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ゆづるは山系清流で育まれた野菜をお届けします！

社家営農組合

社家地区就農・定着応援プラン
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上田八幡神社

５．社家地区の観光

　当集落には上田八幡神社、覚住寺、七福神、歴史のある上田池があり、歴史のある地域となってい
ます。

３．気候

4.　地域農業の特徴

　年間平均気温は約16.3℃、年間降水量は約1,300㎜、日照時間1,760時間　冬は温暖で野菜栽培に
適した気候となっています。

　南あわじ市は水稲と野菜を組み合わせた三毛作農業を展開しており、淡路島たまねぎ、レタスは全
国的に有名でブランド化されています。当集落では水稲、レタス、はくさい、キャベツをメインに作
付けをしています。また、和牛の繁殖も行っています。

覚住寺

地区の概要

１．地区の位置

南あわじ市は兵庫県の南部の淡路島の南部にあり、社家地区は南あわじ市内の南東部に位置していま
す。

２．地区の人口

南あわじ市の人口46,513人のうち、社家地区には人口約80人が生活しています。（令和2年
8月）



社家地区ではこのような農業をしています！

社家地区農業の主要品目

　第１位「たまねぎ」

　甘い、柔らかい、辛みの少ない実
のしまった、特徴のある淡路島たま
ねぎ。島ならではのたまねぎ小屋に
て自然乾燥しています。

　ゆづるは山系清流によって作られた大産地から少し隔離されたような土地
（山間部）で、耐病性に強い土地柄です。長年にわたり栽培された農産物は全
ての品種において味よし・鮮度良し・減農薬栽培で栽培されています。

　第２位「レタス」

　第３位「はくさい」

　10月から5月までの間、定植・収穫
を行い、長期間出荷しています。

　淡路島で育つはくさいは、ビタミ
ンCやカルシウムなどの栄養たっぷ
り。大きく丸々として、甘みがあり
ます。



社家地区ではこのような農業をしています！

社家地区農業の主要品目

　第４位「水稲」

　ゆずるは山系の良質な水で作
られるコメは非常に美味で、給
水に制限がないために早いコメ
から遅いコメまで十分に作付け
できます。

　第５位「和牛の繁殖」

　美味しい神戸牛、松阪牛の素
牛となりうる子牛を育てていま
す。わずかな頭数からでも挑戦
できます。山間部なので、牛の
公害（におい等）の心配もあり
ません。

　第６位「果樹の生産、販売」

　従来より生産をしている農家
の跡を継いで、柿、ミカンの生
産、販売も副業で可能です。



「水稲」+「野菜」の複合経営

日

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

名 名 名

水稲
南あわじ市では、水稲で生計を立てるのではなく、夏場に水田に水を張ることで土壌消毒をして
秋冬野菜（たまねぎやレタス、はくさい）に備えます。

土づくり
水稲を終えると稲わらの切込みに石灰窒素をまぜて腐らせる。更に完熟たい肥を投入して土づくり
をします。

たまねぎ
健全な苗作り、品種の選定から収穫まで一貫して営農指導をさせて頂きます。
経験豊富な人が多数います。

9月 10月

臨時雇用労働者 2

６．主な所有農業施設、機械一覧

11月 12月

８．地域の営農を教えます！

常時従事者 2 雇用労働者 1

農機具用倉庫

農作業用倉庫

ビニールハウス

たまねぎ移植機

田植え機

トラクター

軽四輪トラック

たまねぎ掘取機

ハーベスター

コンバイン

作物名

水稲

たまねぎ

はくさい

レタス

社家地区の経営モデル

２．経営面積・・・

1月 2月 3月 4月 5月

３．年間営農スケジュール

１．営農類型・・・

180 a

6月 7月 8月

播種 定植 稲刈り

定植収穫 　播種

収穫 播種 定植

播種 定植 定植・収穫（繰り返し）定植・収穫（繰り返し） 収穫

万円４．農業所得 農業所得

日数 225 1800 時間労働時間

万円5101000 万円農業収入 経費 490

５．年間労働時間

７．経営の構成

動力噴霧器

マルチャー

ブームスプレイヤー



和田典之（30歳：令和4年9月5日現在）

2014年に長野県のトップリバー（農業生産法人）に就農し、

夏のレタス、キャベツを、静岡で冬のレタス、キャベツを研修。

３年目に農場長を経験し、卒業後淡路島に移住し、2017年に

南あわじ市神代社家集落で独立自営就農を開始しました。

◆ 1.4ha

◆ 1.0ha

◆ 30a

◆ 10a

社家集落での農業の強み①

社家集落での農業の強み②

社家集落での農業の強み③

　長野県で独立支援をしている農業生産法人で3年間研修した経験を活かして独立をサ
ポートできます。主にはパソコンで作付けから収穫まで、記録、計画を細かく作ることに
よって、天候や市況に左右される農業をできるだけ安定させ、しっかりとした目標をもっ
て農業をして欲しいと思います。

　自分も島外から1から農業をスタートしましたので、新規就農の不安や悩みだけでな
く、南あわじでの生活や暮らしも相談に乗れると思っています。

社家集落　親方（雇用先）先輩農家の紹介

レタス

たまねぎ

白菜

トウモロコシ

　社家集落で独立することの強みは、地域の人柄だと思います。
　南あわじという、農業の盛んな産地で、独立するのは競争も大きくデメリットもありま
すが、ここ社家集落では新規就農者でも温かく見守ってくれるので穏やかでストレスのな
い農業をスタートすることができます。



※ 温暖な気候の淡路島なので１年中、農業ができます。（農閑期は８月９月11月３月です。）

１年目

２年目

３年目

４年目～６年目

　レタス、たまねぎの播種、定植作業がメインで作業終わりの記録の付け方も指導します。
　また、地域住民との関わり方、大型特殊の取得もサポートします。

　独立支援計画は長野県の農業生産法人と同じ研修計画を採用し、雇用は社会保険、労
働保険完備でボーナスも支給し、できるだけ不安なく農業をスタートしてもらいたいで
す。

神代社家独立支援計画

８月

９月

５月

６月

７月

 たまねぎ苗床準備、レタス播種

 レタス・白菜播種、土づくり定植

 土づくり、マルチ、定植、たまねぎ播種

 レタス収穫

 レタス・白菜収穫、トンネル、たまねぎ定植

 レタス収穫、播種

　機械操作、肥料配合、畑作りなどの技術を実践で覚えていきます。目の前の作業に没頭して
いた１年目から、農場マネジメントができる楽しさを感じられます。

　独立後をイメージしながら、農業経営全般に必要な知識やスキルなどを本格的な農場経営の
実践から学んでいきます。

　◆ 農作物の出荷計画の立案
　◆ 年間作業計画
　◆ 部下・パートタイマー・アルバイトの労務管理・採用面接対応
　◆ 損益計算書（PL）の作成や管理
　◆ 栽培品種・肥料・農薬の選定など
　◆ 新農地取得時の、役場・地主など関係者とのやり取り全般

　農場長として農場経営をマネジメントする傍ら、独立に向けての準備も進めていきます。

　◆ 就農計画づくり
　◆ 認定農業者手続き
　◆ 政策金融公庫などからの資金繰り準備
　◆ 土地・機械探し

 レタス収穫、定植

 レタス収穫、栽培管理

 レタス収穫、栽培管理

 レタス収穫、後片付け

 たまねぎ収穫、後片付け

 たまねぎ出荷作業

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

年間カレンダー



・

・

・

・

・

家庭用ゴミの取扱い

社家地区での生活面でのお知らせ

住居

社家地区では現在、使用可能な空き家がありません。お住まいは、八木立石な
ど近隣のアパートを借りることをお勧めします。

地区入り

社家地区で農業するためには自治会に入会する必要があります。地区費は無料
です。雇用就農期間は自治会に入会する必要はありません。

祭りの写真 祭りの写真

草刈りの写真 水路掃除の写真

家庭用ゴミはすべて公会堂横のゴミステーションで処理できます。ごみ処理の
方法はごみカレンダーに従ってください。

お祭り

春祭りがあります。毎年４月から地区の公会堂でだんじり唄の練習がありま
す。本格的に地区の一員になると祭礼団に所属することができます。

水路の清掃活動や草刈り

全島一斉清掃が毎年７月と１１月にあります。その他、地区全体で草刈りや水
路清掃があります。地区の農業にかかわるものがほとんど参加します。雇用期
間中でも参加が必要です。（日当は支払います。）



役割分担

・ 雇用就農情報の提供

・ 農業体験サポート

・ 農地確保のサポート

・ 販売先のサポート

・ 農業体験サポート

・ 技術指導

・ 農地確保のサポート

・ 雇用先

・ 地区の溶け込み支援（行事への参加案内等）

・ 農業支援制度、移住定住制度の情報提供、調整

・ 応援チームのフォローアップ

・ 技術指導

・ 農業支援制度（県）の情報提供、調整

南あわじ市

南淡路農業改良普及センター

歴史あるこの地域をあなたと共に未来まで

地域の皆さんの集合写真
【人・農地プラン検討委員会等でも可】

社家営農組合
人・農地プラン検討委員会

社家自治会

山口農園・岸本農園・三好農園

親方（先輩）農家　和田典之

【お問合せ】

南あわじ市役所 農林振興課 ☎ 0799-43-5223


