。 

農業経営は、播磨工業地帯に通勤可能な位置関係から兼業収入による生活確保が容易であ

るため第２種兼業農家がほとんどである。農家１戸当りの平均経営面積は４５a と零細、高

齢化が進み、後継者のいない農家も多く今後の農地保全に大きな不安を抱えている。 

従って、集落営農組織、認定農業者及び農業法人の新規参入等担い手農家の育成が当町の

農業振興を図る上で必要不可欠の課題となっている。また、集落営農組合についても主たる

作業従事者やオペレーターの確保に苦慮している現状でこれらの問題解決が急務となってい

る。 

 

（２）作物振興及び水田利用の将来方向 

平成 30 年度から国の米政策の見直しが進められ、米の生産調整、米の直接支払交付金の廃

止など大きく変わろうとしています。その中、本町の一番の適地適作作物は、基幹作物の水

稲であり、引き続き売れる米作りを推進していきます。更に、近年は、消費者ニーズに対応

し、減農薬栽培による一層安全でおいしい米づくりを追求しブランド化を目指す必要がある。  

また、特色ある米づくりとして町の北部地域においては、河川の上流地域の独自性を生か

した米作りを行いながら、集荷団体等と連携を図りながら、販売先の確保に努める。特に山

間地域においては、離農や後継者不足による不作付地が増加してきている現状から、農地を

守るために、一番生産しやすい水稲栽培を推進していきます。更に町の中南部地域において

は、これまでと同様に、担い手や集落営農組織を中心にブロックローテーション（水稲、麦、

大豆、小豆ほか、2 年 3 作）により、ほ場の高度利用、低コスト・省力化技術を導入し、神

河産米の販売力向上を図りながら土地利用型農業を推進していく。 

次に、転作作物としては、小豆についてはこれまでの取組により出荷量、品質ともに向上

してきたが、収益性の確保と水田利用の高度化を図る地域特産物として、引き続き、生産振



  

興を推進する。更に、飼料用作物（飼料用米、WCS）の作付けを推進するとともに、堆肥の

利用等耕畜連携事業の拡大を図る。 

また、従来から振興を図ってきた山椒、自然薯などの地域特産物の拡大をさらに進める。

併せて出荷用野菜の作付けを推進し、計画的にイベントや観光に訪れる入込み客に対し道の

駅や直売所を通じて販売することで生産者の営農意欲を高める。 

次に、新たな高収益作物や産地化の取り組みについては、JA 兵庫西のたまねぎ、アグリイ

ノベーション神河のにんにく等、適地適作作物を模索しながら、地域特産品の開発に取り組

みます。 

次に、条件不利農地の対策については、「農地を守ることは、地域を守ること」を念頭に

置き、ほ場整備未実施地域、山際の条件不利農地については、景観作物や獣害にあわない作

物等試験栽培を行いながら、農地や地域環境の保全方法を確立する。 

また、中山間直接支払対象地域においては、長い法面のほ場が多くあり、畦畔管理が一番 

  の課題であり、芝生の植生により雑草を抑制する実証試験を行いながら、畦畔管理費用の軽          

減方法を確立していかなくてはならない。 

 

（３）担い手の明確化と育成及び将来方向 

水田の有する多面的機能の保全にもつながる水田農業経営の確立に向け、集落段階での合

意形成を図りながら担い手の育成を推進していく。また、人・農地プランの作成を推進し、

地域内での担い手（中心となる経営体：認定農業者、集落営農組織、大規模農家等）を明確

化し、その担い手への農地の利用集積を促し、飯米農家等の米生産を確保しつつ、さらに集

落再編によりブロックローテーションの大規模化を図り、米づくりを含めた集団営農を維

持・発展させる。 

まず、経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ対策）に加入した集落営農組織の法人化に向けて

は、他産業従事者並の労働時間・農業所得が確保でき、地域における農業生産の相当部分を

担うよう、農地の利用集積、経営・生産技術指導、経営コスト低減支援策等を実施する。  

一方、集落営農としての組織化ができていない地域、地域農業を主体的に担おうとする農

業者の不足する地域においては、広域化による集落営農組織の立ち上げにより水田農業を推

進していく。そのため、それぞれの地域の農業生産状況、農家の現状等を把握し、必要に応

じて集落座談会やアンケート調査を実施して、合意形成が行えるよう支援していく。 

認定農業者は効率的かつ安定的な農業経営体として、地域農業の中心的な担い手として位

置付ける。特に集落を単位として生産工程作業の大半を受託するなど集落営農に寄与した形

の経営体となり得るよう誘導していく。なお、経営を広げていく上で集落営農組織との競合

とならないよう関係者間での話し合いを十分に行う。 

また、新規就農希望者に関しては、国、県、町が一体となって、将来的に自立できるよう

指導・支援を行う。特に、今後は、若手や女性のオペレーターの育成が必要である。そのた

めには、先進地での育成状況等を検討しながら、神河町の風土にあった育成方法を確立して

いかなければならない。 

これらの担い手に対して、その経営を安定化させ、効率的経営が可能となる経営規模目標

を実現するため、農業委員会（農業委員・農地利用最適化推進委員）と連携し、また農地中



  

間管理事業を活用しながら、規模縮小農家等からの流動化候補農地の掘り起こし及び担い手

への結びつけ活動による利用権の設定あるいは、農作業の受委託により、農地の利用集積を

行う。 

 

農業産出額                         （単位：1,000 万円） 

農業産出額 
種別 

計 米 豆類 野菜 その他 

    69 69 38 18 8 5 

参考：近隣市町の農業算出額 

市川町 福崎町 多可町 宍粟市 朝来市 

95 68 215 237 416 

 

  ①農業産出額（経営体当り）                 （単位：1,000 万円） 

神河町 市川町 福崎町 多可町 宍粟市 朝来市 

0.14 0.23 0.14 0.21 0.16 0.34 

［資料：2015 RESAS（地域分析システム）調べ］ 

  ②農家数の推移 

項目 
実 数 増減率 

H27/H17 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

販売農家数 750 783 476 63.5 

販
売
農
家 

専業農家 106 104 81 76.4 

第 1 種兼業農家 23 14 31 134.8 

第 2 種兼業農家 621 665 358 57.6 

［資料：農林業センサス調べ］ 

  ③平成 29 年度農家数 

農家区分 農家数 備考 

全農家数 1,821  

農業経営を行っている農家 1,178  

 認定農業

者 

認定農業者（個人）   4  

認定農業者（法人）    7 6 法人は集落営農組織 

集落営農 

組織 

経営所得安定対策（ゲタ・

ナラシ）加入組織 
  9 

法人化を目指す。 

その他の組織    7  

一般農家 人・農地プラン中心経営体   10  

その他の農家 1,141  

 農業経営を行っていない農家  643  

［資料：平成 30 年 3 月 30 日現在 水田農業システム調べ］ 

 



  

 

  ④水稲品種別作付面積                 単位：ha 

水稲品種 
作付面積 

備考 
平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

コシヒカリ 305.5 301.7 305.9  

キヌヒカリ 15.8 13.1 14.8  

山田錦 9.4 13.9 4.8  

ハリマモチ 3.2 3.7 4.8  

その他のうるち 8.9 8.3 9.3  

小 計 342.8 340.7 339.6  

 

飼料用米 0.3 8.9 5.8 転作扱い 

WCS 0.0 2.2 2.3  〃 

米粉用米 0.6 0.0 0.0  〃 

枠外酒造好適米 4.0 0.0 0.0  〃 

小 計 4.9 11.1 8.1  

 

水稲合計 347.7 351.8 340.8  

 

  ⑤転作作物等作付面積                 単位：ha 

種別 
作付面積 

備考 
平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

小麦 167.6 160.1 155.4  

白大豆 15.7 14.6 13.2  

黒大豆 3.6 3.2 1.9  

そば 1.9 1.8 1.8  

小豆 141.9 141.7 137.3  

れんげ 2.8 0.6 0.0  

その他野菜 65.3 64.5 67.8  

保全管理 30.4 34.6 38.4  

合 計 429.2 421.1 415.8  

［資料：水田農業システム調べ］       

 

 

 

 

 

 



  

２ 具体的な方針と対策 

 

（１）平成 30 年産以降の水稲の作付けについて 

    平成 30 年産から始まる米政策の見直しにより、生産数量目標の配分が廃止され、今後は、

生産者自らの経営判断に委ねられることになります。そこで兵庫県農業活性化協議会が、

生産現場が混乱することなく需要に応じた生産が推進されるよう、作付判断の参考となる

生産目安を算定し、情報提供が行われます。しかしながら、神河町としては、町全体の生

産目安として情報提供は行いますが、昨年までの生産数量目標のように集落ごとに配分は

行わないこととします。理由は、多くの米生産者は自家消費用であること。次に販売をお

こなう場合であっても神河町産米については販売力がよく、十分需要が見込まれるため、

集落ごとに目安を算定して現場に混乱を招くよりも、提示せず神河町で一番生産しやすい

水稲の作付を推進し、農地の保全と農業所得の向上が期待できます。ただ、生産者が適切

な作付をおこなうための国や県からの情報については今後も提供していくこととします。 

 

（２）振興作物について 

    まずは、これまで振興作物として取り組んできた小豆については、多くの担い手の経営

の収入源となっていることから、高齢化、後継者不足が進む中、低コスト化、単位当たり

の収量の増加対策を図り、経営の安定を目指さなくてはならない。 

    次に、平成 28 年度から、JA 兵庫西管内において、たまねぎの産地化が進められていま

す。今後においても、作付面積及び生産者の拡大を更に進めていきます。 

    一方、地域創生により、アグリイノベーション神河が立ち上がり、にんにくの生産につ

いては、ある一定の収支の目途が立ち、作付面積の拡大はもとより、品質向上に努め、高

収益作物として推進していきます。 

 

（３）担い手対策について 

   ○集落営農組織の育成について 

    中山間地域では、個人で農業経営を行うことが困難な地域も多くあり、集落、地域で  

農地を守っていかなくてはならない。そのため、集落営農組織の育成対策を推進する。 

① 集落営農未組織集落については、農地を守るために組織化が必要であるので、人・農

地プランの話し合いなどを通じて、組織化を推進していく。また、組織化済の営農組

合については、オペレーターや作業員の高齢化が進み、後継者の育成が急務となって

いることから、大型特殊免許（農耕用）取得、経理事務、栽培技術等の研修について

支援していく。また、単独での経営が困難な場合は、広域連携も視野に入れ推進する。 

   ②水田経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ）に加入の営農組織については、組織強化、経営

の安定化、社会的地位の確立のため、引き続き、法人化を目指します。また、法人化済

の組織は、収益性を考慮しながら、農地の有効的な利用を検討し、農地・環境の保全を

行う。 

 

 



  

   ○新規就農者・女性農業者の育成について 

    専業的な農業経営を行う新規就農希望者については、集落営農組織や認定農業者等との

農地の集積区分を明確化し、農業経営が確立できるよう県・町が連携し、指導を行う。 

    さらに、青年就農者については、国の事業を活用しながら、農業経営基盤の強化の促進

に関する基本的な構想に添った形で推進する。 

    次に、現在、女性農業者については、認定農業者で家族協定を結ばれている方が 1 人で

すが、今後は、女性の農業者が働ける（集落営農組織のオペレーター等）環境整備を含め

て、検討していく。 

 

   ○農業法人等新規参入について 

    現在、町外から農業参入している法人は、0 であるが、農地法の改正に伴い農地の賃借

が簡素化され、農業経営を行いやすい状況にあります。今後は、神河町においても、企業

が農業経営を行うことが予想されますが、地域との連携、農道、水路の共同利用施設の維

持管理等について十分協議した上で、取り決められたことに対しては、遵守するよう指導

していく。 

 

（４）条件不利農地の対策について 

    ほ場整備未実施農地、山際の農地等条件不利農地については、不作付地から耕作放棄地

へ悪化し、その周辺環境の悪化も進み、地域全体としての取組が必要であります。そのた

め、農地の保全をするためにも、景観作物や比較的獣害にあわない作物を検討する。さら

に法面が非常に長いほ場については、畦畔の草刈が重労働であり、不作付地になる要因の

一つであり、その草刈作業の低減のため、試験的に芝生の植生を行い、中山間直接支払交

付金等の活用に誘導していく。 

 

（５）地産地消・地産他消について 

    安全・安心・新鮮といった消費者ニーズが強まる中、「地産地消」への関心が高まって

きている。しかし、現在は、出荷用野菜としての栽培面積も少なく、生産者についても高

齢者が多く、出荷量の増加にはつながっていないのが現状である。 

    そこで、食育や農業への理解を深めるため、学校給食用食材の使用量の増加を図らなけ

ればなりません。また、「道の駅 銀の馬車道・神河」が平成 29 年 11 月、峰山高原リゾー

トホワイトピークが 12 月に完成し、神河町に訪れる観光客も増えてきていることから、野

菜の講習会等を通じ、出荷者の育成、生産面積の拡大を図る必要がある。また、食の安全

安心への取組として、「兵庫県認証食品」、「ひょうご安心ブランド」として認証を受け、

生産・出荷できるような取り組みも必要である。 

 

（６）鳥獣害対策について 

    シカについては、町内各集落で防護柵が整備され、捕獲も進み、以前よりは被害も少な

くなってきていますが、近年は、イノシシ被害が増大している現状から、引き続き、捕獲

活動を推進していきます。 



  

    防護柵については、新設の要望より、補修の要望が多く、多面的機能支払交付金で対応

をお願いしているところですが、今後イノシシによる被害防止のため、イノシシ対策用の

防護柵、電気柵等の設置に対する支援も検討していきます。 

    次に、サル対策ですが、現在、A 群 68 頭、B 群 87 頭、C 群 109 頭が生息しています。 

   対策としては、サル監視員による監視、捕獲、各地区での轟音玉による追い払い、サル捕

獲檻による捕獲で対応をしています。A 群については、新野地区からさらに南の市川町美

佐地区に出没するようになり、活動範囲が広範囲になっています。さらに、サルが、人間

に慣れ、子ども、女性に対しては、逃げなくなってきています。住民を守る意味で、今後

も監視、捕獲を続け、集落においても追い払いにご協力をお願いし、被害の低減に努めて

いきたいと考えています。 

    次に、猟友会については、高齢化が進み、会員の減少が懸念されています。鳥獣の捕獲

に関しては、猟友会に委ねることとなるので、狩猟免許（わな、銃器）の取得等の支援な

ど、後継者の育成を行います。 

 

（７）環境保全型農業について 

    農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通

じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業を推進します。

具体的には、化学肥料・化学合成農薬を原則 5 割以上低減する取組（緑肥作付、堆肥の施

用、有機農業）と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に

支援します。 

    次に、地球環境の保全と食の安全が叫ばれる今、農薬や化学肥料に頼る農業ではなく、

土を肥沃にして自然と共存することで、地球環境の保全にも貢献する「循環型農業」を推

進します。 

 

（８）六次産業化について 

    この地域では基幹作物である水稲（コシヒカリ）の生産を中心に、米の生産調整対応と

して、土地利用型農業を推進、転作作物としては麦作を中心に、後作として小豆、大豆、

そばの栽培を行ってきた。しかし、近年販売価格の下落等により、収益が上がらない状況

である。今後は、今までの主食用米等の販売に頼るのではなく、町内で生産される資源を

有効利用し、生産から加工・販売までを一貫して行なう六次産業化を目指し、低コスト・

省力化技術を導入し、雇用の拡大、販売力の向上を図ります。また、直売所の施設整備、

インターネット販売等を視野に入れた経営の多角化を図り、農業経営の改善を図っていき

ます。 

 

 

 

 

 

 



  

３ 地域水田農業ビジョン実現のための手段 

 

（１）経営所得安定対策について 

   ・ナラシ対策（米・畑作物の収入減少影響緩和対策） 

          対象作物：米、麦、大豆 

          対象者 ：認定農業者、集落営農、認定新規就農者 

   ・ゲタ対策 （畑作物の直接支払交付金）※営農継続支払含む 

          対象作物：麦、大豆、そば、なたね 

          対象者 ：認定農業者、集落営農、認定新規就農者 

   ・水田活用の直接支払交付金 

        戦略作物助成 対象作物：麦、大豆、飼料作物、WCS、飼料用米、米粉用米 

               対象者 ：販売農家 

        産地交付金  対象作物：麦、大豆、小豆、耕畜連携、出荷用野菜 

               対象者 ：販売農家 

 

（２）収入保険制度について（平成 31 年度から） 

   品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入

減少を補填する。 

          対象者 ：青色申告を行っている農業者 

                ※収入保険制度に加入の場合は、農業共済、収入減少影響 

緩和対策に加入は出来ません。 

 

（３）農業用施設等整備支援事業について 

   ①経営体育成支援事業（国） 

       事業概要  対象者 ：人・農地プラン中心経営体 

             対象施設：農業用機械・施設等 

             補助率 ：1/3（上限 300 万円） 

 

② 法人化・高度化促進整備事業（県） 

       事業概要  対象者 ：人・農地プラン中心経営体 

             対象施設：農業用機械・施設等 

             補助率 ：1/3（上限 法人化 300 万円  組織化 250 万円） 

 

   ③神河町農業用機械施設整備支援事業（町） 

       事業概要  対象者 ：認定農業者、人・農地プラン中心経営体、集落営農組織 

             対象施設：農業用機械・施設等 

             補助率 ：新規 30％  更新 15％ 

 

 



  

（４）担い手対策について 

   ① 農業人材力強化総合支援事業（国） 

       事業概要  対象者    ：45 歳未満の認定新規就農者 

              独立・自営であること 

             交付金額   ：年間最大 150 万円 

       

② 神河町農林業後継者育成支援事業 

   事業概要  事業実施主体 ：認定農業者、人・農地プラン中心経営体、 

集落営農組織、猟友会、生産森林組合等 

対象者       ：年齢 65 歳未満の農業者 

                     研修終了後又は資格取得後は、地域農林業及び 

                     団体等の維持発展のため、意欲的に活動すること                

                     が確実な農林業者 

             補助率    ：10/10（上限 狩猟免許取得 10 万円  

その他 5 万円） 

③ 農業経営法人化等支援事業（国） 

       事業概要  対象組織   ：集落営農の法人化 

                     営農の組織化 

             補助金    ：法人化・・・40 万円、組織化・・・20 万円 

           

（５）条件不利農地対策について 

   ①平成 30 年度は、試験的に景観作物、条件不利地に適合した作物を作付けし、今後は、 

    支援制度を検討する。 

 

（６）鳥獣害対策事業について 

   ① 侵入防止柵等の被害防止柵（国） 

             事業実施主体 ：鳥獣被害防止対策協議会 

             対象施設   ：侵入防止柵、電気柵、捕獲檻 

             補助率    ：定額（自己施行する場合の資材担当分） 

② 有害鳥獣捕獲事業 

          事業実施主体 ：猟友会 

             対象施設   ：シカ、イノシシ、サルほか 

             補助率    ：定額 

③ 町単独事業   対象施設   ：侵入防止柵修繕、国の対象外地域の新設（検討中）  

 

 

 

 

 



  

（７）環境保全型農業について 

   ①環境保全型農業 

             対象者    ：国際水準 GAP に取り組む農業者 

                     （GAP 取得は、求めない） 

             補助金    ：カバークロップ（緑肥）の作付け 8,000 円/10a 

                    ：堆肥の施用 4,400 円/10a 

                    ：有機農業 8,000 円/10a 

                    ：特認取組（中干し延期）3,000 円/10a 

                     （同一ほ場、一つの取組）  

 

（８）六次産業化対策について 

   ①六次産業化サポート事業（国） 

②かみかわブランド開発支援事業 

 

 

４ 神河町地域農業再生協議会と連携する組織 

 

 組 織 名 連 絡 先 備 考 

1 近畿農政局 兵庫支局 078-331-9951  

2 姫路農林水産振興事務所 農政振興課 079-281-9285  

3 姫路農業改良普及センター 079-281-9338  

4 JA 兵庫西 0790-32-2079  

5 神河町 0790-34-0001  

6 神河町農業委員会 0790-34-0960 農林業係 

7 神河町地域農業担い手協議会 0790-34-0960 農林業係 

8 神河町鳥獣被害防止対策協議会 0790-34-0960 農林業係 

9 神崎猟友会   

10 大河内猟友会   

11 アグリイノベーション神河 ㈱ 0790-32-0850  

12 道の駅 「銀の馬車道・神河」 0790-32-2837  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神河町地域農業再生協議会 

      神河町 地域振興課内 

      TEL 0790-34-0960 FAX 0790-34-0691 

  



  

 


