但馬

但馬 県 民 局 か ら の お 知 らせ

ホームページ 但馬県民局

豊岡総合庁舎

豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町
但馬版の
問い合わせは

0796(23)1001（代表）

困ったとき、まずは［さわやか県民相談］へ

但馬県民局総務企画室総務防災課へ
〒６６８‐0025 豊岡市幸町7‐11

な や み ゼロ

0120(31)7830（携帯電話からは代表番号へ）

0796(26)3616 0796(24)3211

【受付】平日（祝日等を除く）9時〜17時30分

但馬で就農する人を応援します
但馬県民局では、市町や農業協同組合と連携し、就農希望者に対して相談や就農計画の作成への支援、
就農後の経営安定に向けたさまざまなフォローアップ等で、新規就農者を応援しています。

活躍する若手農業者たち
グループ
で販路を
開拓

念願の
“自分の牛”
を育てて

栽培も
加工・
販売も

豊岡オーガニックワークス

南谷雄大さん 、里衣さん夫妻

野菜や果樹を生産している新規就農者 4 人で｢豊岡
オーガニックワークス｣を結成しました。新規就農者で
もグループで取り組むことで出荷量を確保できるた
め、現在、有機JAS認証されたニンジンを大手スーパー
や学校給食へ共同で販売しています。規格外のニンジ
ンはジュースに加工（加工業者に委託）
・販売し、所得
確保にもつなげています。令和 3 年は仲間が2 人増え、
現在の20㌧から50㌧の生産を目指します。

平成 30 年に愛知県から朝来市に移り住み、ブドウの
栽培を始めました。現在、ハウスと露地で 30 品種のブ
ドウを栽培しています。直売だけでなく、加工・販売に
も取り組みたいという思いから、8月に夜久野高原にカ
フェをオープンし、ブドウジュースやブドウを使ったス
イーツ等の販売を開始しました。今後も食べた人が笑
顔になるような、甘くておいしいブドウを届けることが
できるよう頑張ります。

有機ニンジン生産者グループ・豊岡市

佃みのりさん

ブドウ栽培・朝来市

但馬牛繁殖牛を飼育・香美町

西脇市出身ですが、
動物が好きで農業高校・農業大学校
で学んだ後、
「自分で但馬牛を飼いたい」
と思い、
農業大学
校の派遣実習でお世話になった香美町の㈱森脇畜産に就
職しました。
昨年9月の但馬家畜市場で初めて自分の子牛
を購入し、
森脇畜産の従業員として働きながら、
牛舎の一
部を借りて自分の牛を育てており、
今年11月に初めて子牛
が生まれます。
将来は独立して自分の牛舎を建て、
徐々に
牛を増やして、
のんびりと牛飼いを続けることが目標です。

但馬の新規就農、
どんな雰囲気？

新規就農サポート情報
豊岡農業スクール

就農研修者への補助制度

豊岡市は、
市内で就農を目指す人を

養父・朝来市は、市内で新たに農業経

対象に、
市内の先進農業者を研修

営を開始するため、両市内で営農する

先とし、
生産技術と経営能力を習得

親方農家の下で就農研修に取り組む人

するスクールを開校しています。
研

を支援します。
｢養父市新規就農希望者

修生には給付金の支給や家賃補助

研修支援交付金｣｢朝来市新規就農希

があります。

望者研修費補助金｣として助成します。

※家賃補助は転入者に限る
豊岡市農林水産課

0796
（23）
1127
0796
（24）
7801

養父市農林振興課

079（664）0284 079（664）2528
朝来市農林振興課
079（672）2774 079(672)3220

香美町で
梨農家を目指しませんか
香美町では、梨農家を目指す人に

対し、
梨農家での1週間程度の農作

業体験をマッチングします。また、
就農を希望する人には、今後空き
園となる予定の農地を借りられるよ
う支援します。
香美町農林水産課

11月23日㊋㊗に屋外ア
イススケートリンクが
オープンします。当日利
用者にリンク利用優待
券を進呈 11月23日㊋㊗〜令和4年3月6日
㊐10時〜19時 県立円山川公苑 大人500
円、70歳以上・中学生以下250円※貸しス
（28）
3085
ケート靴500円 同苑 0796
0796
（28）
3087 兵庫県立円山川公苑

新温泉農業改良普及センター
0796
（82）
1161 0796
（82）
1173

第56回但馬歴史講演会の開催

「足利氏と但馬国」と題して、東京大学大学
院研究員の谷口雄太さんを迎えて講演会を
設内の里山を散策し、リースなどを作りま
開催します 12月11日㊏13時30分〜15
時20分 但馬文教府ふるさと交流館 100
す 12月4日㊏9時30分〜12時 県立南
12月8日㊌までにホー
但馬自然学校 20人（先着） 100円（保
人（先着） 無料
11月上旬から募集を開始予定。 ムページの申し込みフォームから、または
険料）
所定の申込書を郵送、ファクス、Eメール
所定の参加申込書を持参、郵送、ファクス、
で同校〒669-5134 朝来市山東町迫間字
Ｅメールで同施設〒668-0056 豊岡市妙楽
原189へ 079（676）4731 079（676） 寺41-1へ 0796（22）4407 0796（23）
4008 Mtajimashizen@pref.hyogo.lg.jp
0998 tajimabunkyou@hyogo-ikigai.
南但馬自然学校
or.jp

但馬地域では近年、
他の地域から
新規就農を果たした若者が
増え
ています。
自ら農地を借りて米や
野菜等を生産・販売する
人、
また
農業法人に雇用されて従業
員とし
て働く人等さまざまです。
農業を始めるに当たり、栽培
や販
売のことなど悩みや不安なこ
ともあ
ると思いますが、先輩農業
者の指
導や助言を受けながら、
若者同士
の仲間づくりやSNSを駆使
した情
報発信が盛んに行われてい
ます。

但馬ファンクラブの会員募集

年会費1,000円で、但馬地域の温泉、宿泊
施設、飲食店、レジャー施設など200以上
の施設で料金の割引等が受けられる会員
パスポートを発行します。また、但馬の旬
の 情 報 を 年 3 回 届 け ま す 。会 員 限 定 の 特
産品プレゼント企画や、美術館・博物館の
無料招待もあります （公財）但馬ふるさ
と づ く り 協 会 0 7 9 6（ 2 4 ）
2247 0796（24）1613
但馬ファンクラブ

ジェイコムウエスト

0
7
0
︵
3
8
2
1
︶
0
2
8
0
ま
で

豊岡農業改良普及センター
0796
（26）
3708 0796
（24）
8163

朝来農業改良普及センター
079
（672）
6890 079
（672）
6899

0796（36）0846
0796（36）3809

県立南但馬自然学校大人の自然教室
県立円山川公苑「屋外アイスス 「つる植物で遊ぶ」参加者募集
ケートリンク」
オープン
講師の案内で、つる植物を観察しながら施

最寄りの農業改良普及センターで
就農や営農の相談をしたり、
指導を受けたりできます。
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兵庫県広報戦略課

078
（362）
3019

078
（362）
3903

兵庫県庁 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

https://web.pref.hyogo.lg.jp/

078
（341）
7711㈹

今月号およびバックナンバーは
県ホームページでご覧いただけます。

県民だよりひょうご

再生紙使用

