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岩美町

産業建設
課農林係

0857‐73‐
1562

http://ww
w.iwami.gr.j
p/

8住宅家賃助成事業

　認定就農者。

ただし、就農開始から5年を経過して
いないこと。

　事業主体が借受けた民間住宅の
家賃月額に借受月数を乗じて得た
額。

ただし、家賃月額は54,000円／月を
上限とする。

【補助率】１／２

定め無 定め無

産業建設
課農林係

0857‐73‐
1562

http://ww
w.iwami.gr.j
p/

7

鳥取県

鳥取市

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

８．住宅
取得支援

農地賃借料助成事業

　青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法
（平成7年法律第2号）第4条に規定
する就農計画の認定を受けた者（以
下「認定就農者」という。）又は認定
就農者が代表であり、かつ、代表者
の農作業への従事が主である農業
法人。

ただし、就農開始から5年を経過して
いないこと。

事業主体が賃借権を設定して借り
入れた農地（水田、畑地、果樹園
等）の賃借料に当該農地面積を乗じ
た額。

ただし、農地の賃借料は、田につい
ては岩美町農業委員会が公表する
農地賃借料情報による賃借料水準
を、その他の地目については田の３
／１０を上限とする。

【補助率】１０／１０

定め無 定め無

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

８．住宅
取得支援

新規就農者住居家賃助成事業

以下の条件を全て満たす者
・とっとり農業体験事業を終了し市
内に就農する者
・青年等就農計画の認定を受けた
者

概要：鳥取市に新たに就農し定住す
る目的で住宅を賃借する者に対し、
家賃の一部を2年間助成
補助率：住居家賃の1/2（上限27千
円/月）

－ －

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

　４．営農
費用助成

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

２．研修
制度

６．研修
受入農家
に対する

助成

就農準備金支給事業

以下の条件を全て満たす者
・とっとり農業体験事業を終了し、又
は終了予定の者
・本補助金の交付を受けてから３年
以上本市に居住し、営農を継続する
ことが見込まれる者
・青年等就農計画の認定を受けた
者

概要：就農時に就農準備金を支給
助成額：200千円

－ －

とっとり農業体験事業

以下の条件を全て満たす研修生
・満18歳から概ね40歳までの者
・研修終了後3年以上鳥取市に居住
し営農する者

研修期間：2年間
①滞在経費助成
　概要：研修生の滞在に要する経費
を助成
　補助金の額：1人当たり100千円/
月
　同伴家族1人につき30千円/月上
乗せ（最大2人分）
（市内に生活基盤のある者（独身者
で農業体験受入先へ生活基盤を移
すものを除く。）は、50千円/月とし、
同伴家族の上乗せも行わない）
②家賃助成
　概要：研修生が滞在期間中、居住
の用に供する建物の家賃を助成
　助成額：50千円/月（上限）
③受入助成
　概要：研修生の受入先に対し、受
入に要する経費を助成
　助成額：1年目　50千円/月　　2年
目　25千円/月

12月上旬
締切（3/1
から研修
開始）

3人／年

新規就農者等住宅修繕費助成事業

以下の条件を全て満たす者
・とっとり農業体験事業を終了し市
内に就農する者
・青年等就農計画の認定を受けた
者

概要：鳥取市に新たに就農し定住す
る目的で住宅を取得、または賃借す
る者に対し、その住宅の修繕費を補
助
補助率：対象経費の10/10（上限500
千円）

－ －

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

７．農地
取得支援

就農アドバイザー制度
以下の条件を全て満たす者
・とっとり農業体験事業を終了し市
内に就農する者

概要：研修２年目から就農２年目の
３年間、研修生毎にアドバイザーを
配置し、アドバイザーに指導謝金
（30千円/月）を支給

－ －

農地賃借料助成事業

以下の条件を全て満たす者
・市内に居住し就農する者
・青年等就農計画の認定を受けた
者

概要：3年以上利用権設定した農地
の賃借料を就農から5年間補助

－ －

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室

0857-20-
3239

http://ww
w.city.totto
ri.lg.jp/www
/contents/
117809080
0171/index
.html

　９．その
他

農林水産
部農業振
興課
生産流通
振興室
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

琴浦町

農業後継者育成対策結婚祝報奨金

(1)町内に住所を有し、住民基本台
帳に登録されている者で、農業後継
者として専業で農業を営むことので
きる者
(2)おおむね40歳未満で、当該年度
に結婚した者

報奨金10万円を交付する。 随時 -
農林水産
課

0858-55-
7802

http://ww
w.town.kot
oura.tottori
.jp/

9

2

新規就農者定住促進交付金

(1)町内に住所を有し、住民基本台
帳に登録されている者
(2)おおむね40歳未満の新規参入者
又は農業後継者で、おおむね1年以
上農業に従事している者
(3)就農後、町内に引き続き生活の
本拠を置き、専業で農業に従事し定
住する者

一人あたり年額10万円、3箇年を限
度として交付する。ただし、交付決定
は同一人に対し1回限りとする。

随時 -
農林水産
課

0858-55-
7802

http://ww
w.town.kot
oura.tottori
.jp/

9

9

八頭町 八頭町農地賃借料助成事業費補助金

事業対象者は、農業に専従し、将来
農業経営基盤強化促進法（昭和５５
年法律第６５号）第１２条第１項に規
定する農業経営改善計画の認定を
受けた者（以下「認定農業者」とい
う。）を目指す認定就農者であって、
次に掲げる全ての要件を満たすも
のとする。

（１）新たに農業を開始しようとする
新規参入者であること、又は他産業
に従事していた者で、親等の経営基
盤を継承するために、その職場を退
職し、新たに営農を開始する者であ
ること。
（２）親等の経営基盤を継承する場
合にあっては、親等の農業所得が
過去３年間の平均で 年間１，０００
千円未満であること。
（３）農業生産基盤が不十分である
こと。

新規参入者等が賃借権を設定し、
農地（水田、畑地、果樹園等）を借
入れた場合の農地の賃借料を就農
時から一定期間助成する事業とす
る。
なお、賃借権の設定期間は３年以
上とする。ただし、農地中間管理機
構との賃貸契約の場合、賃貸期間
の限定を設けない。
（１）助成期間は、原則として就農時
から５年以内とする。
（２）助成の対象とする農地賃借料
は、地域の標準小作料を限度とす
る。

- -
産業観光
課

0858-76-
0208

http://ww
w.town.yaz
u.tottori.jp/
dd.aspx

7

若桜町

若桜町農業後継者養成研修学生補助金 本町に住所を有する子弟
鳥取県農業大学校研修補助金
：１，５００円／月

随時 定数無し
産業観光
課

0858-82-
2238

http://ww
w.town.wak
asa.tottori.j
p

3

若桜町農業後継者花嫁対策事業報償金

・本町に在住する農業後継者（２０a
以上耕作し概ね35歳以下）が町外
に在住する者と婚姻し、引き続き町
内に在住する者
・農業に年間１５０日以上農業に従
事すること

１０，０００円 随時 定数無し
産業観光
課

0858-82-
2238

http://ww
w.town.wak
asa.tottori.j
p

湯梨浜町 湯梨浜町農業後継者養成奨学資金

（１）鳥取県立倉吉農業高等学校等
に在学しているもので、自立経営の
農業後継者となり、農業の発展とそ
の経営の近代化に尽くす意思が強
固であること。
（２）自立経営の農業を推進するた
めに必要な営農基盤を有するもの
又はその見込みのあるものの子弟
であること。
（３）学業成績が良好で、性行が正し
く、かつ、身体が強健であること。
上記の要件を備えている者のうちか
ら選考委員会の審査を経て、町長
が決定。

【奨学資金の額】
鳥取県立倉吉農業高等学校　月額
9,000円
鳥取県立農業大学校養成課程　月
額3,000円
【給付の期間】
鳥取県立倉吉農業高等学校等に入
学した日又は給付の決定を行った
日の属する月から、鳥取県立倉吉
農業高等学校等の正規の修業年限
の終期までとする。ただし、鳥取県
立農業大学校養成課程について
は、第1年次終了まで。
【奨学金の給付】
毎年6月、9月、12月及び3月に、3月
分ずつ本人に給付。

3月に町
内中学校
（２校）及
び鳥取県
立農業大
学校に鳥
取県立倉
吉農業高
等学校及
び鳥取県
立農業大
学校の入
学者を照
会。入学
者名簿を
もとに保
護者に制
度案内を
送付し、
希望者は
４月中に
申込して
いただく。

定員なし
湯梨浜町
産業振興
課

0858-35-
5385

－
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7

南部町 汗かく農業者支援事業

町内に住所を有する農業者または
農産物を生産する小規模団体で、
町内農地で生産・育成した農産物の
販売を行う者

【栽培推進事業】
事業費1/2　上限150,000円
5a以上の田または畑で果樹、薬木、
薬草及び花木の苗木を栽培・育成
する事業
【施設整備事業】
事業費1/3　上限500,000円
ハウス栽培、水耕栽培、ポット栽培、
プランター栽培又は果樹露地栽培を
行うために必要な施設を整備する事
業
【機械整備事業】
事業費1/3　上限200,000円
新規作物の栽培または規模拡大も
しくは収益性向上のための栽培管
理または出荷調整に使用する機械
または器具を整備する事業
【養魚田整備事業】
事業費1/2　上限250,000円
養殖に必要な養魚池の整備する事
業

随時
予算上限
まで

産業課
0859-64-
3783

- 4

大山町 農地賃借料助成事業

大山町内在住者で、鳥取県から就
農計画の認定を受け、かつ、大山町
から営農計画の認定を受けている
新規就農者、または大山町から青
年等就農計画の認定を受けている
認定新規就農者

新規就農者または認定新規就農者
が支払った農地賃借料を、原則とし
て就農時から５年以内とし助成す
る。（利用権設定による３年以上の
賃貸借に限る。田：10,000円/10a、
畑：5,000円/10aもしくは支払った額
のいずれか低い額を助成する。助
成対象者１人当たりの上限は年間
200,000円）

随時 -
農林水産
課

0858-58-
6116

http://ww
w.daisen.jp
/

7

境港市

日吉津村 担い手規模拡大促進事業

認定農業者及び準認定農業者が新
たに３年以上の賃貸借による利用
権設定をする場合
利用権設定の始期は1月1日から12
月31日までとする

8,000円／10a
（初年度のみ）

該当者に
交付

―
建設産業
課

0859-27-
5953

- 4

農地賃借料助成事業
認定就農者が賃借権を設定し、農
地を借り入れた場合の農地賃借料
に対して就農後５年間助成。

単価　１，０００円/a
上限　２０万円/年/人

随時 適宜対応
商工農政
課

0859-47-
1049

－

4

就農住宅整備事業

ＩＪＵターンによる認定就農者の家賃
を就農後５年間助成。
※就農１年前から就農日までの期
間に鳥取県西部地区以外から境港
市に移住した者であること。

・空き家等の修繕、改造に要する経
費：（上限）１００万円/戸
・賃貸住宅の賃借料に要する経費：
（上限）２万円/月/人

随時 適宜対応
商工農政
課

0859-47-
1049

－ 8

米子市 米子市担い手規模拡大促進事業

米子市内に住所又は主たる事務所
を有する認定農業者、準認定農業
者及び特定農業団体

①農地中間管理事業及び利用権設
定等促進事業により、新たに３年以
上の農地を借り入れる認定農業者
等。
②農地において、３種類以上の基幹
的農作業を３年以上継続して引き受
ける特定農業団体。

・年齢制限なし

補助金額
①10ａ当たり8,000円

②10ａ当たり4,000円

支給期間：補助事業を新たに開始し
た日の属する年の４月１日を初日と
する年度に限る。

適宜対応 適宜対応 農林課
(0859)23-
5231

nourin@city
.yonago.lg.j
p

8

北栄町 北栄町新規就農者移住支援給付金

①平成２４年４月１日以降に町外か
ら移住の新規就農者で、借家住ま
いの者
②本町に住所を置き、１２ヶ月以上
農業研修又は就農を行った者
③自己が参画する家族経営の発
展、又は独自の農業経営の確立を
目指して、３年以上農業に専念する
意思が強固な者

【給付額】
給付対象経費は家賃相当額（家賃
－住宅手当額）とし、上限は月額３０
千円とする
【給付期間】
平成２５年４月以降で、要件を満たし
た日の属する月の翌月から申請年
度の３月末までとする。ただし、その
期間が１２ヶ月に満たない場合は、
その残りの期間について翌年度に
申請することが出来るものとする

随時

定めてい
ない。
申請者が
あり次
第、補正
対応。

産業振興
課

0858-36-
5565

sangyo@e-
hokuei.net

8

琴浦町 新規就農者住宅設置

(1)鳥取中央農業協同組合が管理す
るゴールド二十世紀梨モデル園(以
下「モデル園」という。)において、梨
の栽培体験を開始しようとする者。
(2)モデル園において、将来農業を
経営することを前提に梨の栽培管
理を行っている者。
(3)モデル園において、経営者として
農業を開始した者。

新規就農者の育成及び定住を促進
し、農業の担い手確保と農村の活性
化を図るため、家賃設定額を抑えた
専用住宅を設置。

随時 -
農林水産
課

0858-55-
7802

http://ww
w.town.kot
oura.tottori
.jp/
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農者定住円滑化事業

・就農計画（営農計画）の認定を受
けた者
・就農した日から3年以上町内に居
住し、営農を継続することが見込ま
れる者

概要：日野町に新たに就農し定住す
る目的で住宅を取得したものに対
し、その住宅の修繕費を補助
補助率：対象経費（上限500千円）の
1/2

随時 -
産業振興
課

0859-72-
2101

sangyou@t
own.hino.to
ttori.jp

8

江府町経営体支援補助金 50a以上の利用権設定を行う農業者
利用権設定面積10アールあたり
4,000円を交付する。

随時 ― 農林産業課 0859-75-6610

http://ww
w.town-
kofu.jp/

7

8

江府町

移住定住促進空き家再生補助金

(1)物件所有者と登録物件の賃貸借
契約または売買契約が成立した移
住者で、本補助金申請日において
転入後６ヶ月を経過しておらず、本
補助金交付を受けてから３年以上
町に定住しようとする者。ただし、本
補助金の申請日前１年以内に本町
から転出したことのある者は除く。
(2)本補助金申請日において、転入
後６ヶ月を経過しておらず、かつ１年
以内に本町から転出したことがなく、
本補助金交付を受けてから３年以
上町に定住しようとする移住者と賃
貸借契約または売買契約が成立し
た物件所有者。
※但し、補助金の対象となる事業に
おいて、国、県等から補助金の交付
を受けた者又は受ける予定のある
者、３親等内の親族間での空き家購
入若しくは賃借又は無償での使用
に関わる場合、市町村税を滞納して
いる者は補助対象者としない。
(3)補助事業完了後３年を超えて町
内に移住すること

移住者が江府町空き家情報バンク
制度の登録物件に入居をした場合、
登録物件所有者又は登録物件の入
居者に対し、空き家居住の用に供す
るに要する部分に関し、機能回復及
び設備改善のための改修のうち、台
所、浴室、便所、洗面所、内装、屋
根、外壁の改修、家財道具等の処
分に係る運搬および廃棄処分、屋
内及び屋外の清掃に要する経費に
２分の１を乗じて得た額（千円未満
の端数は、これを切り捨てる。）
以内で算定し、予算の範囲内で交
付する。ただし、１，０００千円を補助
限度額とする。
なお、本補助金は、同一の申請者お
よび同一の物件に対して１回限りの
交付とする。

随時 ―
奥大山ま
ちづくり推
進課

0859－75
－3222

http://ww
w.town-
kofu.jp/

4

日南町

日南町就農条件整備事業

（１）認定就農者
（２）認定就農者と同等の所得目標
を達成可能な営農計画を有すると
認められる就農後３年以内の者

○新規就農者の就農時に必要な機
械、施設を新規就農者が整備する
場合に助成
○補助率２／３（県：１／３、町１／
３）
鳥取県就農条件整備事業の補助率
（県：１／３、町１／６）の町負担率１
／６を１／３に上乗せして補助する。
○対象経費
鳥取県就農条件整備事業に定める
経費（１０万円以上の農業用機械・
設備）とする。
○助成期間は最大３年間

随時 - 農林課
0859-82-
1114

http://ww
w.town.nich
inan.lg.jp/

4,6,8

南部町

日南町農地賃借料助成事業

（１）認定就農者
（２）認定新規参入者
（３）農業生産基盤が不十分な者（原
則として親等の経営基盤を継承する
ことなく、新たに営農を開始する者。
ただし、親等の経営基盤を継承して
経営主となり、新たに営農を開始す
る場合は、親等の農業所得が１，０
００千円未満（過去３年間の平均値）
であること。）であること。
（４）農業に従事し、将来認定農業者
を目指す者であること。

○新規参入者等が賃借権を設定
し、農地（水田、畑地、果樹園等）を
借り入れた場合の農地の賃借料助
成する。
○助成金額は農地賃借料の全額と
する。（農地賃借料は各地区の水準
を逸脱しない範囲とする）
○助成期間は就農時から５年間
○賃借権の設定期間は３年以上と
する。ただし、農地利用集積円滑化
団体及び農地保有合理化法人との
賃貸契約の場合は設定期間の規定
を設けない。

随時 - 農林課
0859-82-
1114

http://ww
w.town.nich
inan.lg.jp/

7

ふるさとの特産継承支援事業

町内で町の特産品の生産を継承す
る45歳以下の農業研修生およびそ
の指導者（類似の補助事業に該当
しない者）

【継承人支援】
事業費の1/2　上限300,000円
特産品を生産するための機械・資材
購入費
【伝承人支援】
上限　30,000円／月
特産品を栽培・出荷している農業者
が農業研修生を受け入れ、指導す
る場合
【研修生家賃補助】
上限　20,000円／月
町内で特産品の研修を受ける農業
研修生で、町内に賃貸で住宅を借り
る者の家賃補助

未定
予算上限
まで

産業課
0859-64-
3783

-

2

担い手規模拡大促進事業
認定農業者および準認定農業者が
新たに3年以上の賃貸借による利用
権設定をする場合

1月1日～12月31日の間に、新たに3
年以上の賃貸借による利用権設定
をする場合、10aあたり4,000円を交
付する

該当者に
交付

－ 産業課
0859-64-
3783

- 4

柿梨チャレンジ講座 柿または梨の新規生産希望者
月１回、年間12回の栽培講習を実
技を中心に行う

随時 － 産業課
0859-64-
3783

-
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

江府町
移住定住起業チャレンジ支援事業補助
金

町内で起業する移住者で、次の要
件を全て満たすものとする。
(1）本補助金の交付申請をした日に
おいて本町の住民基本台帳に記録
され、転入後３年を経過していない
者。ただし、本補助金の申請日前１
年以内に本町から転出したことがあ
る者は除く
(2）本町を拠点に起業、又は起業し
ようとする者
(3）事業計画に基づき事業を行う者
(4）市町村税の滞納がない者
(5）規則第6条の補助金の交付決定
を受けた年度の3月31日までに補助
金の交付対象となる事業を完了でき
る者
(6）補助金の交付対象となる事業に
おいて、国、県等から補助金の交付
を受けたことがない者又は受ける予
定がない者
(7)補助事業完了後３年を超えて町
内に移住すること

移住者が事業計画に基づき、町の
活性化に資する事業を行うための
次に定める経費とする。
(1)店舗等新築・修繕工事費（増改築
を含む。）
(2)消耗品費
(3)原材料費
(4)燃料費
(5)印刷製本費
(6)使用料及び賃借料
(7)備品購入費
(8) その他、交付対象として適当と認
められる経費
　
交付する補助金の額は補助対象経
費のうち30万円を上限とする。

随時 ―
奥大山ま
ちづくり推
進課

0859－75
－3222

http://ww
w.town-
kofu.jp/

9
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

松江市農山漁村地域活性化補助金
（新規就農者・就漁者誘致対策事業補助
金）

次の全てに該当する者
（１）松江市において就農又は就漁
する者
（２）就農又は就漁時の年齢が18歳
以上70歳未満の者
（３）5年間の営農計画を立てている
こと。
（４）他の補助事業に該当しないこ
と。

１．新規就農者・就漁者が取得する
住居の改修費用の助成
※補助対象経費の2分の1（1,000円
未満切捨て）ただし、１事業当たり５
０万円を上限とする。

２．新規就農者・就漁者が居住する
ために賃借する住居の家賃
※月額１万円を上限とする。ただし、
交付の対象となる期間は、補助金
交付決定のあった月から１年間とす
る。

平成２７
年４月１
日～平成
２８年３月
３１日

予算の範
囲内

松江市産
業観光部
農政課農
業振興係

０８５２－
５５－５２
２４

http://ww
w.city.mats
ue.shimane
.jp/

8

松江市農山漁村地域活性化補助金
（中高年就農者支援対策事業補助金）

次の全てに該当する者
（１）松江市において就農する者
（２）就農時の年齢が45歳以上70歳
未満の者
（３）就農後は地域の集落営農組織
等に所属すること。
（４）他の補助事業に該当しないこ
と。

１．農地の所有権又は利用権を取
得するための費用

２．主要なの農業機械又は施設を取
得するための費用

３．生産物や生産資材等の出荷及
び取引に係る費用
※年額50万円を上限とする。

平成２７
年４月１
日～平成
２８年３月
３１日

予算の範
囲内

松江市産
業観光部
農政課農
業振興係

０８５２－
５５－５２
２４

http://ww
w.city.mats
ue.shimane
.jp/

4・7

松江市農山漁村地域活性化補助金
（新規就農・規模拡大時機械施設等整備
事業補助金）

１．新規就農の場合
次の全てに該当する者
（１）松江市において就農し、5年間
の営農計画を立てていること。
（２）農林水産省が規定する人・農地
プランに参加すること。
（３）他の補助事業に該当しないこ
と。

２．営農規模拡大の場合
　次の全てに該当する者
（１）営農規模を5割以上拡大するこ
と。
（２）5年間の営農計画を立てること。
（３）農林水産省が規定する人・農地
プランを作成していること。
（４）他の補助事業に該当しないこ
と。

新規就農及び営農規模の拡大のた
めの施設又は機械の購入又は設置
に要する経費（個人で取得するもの
に限る）

※補助対象経費の3分の1（1,000円
未満切捨て）とし、１事業当たり100
万円（松江市内に本社を置く企業が
製造した農業用機械を購入する場
合は110万円）を上限とする。

平成２７
年４月１
日～平成
２８年３月
３１日

予算の範
囲内

松江市産
業観光部
農政課農
業振興係

０８５２－
５５－５２
２４

http://ww
w.city.mats
ue.shimane
.jp/

4

浜田市 浜田市ふるさと農業研修生育成事業

・普通自動車免許を有していること
　（ＡＴ限定不可）
・65歳未満であること
・浜田市に居住すること
・浜田市内で就農する意欲があるこ
と

市内で新たに農業に従事する希望
者に対して、先進的な実践農業者の
もとで、農業技術等の養成をおこな
う研修制度

研修期間　1年
研修手当　15万円/月
住宅手当　家賃の半額（最大2万円）

（※2年目以降は、就農の形態によ
り、国・県事業を活用）

年2回
（概ね1月
～2月）
（概ね7月
～8月）

特になし
（※過去3
年の実績
として毎
年6名程
度）

農林振興
課
（浜田市
農林業支
援セン
ター）

0855-22-
3500

n-
shien@city.
hamada.shi
mane.jp

2

出雲市新農林水産振興がんばる地域応
援総合事業
新規就農総合支援
自営就農開始支援事業

認定新規就農者等

農業経営を開始する場合に必要な
以下の施設等の整備に要する経費
(1)施設、機械の購入又は設置に要
する経費
(2)素畜の導入に要する経費
(3)果樹等の植栽に要する経費
(4)排水改良、土壌改良その他作付
け条件等の生産基盤の整備に要す
る経費

【下限事業費及び上限補助対象事
業費】
事業実施主体あたり300千円以上
30,000千円以内

補助率
1/2以内（県1/3以内 、市1/6以内）

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

(0853）
21-6122

http//www
.city.izumo.
shimane.jp

4

２１世紀出雲農業FFF（フロンティア・ファ
イティング・ファンド）事業（多様な農業者
等支援事業）

対象者
・新規就農者で、出荷を目的とする
園芸作物生産、又は畜産経営に新
たに取り組む者。

要件
・５年間の栽培計画を策定すること。
・市場等へ出荷する計画を有するこ
と。
・市やJAが実施する栽培技術や農
業経営等に関する講習会等に参加
する計画を有すること。
・補助年度の翌年度から５年間は、
出荷を目的とする園芸作物生産、又
は畜産経営を継続すること。

施設整備及び機械購入費
【下限事業費及び上限補助対象事
業費】
事業実施主体あたり１００千円以上
3,000千円以内

補助率
1/2以内

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

(0853）
21-6557

http//www
.city.izumo.
shimane.jp

4

ひかわ元気農業支援事業
ひとづくり事業(新規就農支援）

認定就農者

営農に必要な機械、施設整備
1事業実施主体あたり補助金300万
円以内
1機械・施設あたり20万円以上

補助率
1/2以内

随時
予算の範
囲内

斐川支所
産業建設
課

(0853）
73-9220

http//www
.city.izumo.
shimane.jp

4

島根県

松江市

出雲市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

出雲市 出雲市アグリビジネススクール

新たに就農を希望する人若しくは基
礎から勉強したい人又は受講後に
農業サポーターとして農家の労働力
不足解消のお手伝いなど出雲市農
業の応援団になりたい人等でやる
気のある人

地域の特産品である「ぶどう」「柿」
「いちじく」及び「野菜」について、そ
れぞれチャレンジ講座を開講し、栽
培管理を基本にした農業基礎研修
及び農業実践研修を実施すること
で、将来の地域農業の担い手を確
保・育成する。

11月上旬
～12月上
旬

各講座10
名程度

農業振興
課

(0853）
21-6122

http//www
.city.izumo.
shimane.jp

2

益田市農林水産業就業支援助成金（県
外Ｕ・Ｉターン者支援）

県外よりＵ・Ｉターンし、農林水産業へ
の就業を目的として産業体験または
研修受講する者。

30,000円／月×12月以内 随時
当該年度
予算の範
囲内

産業経済
部農業振
興課

0856-31-
0312

http://ww
w.city.masu
da.lg.jp/

9

益田市農林水産業就業支援助成金（県
外Ｕ・Ｉターン受入事業支援）

益田市農林水産業就業支援助成金
（県外Ｕ・Ｉターン者支援）対象者を受
け入れる産業従事者

20,000円／月×12月以内 随時
当該年度
予算の範
囲内

産業経済
部農業振
興課

0856-31-
0312

http://ww
w.city.masu
da.lg.jp/

6

益田市農林水産業就業支援助成金（県
内田市町村Ｕ・Ｉターン者支援）

県内他市町村よりＵ・Ｉターンし、農林
水産業への就業を目的として産業
体験または研修受講する者。

100,000円／月×12月以内 随時
当該年度
予算の範
囲内

産業経済
部農業振
興課

0856-31-
0312

http://ww
w.city.masu
da.lg.jp/

9

益田市農林水産業就業支援助成金（県
内他市町村Ｕ・Ｉターン受入事業支援）

益田市農林水産業就業支援助成金
（県内他市町村Ｕ・Ｉターン者支援）対
象者を受け入れる産業従事者

５0,000円／月×12月以内 随時
当該年度
予算の範
囲内

産業経済
部農業振
興課

0856-31-
0312

http://ww
w.city.masu
da.lg.jp/

6

大田市 大田市産業体験者定着支援事業補助金

公益財団法人ふるさと島根定住財
団が実施するUIターンしまね産業体
験事業による助成金の交付を受け
た者のうち、引き続き大田市におい
て同業種の産業体験（農林水産業
を含む）を行う者

　予算の範囲内で、１月につき１２万
円。（実家にUターンし産業体験を行
う者は１月につき６万円）
　補助対象期間は、左記の財団助
成金の助成対象期間が満了する月
の翌月から、引き続き継続して、同
業種の産業体験（農林水産業を含
む）を行う期間とし、３か月以上２年
以内

通年
予算の範
囲内

政策企画
部定住推
進室

0854-83-
8029

o-tiiki@iwamigin.jp 9

江津市 半農半Ｘ支援事業

市内に定住・定着し、営農を開始す
る半農半Ｘ実践者（※）

※一定の要件（Ｕ・Ｉターン者であるこ
と等）を満たし、市の認定を受けた
者

①定住定着助成事業
　定住を開始し、就農を始めた実践
者に定住初期の営農と生活を安定
させるための支援
　［補助額］120千円/月、12ヶ月以内
（県1/2、市1/2）

②半農経営施設等整備支援事業
　実践者が行う就農に必要な施設、
機械整備に対し、営農の早期安定
及び初期投資の軽減を図るための
支援
［補助率等］1/2（補助対象経費（上
限事業費300万円、（県1/3、市
1/6））

－ －
農林水産
課農業振
興係

0855-52-
2501

http://ww
w.city.gots
u.lg.jp/

4

雲南市農業担い手育成支援事業
（雲南市就農サポート事業助成金）

○新規就農希望者
・市内に住所を有する者
（将来的に市内に居住見込みの方
を含む）
・市内で就農する意欲のある者
・満18歳からおおむね40歳までの者
・普通運転免許を有する者
（研修期間中に取得見込みの者を
含む）
・研修中及び就農後、地域の行事等
に積極的に参加できる者

○就農に必要な技術等の養成
研修支援金：12万円/月
（市内に生活基盤がある場合は9万
円/月）
（中学生以下の子どもを同伴する場
合は3万円/月･世帯を加算）
研修期間：3ヶ月～24ヶ月以内
（雇用就農希望の場合は3ヶ月～
12ヶ月以内）
研修場所：雲南市内の認定農業者
等
受入農家指導料：3万円/月
就農準備金：自営就農に必要な経
費の1/2を助成（上限100万円）

随時相談
の上進め
る。

2名

産業振興
部
農林振興
課

0854-40-
1051

http://ww
w.city.unna
n.shimane.j
p/

1,2,3,4,6,7

定住対策促進事業
（雲南市空き家改修事業補助金）

○市外から雲南市へ移住する者
・市内に住所を有していない者、ま
たは市内に住所を有して１年を経過
しない２０歳以上の者
・市外に５年以上居住している者（市
内に住所を有して１年を経過しない
者は、住所を有する前に市外に５年
以上居住していること）
・今後１０年以上定住する見込みの
ある者
○ 空き家物件の所有者、または地
域自主組織、自治会等、ＮＰＯ法人
（上記が入居する場合に限る）

○情報提供：空き家を借りたい人、
買いたい人のために情報を提供
 
○空き家改修費用の一部助成
【補助率】対象経費の２分の１以内
【補助上限額】５０万円
【対象経費】空き家の改修に要する
経費（消費税を除く）その額が５０万
円以上

随時相談
の上進め
る。

20件

政策企画
部
うんなん
暮らし推
進課

0854-40-
1013

http://ww
w.city.unna
n.shimane.j
p/

8

益田市

雲南市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

雲南市
定住対策促進事業
（雲南市空き家片づけ事業補助金）

○市外から雲南市へ移住する者
・市内に住所を有していない者、ま
たは市内に住所を有して１年を経過
しない２０歳以上の者
・市外に５年以上居住している者（市
内に住所を有して１年を経過しない
者は、住所を有する前に市外に５年
以上居住していること）
○空き家物件の所有者、または地
域自主組織、自治会等、ＮＰＯ法人
（上記が入居する場合に限る）

○情報提供：空き家を借りたい人、
買いたい人のために情報を提供
 
○空き家の片づけに要する費用の
一部助成
【補助率】対象経費の２分の１以内
【補助上限額】５万円
【対象経費】住宅として居住に必要
な部分の片付けに要する経費（管理
費、消費税を除く）

随時相談
の上進め
る。

10件

政策企画
部
うんなん
暮らし推
進課

0854-40-
1014

http://ww
w.city.unna
n.shimane.j
p/

8

奥出雲町若い農業者育成奨学金貸与規
程

新規就農を志す就学者

奨励金
大学校等：月額３万円
大学等：月額５万円

就農後５か年で償還免除

毎年11月
20日から
4月30日

枠なし
農業振興
課

0854-54-
2513

http://ww
w.town.okui
zumo.shim
ane.jp/

3

農業者インターン制度

新規就農を志す若者を受け入れ、
（一社）奥出雲町農業公社農場をは
じめ先進農家での実践研修を受け
入れ

実践研修支援制度
研修支援につては、青年就農給付
金（準備型）を活用する。
農業実践研修のフィールドを斡旋す
る制度

随時 枠なし
農業振興
課

0854-54-
2513

http://ww
w.town.okui
zumo.shim
ane.jp/

2

飯南町農業後継者育成支援事業

認定農業者（年齢要件45歳まで）・
認定就農者・親等から農地を承継
し、農業後継者となる者（年齢要件
60歳まで）・半農半Ｘ実践者（年齢要
件55歳まで）

施設、機械の購入若しくは設置に要
する経費
排水改良、土壌改良その他作付条
件等の生産基盤の整備に要する経
費

※農業用機械の購入については、
補助率：1/2以内。その他施設整備
等に係る補助率：2/3以内。ただし、
いずれも補助金上限設定あり。

随時
予算の範
囲内

産業振興
課

0854-72-
0313

http://ww
w.iinan.jp/

4

飯南町農業後継者育成支援事業利子補
給事業

認定農業者（年齢要件45歳まで）・
認定就農者・親等から農地を承継
し、農業後継者となる者（年齢要件
60歳まで）・半農半Ｘ実践者（年齢要
件55歳まで）

飯南町農業後継者育成支援事業を
利用される方で金融機関への借入
金が発生した場合、予算の範囲内
で利子補給するもの。

随時
予算の範
囲内

産業振興
課

0854-72-
0313

http://ww
w.iinan.jp/

9

定住フェアへのブース設置
移住を検討されている方
中でも、飯南町への就農要望がある
方

各種制度の紹介
島根県・飯南町の紹介
仕事の紹介
住宅の紹介

また、フェア以外でも随時相談に応
じることができる窓口（定住支援セン
ター）を設置。

随時 特になし
産業振興
課

0854-76-
2214

http://iina
n-teiju.jp/

1

地域資源情報バンク

飯南町に居住しようとする方又は飯
南町で農業を経営しようとする方で
地域資源情報バンク利用登録をさ
れた方

地域資源情報バンクに登録された
空き家、空き店舗、遊休農地の情報
を利用登録をされた方に紹介。契約
の支援も行う。
相談を定住支援センターの定住相
談員が対応する。

随時 特になし
産業振興
課

0854-76-
2214

http://iina
n-teiju.jp/

7,8

飯南町農林業定住研修

１．就農意欲が強く、研修修了後、
飯南町で自営就農できる方
２．飯南町が実施する2年間の農林
業定住研修を受講できる方
３．研修開始時に他で就業していな
い方
４．研修期間中、飯南町に居住でき
る方（住所移転の必要あり）
５．年齢はおおむね40歳までの方
（男女、経験不問）
６．心身ともに健康で、普通運転免
許（オートマ限定不可）を持つ方

・1年目は町が月額15万円を毎月支
給する（公益財団法人ふるさと島根
定住財団の産業体験事業助成金
（月額12万円）を町が受け取り、町
が3万円上乗せして支給）。
・2年目は公益財団法人しまね農業
振興公社が青年就農給付金準備型
（年額150万円）を支給し、町が30万
円を支給。
・中学生以下の子どもが同居する場
合は、月額3万円を上乗せして支
給。

平成28年
1月（予
定）

2名
産業振興
課

0854-76-
2214

http://iina
n-teiju.jp/

2

飯南町

奥出雲町
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

邑南町

地域おこし協力隊「おーなんアグサポ
隊」

１年目：町の専用農場で栽培研修
２年目：農家・農業法人での研修（地域と
のマッチング）
３年目：就農準備（就農計画作成、就農
地の確保）

【対象】20歳以上50歳未満の方
【条件】
●３大都市圏をはじめとする都市地
域等から邑南町へ住民票を異動で
きる方
●普通自動車免許を取得している
方
●パソコンによる書類作成が可能な
方
●地方公務員法第１６条に該当しな
い方
●地域住民とのコミュニケーション
が図れ、地域おこしに意欲のある方
●就農をめざし、田舎暮らしを楽し
める方
【研修期間】
１年ごとの更新で最長期間は３年間

【報酬等】
●月額１６７，０００円支給
●通勤費相当額支給

平成２７
年１０月
～１２月

３名程度
農林振興
課

０８５５－
９５－１１
１６

http://ww
w.town.ohn
an.lg.jp/

2

津和野町農林業研修生支援事業
概ね50歳未満のＵ・Ｉターン農林業研
修生

15万円/月+家賃の半額の助成（最
長2年間）

随時 上限なし 農林課
0856-72-
0653

akira-
saiki@town.
tsuwano.lg.j
p

-

津和野町新規農林業就業者支援事業
概ね50歳未満のＵ・Ｉターン新規農林
業就業者

10万円/月の助成（最長3年間）
国、県の給付金制度と併用不可

随時 上限なし 農林課
0856-72-
0653

akira-
saiki@town.
tsuwano.lg.j
p

-

津和野町新規農林業就業者経営基盤支
援助成金

国の青年就農給付金制度を活用し
ている新規就農者

機械・施設の導入に対し、最大300
万円の助成（10/10）

随時 上限なし 農林課
0856-72-
0653

akira-
saiki@town.
tsuwano.lg.j
p

-

就農相談 就農希望者

就農相談
　*体験・研修受入先の相談
　*国・県・関係団体等の事業の情報
提供・相談
　*農地に関する相談
　*その他就農に関すること

- - 産業課
0856-79-
2213

URL:http//
www.town.
yoshika.lg.j
p
e-
mail:sangyo
@town.yos
hika.lg.jp

1

吉賀町新規就農者支援事業

次に掲げる要件を全て満たす者とす
る。
　（１）おおむね４０歳以下で、新規就
農者、農業後継者等を目指す者
　（２）認定就農計画書又は半農半Ｘ
実践計画書に準ずる計画書を策定
した者
　（３）前号の計画書に基づいた６箇
月以上の研修を受ける者
　（４）この事業に類似する国・県等
の事業の該当とならない者

　新規就農に向けて必要な技術等
を習得する就農前研修者に対し助
成
　助成の額及び期間は、月額１０万
円を１２月以内

- - 産業課
0856-79-
2213

URL:http//
www.town.
yoshika.lg.j
p
e-
mail:sangyo
@town.yos
hika.lg.jp

3

吉賀町

津和野町
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

岡山市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（認定には将来、地域農業を担う中
核的な担い手となる者と認められる
ことが必要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

随時

経済局農
林水産課
（岡山市
就農サ
ポートセ
ンター）

０８６－８
０３－１３
４７

nousui@cit
y.okayama.j
p

1,2,3

就業奨励金

新たに県市内で農業に従事した者
で、次に掲げる条件に該当する者と
する。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。
エ　交付申請日において、市内に住
所を有していること。

ア～エの条件に関わらず、市税を完
納していない場合は交付対象者とし
ない。また、規則第２０条第１項各号
に定める事由により補助金の交付
決定の取消しを受け、当該取消しの
日の属する年度の翌年度から起算
して３年を経過していない者は交付
対象者としない。

奨励金（１０万円）を支給する。 － －

経済局農
林水産課
（岡山市
就農サ
ポートセ
ンター）

－ －

－

経済局農
林水産課
（岡山市
就農サ
ポートセ
ンター）

０８６－８
０３－１３
４７

nousui@cit
y.okayama.j
p

０８６－８
０３－１３
４７

nousui@cit
y.okayama.j
p

9

新規就農者総合支援事業（岡山市就農
サポートセンター）

岡山市内で本格的農業経営を志す
方

岡山市とＪＡ岡山が協定・連携し、農
林水産課内に岡山市就農サポート
センターを設置。
総合コーディネーターを配置し、就
農希望者に対し各種研修の案内か
ら補助事業の紹介、就農計画の作
成や就農後の経営の安定化まで総
合的に支援する。
その他、関係機関と連携し、農地や
住居の情報提供、農作物の販売や
行政手続きについてもサポートを行
う。
市窓口のほか、東京や大阪等で実
施される全国就農相談会に出展し
ており、U・Iターン就農を検討する県
外在住者と直接面談できる体制を
整えている。

－ －

経済局農
林水産課
（岡山市
就農サ
ポートセ
ンター）

０８６－８
０３－１３
４７

岡山県

2,6

農地・施設等マッチング事業
岡山市内で本格的農業経営を志す
方

市民より寄せられた空き農地やハウ
スなどの物件情報を提供。新規就
農希望者の経営基盤の一体的確保
とスピーディな経営開始を、農業委
員会や新規就農者を応援する一般
市民と連携して支援する。

－ －

経済局農
林水産課
（岡山市
就農サ
ポートセ
ンター）

０８６－８
０３－１３
４７

nousui@cit
y.okayama.j
p

7,9

nousui@cit
y.okayama.j
p

1

新規就農希望者体験研修事業

岡山市内で就農を希望しており、会
社勤務や遠隔地居住、就農への不
安を抱いている等の理由で岡山市
内での長期・継続的な研修受講が
困難な方。

果樹や野菜等、岡山市内の主要作
物生産農家で行う年間10日程度の
体験研修。
会社勤務や遠隔地居住、就農への
不安を抱いている等の理由で長期・
継続的な研修受講が困難な人が対
象で、自分のスケジュールに合わ
せ、短期間の農業体験研修が受講
でき、就農に対する不安を解消する
ことで、実践的研修受講へのはずみ
となる研修。
希望する就農地域や作物に応じた
研修受入農家をご紹介する。
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

農林水産
課

0863-32-
5561

http://ww
w.city.tama
no.lg.jp/

1,2,3

0863-32-
5561

http://ww
w.city.tama
no.lg.jp/

4,7,8

http://ww
w.city.seto
uchi.lg.jp/

1,2,3

http://ww
w.city.seto
uchi.lg.jp/

4,7,8

http://ww
w.city.seto
uchi.lg.jp/

9

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月以
上

－ －

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
農林水産
課

0863-32-
5561

http://ww
w.city.tama
no.lg.jp/

9

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
農林水産
課

瀬戸内市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業振興
課

０８６９－
２２－３９
３４

玉野市

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業振興
課

０８６９－
２２－３９
３４

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
産業振興
課

０８６９－
２２－３９
３４

就業奨励金
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。 －

ピオーネ生産団地
ピオーネ栽培を希望する新規就農
者、認定農業者、認定就農者等。

公共育成牧場跡地をピオーネ生産
団地（約6.5ha）として再利用し、新規
就農者等へ利用させる。
使用料：10aにつき年額100,000円

平成27年
6月下旬
～

4,7,8

吉備中央町

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。（認定に
は将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められることが必
要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※　新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※　研修費の助成額：150千円/月
　　青年就農給付金準備型も同様

前期：平
成27年6
月1日～7
月17日
後期：平
成27年11
月ごろ

2名程度 農林課

7

農林課
0866-54-
1318

nourin@tow
n.kibichuo.l
g.jp

9

農林課
0866-54-
1318

nourin@tow
n.kibichuo.l
g.jp

2,3

nourin@tow
n.kibichuo.l
g.jp

1,2,3

- 農林課
0866-54-
1318

nourin@tow
n.kibichuo.l
g.jp

－

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

将来町内でピオーネ栽培を目指す、
又は栽培している町内在住在勤の
者。

年10回程度農業普及指導センター
の講師を招いてピオーネ栽培実習
を実施。
ほ場提供者に賃借料、栽培実習生
に剪定バサミ等を補助。

27年度実
施分：平
成27年2
月～3月

10名程度

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ － 農林課
0866-54-
1318

nourin@tow
n.kibichuo.l
g.jp

0866-54-
1318
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

赤磐市

就農促進トータルサポート事業
（新規就農者等支援体制強化事業（実践
スキル指導事業））

上記農業実務研修の受入農家

研修受入農家に対し、指導対象と
なった新規就農者等に対する指導
日数又は時間に応じて、次に掲げる
助成金を支給する
※20日以上又は40時間以上の指導
　　                          30,000円
   40日以上又は80時間以上の指導
                              60,000円
   60日以上又は120時間以上の指
導
                              90,000円
　県1/2に市1/2を上乗せ

－

就農促進トータルサポート事業
（早期経営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成
　県1/3に市1/6を上乗せ

－ －
産業振興
部　農林
課

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

8

就農促進トータルサポート事業
（農業実務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月以
上

－ 3
産業振興
部　農林
課

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

1,2,3

－
産業振興
部　農林
課

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

6

－
まち産業
課

（０８６９）
６４－１８
３１

bzsangyo@
city.bizen.l
g.jp

1,2,3

－
まち産業
課

（０８６９）
６４－１８
３１

bzsangyo@
city.bizen.l
g.jp

4

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
まち産業
課

（０８６９）
６４－１８
３１

bzsangyo@
city.bizen.l
g.jp

4,7,8備前市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。（認定に
は将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められることが必
要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※　新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※　研修費の助成額：１２５千円/月

－

就業奨励金

新たに備前市内で農林漁業に従事
した者で、次に掲げる条件に該当す
る者とする。
ア　市内に住所を有し、新たに農林
漁業に従事した者であること。
イ　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
ウ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
エ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 －
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

和気町

０８６９－
９３－１１
２１（代
表）

http://ww
w.town.wak
e.okayama.j
p/
sangyoshin
ko@town.w
ake.lg.jp

9

和気町就農準備講座
和気町で就農を目指す、新規就農
者や町内の新規栽培者を対象。

年間６回程度の農業体験を行う。
希望により、受入農家と調整して継
続的な体験も可能。

品目：なす、ぶどう

２月から３
月（４月
から開校
のため）

２０人程
度

産業振興
課

０８６９－
９３－１１
２１（代
表）

http://ww
w.town.wak
e.okayama.j
p/
sangyoshin
ko@town.w
ake.lg.jp

2

０８６９－
９３－１１
２１（代
表）

http://ww
w.town.wak
e.okayama.j
p/
sangyoshin
ko@town.w
ake.lg.jp

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業振興
課

０８６９－
９３－１１
２１（代
表）

http://ww
w.town.wak
e.okayama.j
p/
sangyoshin
ko@town.w
ake.lg.jp

4,7,8

赤磐市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。（認定に
は将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められることが必
要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※　新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※　研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業振興
課

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。 － －
産業振興
課

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。
　担い手財団1/4に市3/4を上乗せ

－ 3
産業振興
部　農林
課

新規就農経営支援事業（市単独）

主な要件は国の青年就農給付金に
準ずるが、親元継承就農であるため
同給付金の対象にならない人（１回
限り）

経営の発展に資する農業機械施設
の導入に対し補助金を交付する
補助率1/2上限１００万円

－ 3
産業振興
部　農林
課

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

4

農大奨学金制度（市単独）

卒業後に市内で就農を予定している
農業大学校生徒に奨学金を貸与す
る
実際に市内で就農した場合は返済
を免除する

奨学金（年間１０万円）を貸与する
正規の修業年限を対象とする（最高
２年間）

－ 4
産業振興
部　農林
課

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

9

０８６－９
５５－６１
７４

http://ww
w.city.akai
wa.lg.jp/

9
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

1,2,3

就業奨励金

市内に住所を有し、新たに県内で農
業に従事した者で、次に掲げる条件
に該当する者とする。
ア　将来にわたり専業(年間従事日
数が概ね２５０日以上)として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － － 農林課
0866-92-

8273

http://ww
w.city.soja.
okayama.jp

/

9

総社市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後１年以内の
者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ － 農林課
0866-92-

8273

http://ww
w.city.soja.
okayama.jp

/

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（７．５万円）を支給する。 － －
農林水産
課

086-426-
3425

http://ww
w.city.kura
shiki.okaya
ma.jp/dd.as
px?menuid

=1242

9

０８６９－
９３－１１
２１（代
表）

http://ww
w.town.wak
e.okayama.j
p/
sangyoshin
ko@town.w
ake.lg.jp

9和気町

倉敷市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が50歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
農林水産
課

086-426-
3425

http://ww
w.city.kura
shiki.okaya
ma.jp/dd.as
px?menuid

=1242

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
農林水産
課

086-426-
3425

http://ww
w.city.kura
shiki.okaya
ma.jp/dd.as
px?menuid

=1242

4,7,8

和気町　新規就農者等借家賃貸料補助
和気町で就農を目指す、新規就農
者等を対象。

民間の借家に入居する際、農業実
務研修を受けている方々に対して、
１２ヶ月間の借家賃貸料の補助を行
う。
農業実務研修の受講者又は、就農
計画を策定した者。

補助率：１／２補助　（補助対象家賃
上限：６万円／月）

随時
３家族程
度

産業振興
課
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

井原市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。（認定に
は将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められることが必
要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※　新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※　研修費の助成額：１２５千円/月
以上

－ － 農林課

0866-62-
9522

http://ww
w.city.ibara
.okayama.jp
/cms-
sypher/ww
w/section/
detail.jsp?i
d=27

4,7,8

－ 農林課
0866-62-
9522

http://ww
w.city.ibara
.okayama.jp
/cms-
sypher/ww
w/section/
detail.jsp?i
d=27

9

0866-62-
9522

http://ww
w.city.ibara
.okayama.jp
/cms-
sypher/ww
w/section/
detail.jsp?i
d=27

1,2,3

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。
エ　井原市内に住所を有しているこ
と。

奨励金（５万円）を支給する。 －

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり10万
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額72万円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり90万
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２以内を助成

－ －
建設産業
部農政水
産課

０８６５－
６９－２１
４３

http://ww
w.city.kasa
oka.okayam
a.jp

4,7,8

9

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ － 農林課

笠岡市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後１年以内の
者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められることが必
要）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２万５千円/月

－ －
建設産業
部農政水
産課

０８６５－
６９－２１
４３

http://ww
w.city.kasa
oka.okayam
a.jp

就業奨励金

新たに市内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　市内に住所を有すること。
イ　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
ウ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
エ　過去に就業奨励金の支給を受
けたことがないこと。（要領の規定に
より支給を受けた者を含む。）。ただ
し，夫婦で該当する場合は，いずれ
かに交付するものとする。

奨励金（１０万円）を支給する。 － －
建設産業
部農政水
産課

０８６５－
６９－２１
４３

http://ww
w.city.kasa
oka.okayam
a.jp
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

矢掛町

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。

－ －
産業観光
課

0866-82-
1016

http://ww
w.town.yak
age.okayam
a.jp/

4,7,8矢掛町早期経営確立支援事業

農業実務研修事業を受けていない
もので、申請時の年齢が45歳未満
であり、独立・自営就農後１年以内
の新規就農者であること。

０８６５－
４４－９０
３５

－ 9

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。（将来、
地域農業を担う中核的な担い手とな
る者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が45歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する町の先進農家等におい
て、研修費を支給しながら２年以内
の技術の習得や農地・住宅の確保、
地域の絆づくり等により独立・自営
就農するための実践的な研修を行
う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業観光
課

0866-82-
1016

http://ww
w.town.yak
age.okayam
a.jp/

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業観光
課

0866-82-
1016

http://ww
w.town.yak
age.okayam
a.jp/

4,7,8

井原市

浅口市 就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
産業振興
課

ぶどう栽培短期研修事業 新規就農希望者
ぶどうの栽培体験
期間：１日から５日程度
原則日帰り

－ － 農林課

研修費助成
就農促進トータルサポート事業にお
ける農業実務研修生

新規就農希望者に対し、先進農家
等において研修費を支給しながら２
年以内の技術の習得や農地・住宅
の確保、地域の絆づくり等により独
立・自営就農するための実践的な研
修を行う農業実務研修の研修費の
上乗せ助成を行う。
○助成期間：研修期間
○助成額：25,000円を上乗せし、月
額150,000円を支給

－ － 農林課
0866-62-
9522

http://ww
w.city.ibara
.okayama.jp
/cms-
sypher/ww
w/section/
detail.jsp?i
d=27

3

0866-62-
9522

http://ww
w.city.ibara
.okayama.jp
/cms-
sypher/ww
w/section/
detail.jsp?i
d=27

2
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

矢掛町

新見市

9

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月以
上

－ －
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

2.3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

４．７．８

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業経済
部農林課

0866-21-
0223

http://ww
w.city.taka
hashi.okaya
ma.jp/soshi
ki/8/

4,7,8
高梁市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月以
上

－ －
産業経済
部農林課

0866-21-
0223

http://ww
w.city.taka
hashi.okaya
ma.jp/soshi
ki/8/

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。
ただし、新規参入者には100万円を
支給

－ －
産業経済
部農林課

0866-21-
0223

http://ww
w.city.taka
hashi.okaya
ma.jp/soshi
ki/8/

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
産業観光
課

0866-82-
1016

http://ww
w.town.yak
age.okayam
a.jp/

9
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新見市

津山市

0868-32-
2079

http://ww
w.city.tsuy
ama.lg.jp/

4,7,8

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
農業振興
課

0868-32-
2079

http://ww
w.city.tsuy
ama.lg.jp/

9

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
農業振興
課

空き家改修事業

新見市に定住する意思をもって転入
しようとする人（もしくは転入から６か
月を経過しない人）
新見市内の空き家を購入した人
税等の滞納がない人

空き家の居住部部に係る機能回復
もしくは設備改善のための改修工事
のうち、次のすべての要件を満たす
もの（新見市内の建築業者・補助対
象経費３０万以上・未着手・年度内
完了）
補助費の１／２・上限　２００万円

－ －
総務部
企画政策
課

０８６７－
７２－６１
１４

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

8

お試し暮らし支援事業 新見市への移住希望者

新見市内で体験生活をするための
宿泊費用の一部を助成。（１世帯１
泊あたり２，０００円・ただし食事な
し・指定宿泊施設のみ・最大３０泊ま
で）

－ －
総務部
企画政策
課

０８６７－
７２－６１
１４

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

9

新規就農者地域定着手当支給事業
市内でピオーネ専作経営を目指し、
農業実務研修を修了した者
事業実施主体：阿新農業協同組合

就農後早期に農業経営を安定さ
せ、また早期に地域に定着するため
に支援を行う。
実務研修後1年間、月額75千円（市
45千円・農協30千円）

－ －
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

3

新規就農者住宅確保事業

農業体験研修事業を修了した実務
研修生又は新規就農者
就農計画において農業経営が適当
と認められる者
45歳以下の者で同居の農業に従事
する配偶者がある者
リース契約等において保証人が存
在する者

住宅リース料の助成（月額4万円・期
間5年間）
住宅購入費の助成（上限１５０万円・
1回限り）

－ －
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

8

－
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

4,7,8

新規就農者等住宅賃借料助成事業
農業体験研修を修了した者・農業実
務研修生・新規参入型就農者

実務研修開始後、又は就農開始後2
年間の家賃を補助する。(月額1万
円・上限24万円）
公営住宅については対象外。

－ －
産業部
農林課

０８６７－
７２－６１
３３

http://ww
w.city.niimi.
okayama.jp
/

8

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。 －
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

美作市 1,2,3
就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
経済部
農業振興
課

0868-72-
6694

市HP
http://ww
w.city.mima
saka.lg.jp/

農業振興
課フェイス
ブックペー
ジ
https://ww
w.facebook.
com/nougy
ousinkouka.
mimasakasi

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
産業観光
部　農業
振興課

0867-42-
1031

http://ww
w.city.mani
wa.lg.jp/we
bapps/ww
w/index.jsp

9

0868-32-
2079

http://ww
w.city.tsuy
ama.lg.jp/

1,2,3津山市

真庭市

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業観光
部　農業
振興課

0867-42-
1031

http://ww
w.city.mani
wa.lg.jp/we
bapps/ww
w/index.jsp

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業観光
部　農業
振興課

0867-42-
1031

http://ww
w.city.mani
wa.lg.jp/we
bapps/ww
w/index.jsp

4,7,8

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
農業振興
課
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

奨励金（１０万円）を支給する。 － －
産業建設
課

０８６７－
５６－２６
２８

http://ww
w.vill.shinjo.
okayama.jp
/

9

9

美作市

新庄村

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業建設
課

０８６７－
５６－２６
２８

http://ww
w.vill.shinjo.
okayama.jp
/

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業建設
課

０８６７－
５６－２６
２８

http://ww
w.vill.shinjo.
okayama.jp
/

4,7,8

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

桃の短期栽培体験を随時実施。55
歳未満で、市内で桃を基幹作目とし
て就農を希望する方が対象。参加
費無料（ただし傷害共済や昼食等は
実費）。必要に応じて園主を含め、
関係機関一丸となった就農相談の
実施も可。

－ －
経済部
農業振興
課

0868-72-
6694

市HP
http://ww
w.city.mima
saka.lg.jp/

農業振興
課フェイス
ブックペー
ジ
https://ww
w.facebook.
com/nougy
ousinkouka.
mimasakasi

1,2,4,6,7,8

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
経済部
農業振興
課

0868-72-
6694

市HP
http://ww
w.city.mima
saka.lg.jp/

農業振興
課フェイス
ブックペー
ジ
https://ww
w.facebook.
com/nougy
ousinkouka.
mimasakasi
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

1,2,3
就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業建設
部

0868-38-
3112

sangyou@t
own.shoo.lg
.jp

勝央町

鏡野町新規就農奨励事業

支給の対象
　就農奨励金の交付対象者は、新
たに町内で農業に従事する者で、次
に掲げる条件に該当するものとす
る。
①将来にわたり専業（年間従事日数
がおおむね200日以上）として、農業
経営を続けていく意志と条件を有す
ること。
②年齢が就農開始年度始めにおい
て、15歳以上40歳以下であること。
③夫婦で該当する場合は、いずれ
か一方のみに交付するものとする。
④町内に住民票を有するとともに生
活の実態があり、今後も居住し続け
ること。

１年目：400,000円、２年目：300,000
円、３年目：300,000円、計：1,000,000
円

－ －
産業観光
課

（0868）
54-2987

http://ww
w.town.kag
amino.lg.jp/

4

http://ww
w.town.kag
amino.lg.jp/

4,7,8

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。 － －
産業観光
課

（0868）
54-2987

http://ww
w.town.kag
amino.lg.jp/

9

鏡野町

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業観光
課

（0868）
54-2987

http://ww
w.town.kag
amino.lg.jp/

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業観光
課

（0868）
54-2987
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

－ －
産業振興
課

0868-36-
4114

www.town.
nagi.okaya
ma.jp

9

－ －
産業振興
課

0868-36-
4114

www.town.
nagi.okaya
ma.jp

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業振興
課

0868-36-
4114

www.town.
nagi.okaya
ma.jp

4,7,8

9

農業研修助成金支給要綱（借家住宅助
成金）

岡山県就農促進トータルサポート事
業における農業実務研修生

実務研修生期間中に家賃補助を行
う　月額賃借料の２分の１以内又は
20,000円のいずれか低い額

－ －
産業建設
部

0868-38-
3112

sangyou@t
own.shoo.lg
.jp

9

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － －
産業建設
部

0868-38-
3112

sangyou@t
own.shoo.lg
.jp

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／３を助成

－ －
産業建設
部

0868-38-
3112

sangyou@t
own.shoo.lg
.jp

9

勝央町

奈義町

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

久米南町

9

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業建設
課

０８６－７
２８－４４
１２

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業建設
課

０８６－７
２８－４４
１２

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

4,7,8

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ －
産業観光
課

0868-79-
2111

http://ww
w.vill.nishia
wakura.oka
yama.jp/

4,7,8
西粟倉村

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ －
産業観光
課

0868-79-
2111

http://ww
w.vill.nishia
wakura.oka
yama.jp/

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（１０万円）を支給する。 － －
産業観光
課

0868-79-
2111

http://ww
w.vill.nishia
wakura.oka
yama.jp/

1,2,3
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

空き家活用促進事業

・空き家を購入もしくは賃借又は無
償で使用する入居者
・入居者に賃貸又は無償で使用させ
る空き家所有者

○補助対象経費
・台所、トイレ及び風呂の改修費用
・簡易水道及び公共水道への接続
費用
・その他、屋内での改修費用
（※ただし簡易な改修費用は除く）

○補助金の額
補助対象経費の総額に１０分の４を
乗じて得た額で、上限５０万円。ただ
し申請時に入居者が以下の要件を
満たす場合は上限１００万円

・夫婦のどちらかが満４０歳未満
・満４０歳未満の単身者
・義務教育修了前のお子さんがいる
方

－ －
定住促進
課

０８６ー７
２８ー２１
３４

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

8

民間賃貸住宅家賃助成制度

・町内に住所を有し、かつ、生活の
本拠を有する方で、以下の（１）また
は（２）に該当し、かつ（３）から（５）ま
でのすべての条件を満たす者

（１）結婚した方（婚姻の予約者を含
み、男女いずれかが満４０歳未満）
であること
（２）義務教育修了前のお子さんが
いる方
（３）自ら賃貸住宅等の家賃を支払っ
ていること
（４）世帯全体に町税等の滞納がな
いこと
（５）世帯全員が「暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律」に
規定する暴力団員でないこと

月額家賃の１０分の４を助成し、上
限を１.５万円とする。ただし、勤務先
から支払われる住宅手当等は除く。 － －

定住促進
課

０８６ー７
２８ー２１
３４

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

8

農地流動化推進事業

以下の全ての条件に該当するもの
とする。

・久米南町内に住所を有する者
・久米南町内の農地の契約であるこ
と
・農家経営における農地面積が、権
利設定後50a以上を耕作している者
・米穀の需給調整の目標に沿って生
産していること
・借りた農地を保全管理（休耕）して
いない者（ただし、いつでも耕作でき
る状態に維持管理している者は除
く）

農用地の流動化による経営規模の
拡大と低コストの農業経営を推進す
るとともに、荒廃地を防止するため
に、利用権設定を受けた者に対し契
約の初年度のみ補助金を交付す
る。

賃貸借契約の場合

・認定農業者及びこれに準ずる農業
者に対し、契約年数3年以上6年未
満の者：
10,000円/10a

・認定農業者及びこれに準ずる農業
者に対し、契約年数6年以上の者：
14,000円/10a

・上記以外の農業者に対し、契約年
数3年以上6年未満の者：
8,000円/10a

・上記以外の農業者に対し、契約年
数6年以上の者：
12,000円/10a

※使用貸借契約の場合は補助額が
上記の1/3以内。

- -
産業建設
課

０８６－７
２８－４４
１２

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

7

－
産業建設
課

０８６－７
２８－４４
１２

http://ww
w.town.kum
enan.okaya
ma.jp/

奨励金（１０万円）を支給する。 － 9

久米南町

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

9

1,2,3

就農促進トータルサポート事業（早期経
営確立支援事業）

農業実務研修事業により、就農が
確実と見込まれる者又は独立・自営
就農後１年以内の新規就農者であ
ること。

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農地の賃借料及び
土づくり資材費を助成。（事業費の
上限は、対象農地10ａ当たり100千
円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、入居する住宅の賃
借料を助成。（事業費の上限は、事
業対象者1人当たり年額720千円）

新規就農者等の就農前後の負担を
軽減するため、農業経営で使用する
中古農機具・施設や入居する住宅
等の修繕経費を助成。（事業費の上
限は、事業対象者1人当たり900千
円）

※事業の実施は、事業種目毎に事
業対象者当たり１回限り。
※事業費の１／２を助成

－ － 産業課
０８６８－
６６－１１
１８

http://ww
w.town.mis
aki.okayam
a.jp/

4,7,8美咲町

就農促進トータルサポート事業（農業実
務研修事業）

※農業体験研修修了後、１年以内
の者。
※研修主体から農業実務研修生の
認定を受けた者であること。
（将来、地域農業を担う中核的な担
い手となる者と認められる者）
※農業体験研修の要件
・申請時の年齢が55歳未満であるこ
と。
・農業生産基盤を有せず、かつ相続
により確保する見込がない者である
こと。または青年就農給付金事業の
うち、準備型の対象となる者である
こと。

※新規就農希望者に対し、就農を
希望する市町村の先進農家等にお
いて、研修費を支給しながら２年以
内の技術の習得や農地・住宅の確
保、地域の絆づくり等により独立・自
営就農するための実践的な研修を
行う。

※研修費の助成額：１２５千円/月

－ － 産業課
０８６８－
６６－１１
１８

http://ww
w.town.mis
aki.okayam
a.jp/

就業奨励金

新たに県内で農業に従事した者で、
次に掲げる条件に該当する者とす
る。
ア　将来にわたり専業（年間従事日
数が概ね２５０日以上）として農林漁
業経営を続けていく意志と条件を有
すること。
イ　年齢が申請年度初めにおいて、
３９歳以下であること。
ウ　過去に就業奨励金（岡山県就農
奨励金を含む。）の支給を受けたこ
とがないこと。

奨励金（５万円）を支給する。 － － 産業課
０８６８－
６６－１１
１８

http://ww
w.town.mis
aki.okayam
a.jp/
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

ttp://www.
city.hiroshi
ma.lg.jp

「スローライフで夢づくり」新規就農者育成事業

①広島市か安芸太田町に居住する
者、または居住見込みの者
②研修修了後（平成27年4月以降），
斡旋する10a以上の農地に就農する
見込みがある者
③就農後，農地等の適切な管理を
行うとともに、地域の方々と協調して
活動できる者
④生産した農産物を直売所等を通じ
市民に供給できる者
※平成２８年度予算の成立を踏まえ
て実施

研修期間：平成28年4月1日から1年
間
研修場所：広島市農業振興セン
ター、先進農家、市内直売所、研修
農場等
研修内容：栽培の基礎実習（播種・
育苗方法、農機具の使用方法、土
壌管理の方法等）及び学科、先進農
家で体験実習・視察
原則として週３回（月・水・金曜日）午
前９時から午後３時まで）

平成27年
10月1日
～平成27
年11月30
日

15名以内

（公財）広
島市農林
水産振興
センター
農業振興
課

082-842-
4421

http://ww
w.city.hiros
hima.lg.jp

1，2，3，7

ふるさと帰農支援事業

①広島市、竹原市、大竹市、安芸太
田町のいずれかに農地を持つ者
②就農できる農地があり、研修修了
後、市内で野菜や花の販売農家とし
て就農する見込みがある者
※平成２８年度予算の成立を踏まえ
て実施

・栽培の基礎実習（は種・育苗方法、
農機具の使用方法、土壌管理の方
法、出荷方法等）
・講義（農業法令、鳥獣害対策、土
壌肥料、病害虫防除、営農等）
・先進農家で体験実習・視察
研修期間：平成28年4月から1年間
原則として週2日（火曜日・木曜日），
午前9時から午後3時まで

平成27年
10月1日
～平成27
年11月30
日

15名以内

（公財）広
島市農林
水産振興
センター
農業振興
課

082-842-
4421

http://ww
w.city.hiros
hima.lg.jp

1，2，3

“チャレンジ”女性農業者育成事業

①広島市、竹原市、大竹市、安芸太
田町のいずれかに農地を持つ女性
②広島市内に農地があり、研修修
了後、市内で野菜や花の生産販売
農家として農業を行うことができる者
※平成２８年度予算の成立を踏まえ
て実施

・栽培の基礎実習（は種・育苗方法、
農機具の使用方法、土壌管理の方
法、出荷方法等）
・講義（農業法令、鳥獣害対策、土
壌肥料、病害虫防除、営農、農産加
工等）
・先進農家で体験実習・視察
研修期間：平成28年4月から1年間
原則として週2日（火曜日・木曜日）
午前9時から午後3時まで

平成27年
10月1日
～平成27
年11月30
日

15名以内

（公財）広
島市農林
水産振興
センター
農業振興
課

082-842-
4421

http://ww
w.city.hiros
hima.lg.jp

1，2，3

農業継承円滑化支援事業
（農業継承初期支援給付金）

認定新規就農者のうち、次の全ての
条件を満たす者
①国の青年就農給付金の交付対象
とならない者
②農業を20年間継続する見込みの
者
③前年の農業所得が250万円未満
の者

農業継承初期支援給付金の交付
交付額　１００万円／年（５年間を限
度に交付）

― ―

広島市役
所農政課

各区農林
課

082-504-
2247

― 4

農業継承円滑化支援事業
（農業継承者施設整備等補助金）

農業継承初期支援給付金の交付対
象者

対象事業①ビニールハウスなどの
農業用施設の整備
　　　　　②トラクターなど農業用機械
の購入
補助率　１／２
限度額　対象事業ごとに１００万円

― ―

広島市役
所農政課

各区農林
課

082-504-
2247

― 4

リースハウス整備事業

国の支援を受けることのできない農
業者
（認定農業者、認定新規就農者では
ない農業者又は、農業振興地域以
外の農地で農業を行う認定農業者、
認定新規就農者）

・国の支援を受けることのできない
意欲ある農業者が整備する生産施
設用ビニールハウス（概ね２ａ以上）
の資材費の一部を助成する。

― ―

広島市役
所農政課

広島市農
業協同組
合

安芸農業
協同組合

082－
504-2247

― 4

広島県

（公財）広
島市農林
水産振興
センター
農業振興
課

082-842-
4421

1，2，3，
4，7

広島市

”ひろしま活力農業”経営者育成事業

①18歳から原則40歳までの者
②農地を有していない者
③研修修了後、広島市内または安
芸太田町に野菜栽培で就農し、市
場等へ販売する見込みのある者
④就農後、農地等の適切な管理を
行うとともに、地域と協調して活動で
きる者
※広島市内に就農する場合は、広
島市内に居住、または居住見込み
がある者
※平成２８年度予算の成立を踏まえ
て実施

野菜栽培の基礎の実習及び学科，
先進農家で体験実習・視察
就農支援（修了後）：農地の斡旋，農
業施設の確保，経営･技術指導
研修期間：平成28年4月1日～平成
29年11月30日（1年8ヶ月）
毎週月～金曜日　午前８時３０分か
ら午後５時１５分まで

平成27年
10月1日
～平成27
年11月30
日

若干名
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農者総合支援事業
（実践農業技術研修支援奨励金）

研修生：研修終了時の年齢が４５歳
以下の者で，研修終了後１年以内
に呉市で独立自営就農を目指す者
研修先：呉市内の認定農業者で，呉
市に研修計画を提出し，その計画が
認められた者

呉市に就農を希望する者が就農前
に研修を行う際，研修受入先（呉市
内認定農業者）に対して研修に係る
費用の一部を助成する
研修期間：６ヶ月～２年以内
対象：研修を受け入れる呉市内認定
農業者に助成
助成額：１ヶ月８万円

随時 ２名
呉市農林
水産課

0823-25-
3318

－ 6

新規就農者総合支援事業
（新規就農定着支援奨励金）

①60歳以下の者
②農業専業経営を呉市内で新規に
開始して５年以内の者又は親元就
農して５年以内の者で，２０ａ以上の
農地について経営の主宰権を持つ
者
③県立農業技術大学校を卒業した
者又は同等の農業実務経験が１年
以上あり，農業技術力のある者

対象：専門技術の習得，先進農業研
修，設備の整備，農地の取得等に
係る費用
助成額：新規参入者→全額，限度額
１００万円，
後継者→補助率１/２以内，限度額
100万円

事業開始
までの間

２名
呉市農林
水産課

0823-25-
3318

－ 4

栽培技術習得セミナー
呉市内に在住する者で，市内に５ａ
以上耕作可能な農地がある65歳以
下の者

野菜，花卉についての基本的な栽
培方法の研修
実施期間：毎年５月～３月

毎年４月 10名程度
呉市農林
水産課

0823-25-
3318

－ 2

新規就農者育成研修事業

①三原市内に在住の者又は居住見
込みの者
②研修修了後，直ちに三原市内で
就農する見込みのある者
③研修開始時点で，原則18歳以上
44歳未満である者
④研修の全期間について参加可能
であること

三原市園芸振興センター及び協力
農家による農産物の栽培実習と栽
培に必要な基礎知識の講義
月額７万円の研修奨励金を交付

12月から
（定員に
なり次第
終了）

2名
三原市農
林水産課

0848-67-
6077

http://ww
w.city.miha
ra.hiroshim
a.jp

2

新規就農者支援事業

①三原市内に住所を有する者
②新規就農・経営継承総合支援事
業青年就農給付金（経営開始型）を
受ける者
③過去に新規就農支援事業の対象
となった者は対象外

営農に係る施設，機械の導入経費
及び農産物の栽培に係る種苗，資
材の経費に対し助成

予算の枠
に達した
時点で締
め切り

5名
三原市農
林水産課

0848-67-
6077

http://ww
w.city.miha
ra.hiroshim
a.jp

4

農業用機械・施設整備支援事業（ふくや
まブランド農産物生産拡大事業，やりが
い農業実践事業）

（１）ふくやまブランド農産物生産拡
大事業：市内在住の新規就農者等
研修修了者
（２）やりがい農業実践事業：県，市
等の農業研修を受講・修了した市内
在住の新規就農者

（１）ふくやまブランド農産物生産拡
大事業
研修を修了し，園芸作物生産者団
体の組合員となった市内在住の新
規就農者等が，栽培開始に際して
導入する栽培出荷用機械・施設費
の一部を予算の範囲内で補助す
る。
（２）やりがい農業実践事業
新規に就農を希望する市内在住の
定年帰農者，非農家出身者等（１８
歳以上６７歳未満）が農業研修（県，
市等）を修了後（研修中途において
農業技術を習得したとみなされる場
合を含む）２年以内で，就農する際
に導入する栽培出荷用機械・施設
費の一部を予算の範囲内で補助す
る。

―
予算の範
囲内

福山市地
産地消推
進課

084-928-
1242

― 4

新規就農者等研修事業 市内の園芸作物生産者団体

市内の園芸作物生産者団体が実施
する，新規就農者等に対する研修
に要する報償費の一部を予算の範
囲内で補助する。

―
予算の範
囲内

福山市地
産地消推
進課

084-928-
1242

― 6

農業担い手研修

①概ね63歳まで（研修年の4月1日
現在）
②福山市内に移住する者，または
移住見込みの者
③研修修了後，農産物を販売する
計画を持っている者
野菜部門15名程度，果樹部門10名
程度

内容：野菜，果樹栽培講習及び実習
（園芸センター及び市内農家）
期間等：4月～3月（週1回）

2月1日～
28日

予算の範
囲内

福山市地
産地消推
進課

084-928-
1242

― 2

呉市

三原市

福山市

243



自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農者機械等導入支援事業

①土地や資金等を独自に調達し新
たに農業経営を開始する者（新規
参入者）
②三親等以内の親族の農業経営を
継承する者（経営継承者）
【条件】
・農業経営開始日の年齢が，原則
４５歳未満であること。
・農業経営開始日の属する年度か
ら起算して３年以内であること。

①新規参入者
【補助率】機械等導入経費の３分
の２
【補助上限】２００万円
②経営継承者
【補助率】機械等導入経費の２分
の１
【補助上限】１００万円

随時（事
前にご相
談くださ
い。）

予算の範
囲内

三次市農
政課

0824-62-
6164

http://ww
w.city.miyo
shi.hiroshi
ma.jp/nouri
n_m/hojyo-

jigyou-
ichiran/hoj

yo-
jigyou3_6.ht

m

4

新規就農者研修受入支援事業

【支援対象者】
・三次市内に居住し，三次市内で
農業を営む認定農業者，指導農業
士等
【受入農家の要件】
・研修の実施体制及び施設が整っ
ていること
・就農に向けて必要な技術・知識
等を習得できる研修内容であるこ
と
・１月における研修日数は原則２
０日以上であること
・研修生の親族（三親等以内の
者）でないこと
・世帯員全員が補助金の交付申請
時に納付すべき納期限の到来した
市税，料等を完納していること
【研修生の要件】
・原則５０歳未満であり，就農に
むけ強い意欲を有していること

・３万円以内／月
※最長１２ヶ月

随時（事
前にご相
談くださ
い。）

予算の範
囲内

三次市農
政課

0824-62-
6164

http://ww
w.city.miyo
shi.hiroshi
ma.jp/nouri
n_m/hojyo-

jigyou-
ichiran/hoj

yo-
jigyou3_2.ht

ml

6

集落法人等新規雇用事業

【支援対象者】
・三次市内で農業経営を営む集落
法人及び認定農業者
【条件】
・三次市内に所在地を有している
こと
・補助金の交付申請時に納付すべ
き納期限の到来した市税，料等を
完納していること
・原則として50歳未満の新規雇用
者を雇用すること
・新規雇用者との間に原則１年以
上の雇用契約を締結しているか，
又は締結する予定があり，かつ，
事業終了後も雇用を継続する予定
であること
・新規雇用者と労働条件通知書に
よる労働契約を締結し，就業規則
を作成すること
・過去において雇用に関する法令
違反等がないこと
・本事業に係る新規雇用者と集落
法人との間において，今回の雇用
契約以前に正規の従業員（パー
ト，アルバイトを除く。）として
の雇用関係がないこと

・後継者の育成を図る場合　月額
１０万円／人
・経営の多角化（新規作物の栽
培，新規加工品開発）を図る場合
月額１５万円／人
※補助対象事業は集落法人は２年
以内で認定農業者は１年以内
※集落法人及び認定農業者の新規
雇用者は単年度１名

随時（事
前にご相
談くださ
い。）

予算の範
囲内

三次市農
政課

0824-62-
6164

http://ww
w.city.miyo
shi.hiroshi
ma.jp/nouri
n_m/hojyo-

jigyou-
ichiran/hoj

yo-
jigyou3.htm

l

5

三次市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農者育成事業奨励金（準備型）

【対象者】
①新規就農者総合支援事業（青年就
農給付金）（準備型）の対象とならない
新規就農希望者
②原則45歳未満
【要件】
①研修期間２年以内
②広島県立農業技術大学校及び市
長が認めた先進農業者又は先進農
業法人で研修で１年以上の営農研修
を終了すること
③研修終了後１年以内に就農し、２年
以上継続すること（法人就農、親元就
農を含む）
④他の同様な助成を受けていないこ
と
⑤市が行う新規就農者意見交換会等
に参加すること

定額７万円/月（研修期間２年以内） 随時

事前相談
予算措置
されてい
る者

庄原市農
業振興課

0824-73-
1131

http://ww
w.city.shob
ara.hiroshi
ma.jp/indu
stry/nogyo

/post-
115.html

3

新規就農者育成事業奨励金（経営開始型）

【対象者】
①新規就農者総合支援事業（青年就
農給付金）（経営開始型）の対象とな
らない経営開始直後の新規就農者
②原則45歳未満
③認定新規就農者又は広島県知事
から就農計画の認定を受けた認定就
農者
【要件】
①独立・自営就農、親元就農
②市が行う新規就農者意見交換会等
に参加すること
③他の同様な助成を受けていないこ
と

定額７万円/月（就農３年以内） 随時

事前相談
予算措置
されてい
る者

庄原市農
業振興課

0824-73-
1131

http://ww
w.city.shob
ara.hiroshi
ma.jp/indu
stry/nogyo

/post-
115.html

4

新規就農施設等整備補助金

【対象者】
認定新規就農者又は広島県知事から
就農計画の認定を受けた認定就農者

新規就農者が農業経営を開始するの
に必要となる施設・機械等の購入に
必要な経費を補助する
【要件】
①独立・自営就農、親元就農３年以
内
②市が行う新規就農者意見交換会等
に参加すること

補助期間：就農後３年以内
補助額：対象経費の１/２以内（対象
経費の上限は1,000万円）

随時

事前相談
予算措置
されてい
る者

庄原市農
業振興課

0824-73-
1131

http://ww
w.city.shob
ara.hiroshi
ma.jp/indu
stry/nogyo

/post-
115.html

4

新規就農定着支援補助金

【対象者】
①原則45歳未満
②農業経営改善計画の庄原市の認
定を受けた認定農業者
【要件】
新規就農者が専門的技術の習得、先
進農業研修に要する経費を助成する
対象要件：
①独立・自営就農、親元就農５年以
内
②市が行う新規就農者意見交換会等
に参加すること
対象とする研修等：
①広島県立農業技術大学校・県内の
農業関係試験研究機関及び先進農
家等の技術力を活かした、農業に必
要な実践技術・基礎知識を栽培管理
技術研修と講義を主体とした実践的
研修
②先進農家等の企画立案による営
農・経営・技術の段階的向上に向けた
先進地視察、長期農業技術研修等

補助額：対象経費の１/２以内（５年間
通算の補助金上限額は50万円以内）

随時

事前相談
予算措置
されてい
る者

庄原市農
業振興課

0824-73-
1131

http://ww
w.city.shob
ara.hiroshi
ma.jp/indu
stry/nogyo

/post-
115.html

3

廿日市市 廿日市市新規農業経営者育成事業

①研修開始時の年齢が、１８歳から
原則４４歳未満の方
②研修終了後、直ちに廿日市市内
に居住し、軟弱野菜栽培（ほうれん
そう、こまつな等）で就農する見込み
のあること
③就農後、地域の方と協調し営農
活動できること

①研修期間：２年間　平成27年９月
上旬から平成29年８月31日まで
②研修場所：廿日市市佐伯地域・吉
和地域
③研修内容：研修生毎に研修計画
を策定し、それに基づき１年目基礎
研修、２年目実践研修を実施。作目
及び営農作目は、軟弱野菜（ほうれ
んそう、こまつな等）に限定

平成27年
５月１日
（金）～平
成27年７
月17日
（金）

2名
廿日市市
農林水産
課

0829-30-
9143

- 2

安芸高田市 農業後継者育成支援事業

広島県立農業技術大学校へ入学
し，将来管内で新規就農を予定する
者で，次のすべての要件を満たす者
①JA広島北部管内高校を中心とし
た卒業者
②JA広島北部管内に住所のある者
③心身ともに健全であること
④年齢は28歳以下
（JA広島北部管内で毎年３名程度）

・新規就農に至るまでの経営基盤整
備，資金，施設導入に係る指導・支
援を実施する
・育成期間は５年間（２年間の就学
及びJAにおける３年間の現場実務
研修）。ただし，大学校卒業時及び
現場実務研修中に新規就農が計画
された場合その限りでない。

大学校に
入学する
前年度の
8月末ま
で

３名程度
安芸高田
市地域営
農課

0826-47-
4021

－ 2，3

庄原市

245



自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

東広島市新規就農者育成研修事業

市内に住所を有する者で，次の条
件をすべて満たす者。
①18歳以上45歳未満の者
②高等学校を卒業した者またはこれ
と同等の学力を有し，研修の受講が
可能な者
③研修開始までに市内に住所を有
することができる人
④研修の全期間について研修に参
加でき，かつ，通所可能な者
⑤研修修了後，市内で就農し，認定
農業者（農業所得５００万円を目指
す者）を目指す意欲のある者
⑥研修開始までに市内に就農可能
な農地を確保している人または、研
修期間中に確保する見込みのある
人

※研修を受けるためには園芸セン
ターが主催する短期農業体験を事
前に受講することが必要です。

研修期間：1年間
研修場所：東広島市園芸センター，
先進農家，その他
研修内容：野菜及び花きの栽培基
本技術を習得するための実習，講
義，視察等をもって構成する。

－ －
園芸セン
ター

082-433-
4411

http://ww
w.city.higas
hihiroshima
.hiroshima.j
p/soshiki/
32/kennsy
uuseibosyu

u.html

2

東広島市園芸日曜講座
近い将来、就農を考えている人や高
校生以上の学生など、農業未経験
の人。

研修期間：６月～翌年３月、全１８
回，日曜日開催
研修場所：東広島市園芸センター
研修内容：（1）野菜栽培や就農準備
などについて基礎的な講義を行う。
　　　　　　　（2）園芸センターほ場で
実物を前にして講習。

－ －
園芸セン
ター

082-433-
4411

－ 2

東広島市野菜・花き・果樹生産講座
市内在住で農地があり，野菜・花き・
果樹いずれかを出荷し，所得を得よ
うとする人

研修期間：１年間（月１回，年間１２
回程度）
研修場所：東広島市園芸センター他
研修内容：園芸作物の生産に関す
る栽培技術、経営について実習・講
義を行う。

－ －
園芸セン
ター

082-433-
4411

－ 2

貸出用（小型・経営拡大等）栽培施設購
入費補助事業

農業者団体（株式会社等を除く。）及
び農業協同組合

栽培施設において園芸作物の栽培を
行う実需者（５年間以上継続して栽培を
行う者に限る。）に対して貸し出す栽培
施設（小型：価格が１０万円以上のもの
で、かつ、床面積が４０平方メートル以
上１８０平方メートル未満のものに限
る。経営拡大等：床面積が１８０平方
メートル以上のものに限る。）に係る次
に掲げるものの購入に要する経費
(1)　本体（骨組み及びビニール等の被
覆資材をいう。以下同じ。）
(2)　附帯設備（かん水設備、換気設
備、内張その他市長が別に定める設備
であって、本体と合わせて貸し出すもの
をいう。以下同じ。）

小型：補助対象経費の３分の１に相当
する額又は２０万円のいずれか低い
額。ただし、床面積１平方メートル当た
りの補助金額は、２千円を限度とする。
経営拡大等：補助対象経費の２分の１
に相当する額又は２００万円のいずれ
か低い額。ただし、床面積１８０平方
メートル当たりの補助金額は、４０万円
を限度とする。

－ －
園芸セン
ター

082-433-
4411

－ 4

担い手育成土壌改良事業 認定農業者等（市税の滞納がない者

園芸作物を栽培する農地に係る土
壌の改良（５アール以上の面積の農
地を対象とするものに限る。）のため
にする次に掲げるものに要する経費
(1)　有機質堆肥の購入等
(2)　客土の購入等

補助対象経費の２分の１に相当する
額又は次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定める額のいずれか
低い額

－ －
園芸セン
ター

082-433-
4411

－ 4

東広島市
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江田島市新規就農研修事業

①就農時４５歳未満の者
②農業経営に対し強い意志がある
者
③研修中及び研修修了後，市内で
居住と就農が可能な者
※書類審査及び面接により選考

対象作物：主にきゅうり・菊
研修内容：実践研修（栽培管理実
習，農業の基礎知識の座学研修）
　　　　　　　経営管理（経営計画づく
り，販売方法，農業経営の会計や税
務申告等）
　　　　　　　就農研修（農地取得や就
農に関する手続き）
研修期間：最長２年間
※研修期間中，就農後の経営計画
を作成し提出すること

平成27年
11月1日
～平成27
年12月25
日

若干名
江田島市
農林水産
課

0823-40-
2770

http://ww
w.city.etaji
ma.hiroshi
ma.jp

2

江田島市農業用ハウス等整備事業
江田島市新規就農研修事業修了者
（研修修了後，５年を経過した月の
属する年度までの者）

農業用ハウスの新設，建替え，改修
及び付帯施設の更新に係る経費の
一部を補助。

- -
江田島市
農林水産
課

0823-40-
2770

http://ww
w.city.etaji
ma.hiroshi
ma.jp

4

営農用施設機械器具整備事業
新規就農者、農業生産法人、認定
農業者

ビニールハウスの整備に要する経
費を補助。
１施設規模が100㎡以上の耐雪型で
新設。

－ －
安芸太田
町産業振
興課

0826-28-
1973

－ 4

広島市との連携事業
”ひろしま活力農業”経営者育成事業

①18歳から原則40歳までの者
②研修修了後，直ちに安芸太田町
内に居住し野菜栽培で就農する見
込みがある者
③就農後，地域の方と協調して活動
できる者

野菜栽培の基礎の実習及び学科，
先進農家で体験実習・視察
就農支援（修了後）：農地の斡旋，農
業施設の確保，経営･技術指導
研修期間：平成27年4月1日～平成
28年11月30日（1年8ヶ月）
毎週月～金曜日　午前８時３０分か
ら午後５時１５分まで

平成26年
10月1日
～平成26
年12月27
日

１名
安芸太田
町産業振
興課

0826-28-
1973

－ 1.2.3.4.7

農業者大学校修学支援
（新規就農者総合対策事業）

町内在住者で申請時に25歳以下の
もの

町内在住者が，町内において就農
することを目的に農業者大学校での
修学を希望し，町の支援を受けた
者。

－ － 9

就農時初期投資支援
（新規就農者総合対策事業）

町の認定研修生（申請時.39歳以
下）

認定研修生が就農時に必要な初期
投資，または研修生受け入れ法人
が当該研修生を常時雇用するため
に必要な一定のビニールハウスま
たは農業用機械を導入する場合。

－ － 2

就農後経営支援
（新規就農者総合対策事業）

町の認定研修生（申請時39歳以下）
認定研修生が就農後，経営が安定
するまでの間（5年限度）。

－ － 2

新規就農支援
（新規就農者総合対策事業）

①認定新規就農者の認定を受けた
者
②就農後3年間町に対し決算書の
提出
③申請時39歳以下の者

認定研修生以外の者が，認定新規
就農計画を作成し認定を受けた場
合。

－ － 3

認定研修生研修支援
（新規就農者総合対策事業）

町の認定研修生（申請時39歳以下）
①集落法人研修（研修修了後，受け
入れ法人の構成員となる）
②先進農家研修（自立就農する）

－ － 9

江田島市

安芸太田町

北広島町
北広島町
新規就農
支援会議

050-
5812-
1857

http://ww
w.town.kita
hiroshima.l
g.jp/sangyo
ka/syunoto
p.html
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世羅町ニューファーマー支援事業

①②⑤認定新規就農者⇒独立自営
就農

③④⑤認定農業者⇒後継者雇用

①45歳以上55歳以下で「人・農地プ
ラン」に位置付けられ新規で独立・
自営就農する認定新規就農者
②45歳以上55歳以下で「人・農地プ
ラン」に位置付けられ親元就農する
者で、新規で独立・自営就農する者
同等の経営リスクを負って経営を開
始し、事業完了後１年以内に事業継
承又は独立した部門経営を行う認
定新規就農者
③認定農業者（個人）が5年以内に
認定農業者となりその事業を継承す
る55歳以下の者を雇用する場合
④認定農業者（法人）が5年以内に
組織の役員となりその事業を継承す
る55歳以下の者を雇用する場合
⑤事業対象者は申請時また事業実
施後５年以上、町内へ住所を置く者
助成額：上限12.5万円/月、（150万
円/年）
夫婦の場合1.5倍
最長５年間

－ － 2，3

未来創造支援事業　世羅町人財育成支援事業

・新規就農希望者（Iターン・Uターン
で世羅町内での就農を目指す満40
歳未満の者）
・普通自動車免許を取得している者

世羅町での就農を目指す原則40歳
未満の新規就農希望者を対象に，
就農に必要な技術や知識の習得を
支援する研修を行い，世羅町の農
業の担い手を育成する。
研修期間：原則１年間か２年間
研修内容：先進農家での実践研修
及び座学研修
国の青年就農給付金（準備型）事業
を活用するものに対し，青年就農給
付金の給付期間を上限として　２万
５千円／月を支給
学費：無料（研修に係る交通費，食
費，作業服は個人負担とする）

４月、７
月、10
月、１月

－ 2，3

神石高原町 新規就農者支援事業

農業に対し，強い意志と意欲のある
１８歳以上５０歳以下の新規就農希
望者で，神石高原町に定住し営農
する者（認定後，引き続き１０年以上
就農できる者）就農５年後の目標農
業所得が２５０万円以上の営農計画
等の提出が必要

支援金
１年目：１２０万円（１０万円＊１２ヶ
月）
２年目：８４万円（７万円＊１２ヶ月）

－ －
神石高原
町産業課

0847-89-
3337

http://ww
w.jinsekigu
n.jp/ja/tow
n/introduct
ion/formati
on/sangyo
u1/nourin/
nougyousie
n/

4

アグリサポート21事業

①広島市の“ひろしま活力農業”経
営者育成事業の研修生

②広島市リースハウス整備事業の
導入者（ただし、広島市に在住のＪＡ
広島市正組合員の方）

①経営体育成総合支援事業の導入
により、ビニールハウス、客土、予冷
庫、灌水施設を導入。補助残に対
し、リース料を設定し、10年間のリー
スを行う。

②広島市リースハウス整備事業の
導入により、ビニールハウス部材を
導入。補助残によりリース料を設定
し、７年間のリースを行う。

- -
営農販売
部指導販
売課

082-870-
5893

9

元気な担い手育成塾

①ＪＡ広島市管内に居住する方、ま
たは居住見込みの方
②原則５０歳以上の方
③将来就農する見込みのある方

座学：原則毎月第3木曜日19：00～
21：00
実習：原則毎月第2土曜日及び第4
水曜日9：00～12：00
受講料：25,000円

平成26年
１１月12
日～１２
月30日

１５名程
度

営農販売
部指導販
売課

082-870-
5893

2

百姓一輝の会
ＪＡ広島ゆたか管内で果樹農業を開
始した者（40歳代以下）

毎月定例会を開催
栽培技術向上に特化した研修
※管内のレモン栽培優良農家２名を
サポーターとして協力依頼

－ －
ＪＡ広島
ゆたか営
農販売課

0823-66-
2013

－ 2

ＪＡ農業塾 大崎上島町内で農業に取り組む者

研修内容　肥料・農薬の基礎知識、
栽培技術の基礎、視察など
対象作物　野菜・果樹
研修回数  果樹コース　年12回
　　　　　　　野菜コース　年  4回
受講料　果樹コース　2,500円
受講料　野菜コース　1,500円

－ －
ＪＡ広島
ゆたか営
農販売課

0823-66-
2013

－ 2，3

JA広島市

http://ww
w.ja-

hiroshimas
hi.or.jp

JA広島ゆた
か

世羅町
世羅町産
業振興課

0847-22-
5304

http://ww
w.town.ser
a.hiroshima
.jp/
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かんきつ農業塾（瀬戸田地域） JA三原管内に居住する者（30名）

対象作物：園芸（かんきつ）
期間等：平成27年４月～平成28年３
月（年10回程度）
受講料：1,000円（別途副本代）

－ －

ＪＡ三原
柑橘事業
本部せと
だ営農指
導課

0845-27-
1885

－ 2

かんきつ農業塾（沿岸部地域） JA三原管内に居住する者（20名）

対象作物：園芸（かんきつ）
期間等：平成27年１月～平成27年
12月（年12回程度）
受講料：1,000円（別途副本代）

－ －
ＪＡ三原
営農販売
課

0848-63-
3438

－ 2

JA呉 えたじま果樹農業塾
江田島市内で販売目的で果樹農業
に取り組む方

対象作物：果樹全般
期間等：平成26年４月～平成27年３
月
受講料：5，000円

－ －

JA呉　江
能（江田
島）営農
センター
内江能地
域果樹振
興対策会
議

0823-40-
3430

－ 2，3

ＪＡ三次 あすなろう塾
ＪＡ三次管内で農業を志す者で特に
直売所への野菜販売を目指す者。

研修内容　直売所販売に関する基
礎知識，栽培技術の基礎等
対象作物　野菜・果樹・花卉など
研修期間・回数
　短期コース　４か月　５回
　専門コース　７か月　10回
受講料　短期コース　5,000円
　　　　　 専門コース　10,000円

－ －

ＪＡ三次
営農セン
ター内営
農企画課

0824-66-
3802

－ 2，3

ＪＡ安芸 JA安芸の野菜作り実習
JA安芸組合員または、その家族（20
名）

平成27年4月～11月まで　月2回(全
15回)

－ －
JA安芸
営農指導
センター

082-855-
6176

－ 2

JA三原
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岩国市 新規就農者経営安定対策事業
本市の区域内において就農する65
歳までの認定（新規）就農者

農産物の生産、加工等の経営開始
若しくは改善に必要な機械・施設の
購入又は農地等の改良・造成に係
る費用を支援。
就農した年度から３年間を補助対象
とし、当該年度に要した補助対象事
業に係る総事業費の４分の１以内の
額を補助（３年間の補助は200万円
を限度）。

随時 －
産業振興
部農林振
興課

0827-29-
5113

nourin@city
.iwakuni.lg.j
p

4

大島農業担い手就農支援事業

雇用時の年齢が原則49歳未満であ
り、柑橘を主体とする農業経営者に
なることについて強い意欲を有して
いること。
独立・自営就農または雇用就農を
目指すこと。
研修計画が適当と認められる者で
あること。

事業を委託された機関が雇用し、柑
きつ栽培や集出荷等に関する研修
を実施する。研修期間は1年以内
で、事業受託者に対し、月100,000円
を上限とする委託料を支払う。

3月下旬 2 農林課
0820-79-
1002

－ 2

営農塾・帰農塾・ステップアップ講習会の
開催

周防大島での就農や作業支援を考
えている方

営農塾・・・みかんづくりの基礎的な
生産技術の習得とみかん産地につ
いての理解の促進
帰農塾・・・農業初心者向けに農作
物（野菜、落葉果樹等幅広い作物）
の栽培基礎、農薬散布、農機具の
扱い方等の研修
ステップアップ講習会・・・営農塾卒
塾生に対し、更なる技術の習得を目
的とした講習会
受講料・・・各8,000円/年

3月上旬
～4月中
旬

営農塾：
50

帰農塾：
30

周防大島
担い手支
援セン
ター

0820-79-
1007

－ 2

新規就農者住宅支援事業補助金

本市に設立された集落営農法人等
とし、市外または地区外より農業生
産法人等へ新規就農する者を雇用
する場合とする。

①家賃補助　補助率1/2（限度額25
千円/月　最長5年間）
補助対象家屋は、新規就農者が居
住を希望する借家で、農業生産法
人等が主として営農を行っている集
落内の家屋とする。

随時 ―
経済産業
部農林課

0834-22-
8356

― 5,8

周南市新規就農者営農定着支援事業

事業対象者は、市内に住所を有し、
且つ青年等の就農促進のための資
金の貸付等に関する特別措置法又
は農業経営基盤強化促進法によ
り、市が認定する新規就農者で、就
農後5年以内の者とする。
施設を設置する農地は、農地中間
管理事業により、10年以上の使用
貸借権が設定された農地とする。た
だし、自己が所有、または親族が所
有する農地以外の農地とする。

山口県が行う補助事業により、市が
整備した農業用施設等を対象者へ
貸出しする。
使用料の支払いは、使用開始年度
から分割払いとし、毎年度末までに
当該年度分を支払うものとする。
貸出し期間は、貸出し開始年度を含
めて10年とする。

１０月末
まで

３名以上
経済産業
部農林課

0834-22-
8356

― 4,9

光市 就農促進事業

１　対象者：農業者が組織する団
体、生産農家
２　条件：
 (1)　認定就農者、農業大学校卒業
者、やまぐち就農支援塾受講者又
は光市担い手育成総合支援協議会
が認める者のいずれか（４５歳未満）
 (2)　期間５年間

１　農業生産法人等が新規就農者
を雇用する場合の人件費　５万円／
月
２　農業生産法人等が雇用した新規
就農者の指導に要する経費　３万円
/月
＊１は、農の雇用事業の実施期間
は除く。

- -
農業耕地
課

0833-72-
1400

http://ww
w.city.hikar
i.lg.jp

5,6

山口県

周防大島町

周南市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

山口市自己経営開始支援事業

　当該事業の研修生支援において
研修を実施する認定就農者又は準
ずる者。
　農業開始後３年以内の認定就農
者

　対象者が、新たに農業を開始する
ため、及び就農後に必要となった施
設・機械整備に係る経費についての
助成

　事業主体：農業協同組合又は農業
公社等
　補助率：事業費の1/2以内（上限50
万円）
　※対象者と実施主体とのリース契
約

- -
農林政策
課

083-934-
2946

- 4

新規就農者技術習得施設運営事業

　山口市徳地新規就農者技術習得
支援施設（チャレンジ農場）で２年間
の研修を受ける者
※原則研修開始年度の４月１日に
おいて１８歳以上５０歳未満であっ
て、研修終了後、山口市（原則として
徳地地域、阿東地域、仁保地域、小
鯖地域）に居住し就農する者

　新規就農者技術習得施設を市に
おいて設置し、栽培に必要な技術や
知識等を２年間で習得するための実
践的な研修支援。運営管理につい
ては、指定管理者である公益社団
法人山口市徳地農業公社が行って
おり、専門指導員も配置している。

　研修内容
　　栽培実習（イチゴ、ほうれん草、
ピーマン、やまのいも、水稲等）、
ミーティング、視察研修等

申込受
付：随時
研修開始
年月日：
4/1又は
10/1

-
農林政策
課

083-934-
2946

http://ww
w.city.yama
guchi.lg.jp/
cms-
sypher/ww
w/info/det
ail.jsp?id=4
605

2

農の担い手づくりサポート事業 認定就農者になって５年以内の者

■多角経営支援型
　農業経営の改善や安定化のため、新規作
物の生産や新たな経営部門を開始するため
の取組みにかかるもので、取組の内容が次
に掲げるもの
（１）新規作物の導入に向けた知識及び栽培
技術等の修得に関すること
（２）６次産業化に向けた取組みに関すること
■人材育成支援型
　組織における人材確保や多角的な農業経
営を目指すための必要な資格や免許等の
取得にかかるもので、次に掲げるもの
（１）山口県立農業大学校が行う農業機械研
修
（２）農業用無人ヘリコプター操縦資格
（３）農業経営のための各種簿記検定試験
（４）その他、特に市長が必要と認めるもの
【補助率】
　　多角経営支援型：補助対象経費の1/2以
内、交付限度額は１経営体につき１０万円を
限度
　　人材育成支援型：補助対象経費の1/2以
内、交付限度額は１経営体につき５万円を
限度

- -
農林政策
課

083-934-
2946

- 4

山口市少量多目栽培用ハウス支援事業
青果市場等へ野菜出荷をする生産
者

　農業協同組合が事業主体で、青
果市場等への出荷を目的とした少
量多品目栽培用パイプハウスの資
材費等を支援するもの
　補助率：パイプハウス資材経費の
1/3以内

- -
農林政策
課

083-934-
2817

- 4

防府市 新規就農支援事業 認定新規就農者等

新規就農者が就農初期段階で必要
とする農地の整備又は施設若しくは
機械の取得等に要する経費を支
援。
（補助率：総事業費の１/２以内、補
助金額の上限：５０万円）

随時 -
農林水産
振興課

0835-25-
2358

－ 4

山口県立農業大学校授業料補助
市内出身又は市内に就農を希望す
る農大生

農業大学校の年間授業料を全額支
援。

随時 －
建設経済
部農林課

0837-52-
1115

－ 9

就農支援事業 市内に居住し就農を希望する者
やまぐち就農支援塾の短期研修等
の受講料を全額支援。 随時 －

建設経済
部農林課

0837-52-
1115

－ 3

農業現地研修事業
農業大学校又はやまぐち就農支援
塾に籍を置く者

対象者が市内での研修に係る費用
（宿泊費）の一部を支援。（限度額６
万円／回）

随時 －
建設経済
部農林課

0837-52-
1115

－ 3

農業者円滑化対策事業
市内に居住し就農する就農後５年
以内の者（法人就業も含む）

対象者が営農に必要な施設・機械
の整備に係る経費の一部を支援。
補助金上限５０万円以内、補助率１
／２以内

随時 －
建設経済
部農林課

0837-52-
1115

－ 4

農業者定住促進事業
市内に居住し就農する就農後５年
以内の者（法人就業も含む）

対象者が市内のアパート等に居住
する場合、賃借料２０，０００円／月
を上限に最大で５年間支援。
対象者が市内の家屋に居住し、リ
フォームする場合、１人につき最大１
２０万円を支援。

随時 －
建設経済
部農林課

0837-52-
1115

－ 9

山口市

美祢市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

宇部市 万農塾（農業交流研修施設）の設置
研修終了後に市内で就農・就業を
希望する者等

　農業交流研修施設「万農塾」の農
場において、農業体験から、基礎的
な知識や技術、機械の操作方法等
の習得など、希望者のレベルや要
望に応じて履修

○研修期間：１年～最長２年間
○栽培作目：個人の希望を取り入
れ、地域における産品を推奨
（例：水稲、ナス、はなっこりー、アス
パラガス、トマト等）

※研修後の就農支援
　・農地の斡旋、物資の贈与、機械
類の貸与及びリース
　　等及び技術指導
　・産品の販売支援（レストラン等に
おける購入）等

随時 不定
農林振興
課

0836-67-
2822

http://ww
w.komorebi
nosato.net
/#!bannouj
yuku/czpl

2

新規就農支援事業

以下の条件を全て満たす方
・就農計画において、就農予定地を
下関市内とする認定就農者の方
・新規就農資金を借り入れた方
・市税の滞納の無い方
・新規就農資金借入日現在、下関市
内に住所を有する方

・就農開始時に必要となる経費の負
担を軽減し、円滑な就農を支援す
る。
○新規参入者の方
　　　・・・就農計画における新規就農
資金借入予定額の１／５以内
○その他の方
　　　・・・就農計画における新規就農
資金借入予定額の１／10以内

随時 ―
農林水産
振興部農
業振興課

083-231-
1250

sgnoseik@c
ity.shimono
seki.yamag
uchi.jp

4

農業後継者育成修学支援事業

○山口県立農業大学校の学生で以
下の条件を全て満たす方
・入学年の４月１日時点で過去３年
間以上継続して下関市内に住所を
有している方
・市税の滞納の無い方
・卒業後下関市内で就農する意向を
お持ちの方

○山口県農林総合技術センターが
実施する「やまぐち就農支援塾作目
基礎研修」の研修生で以下の条件
を全て満たす方
・受講年度の４月１日に下関市内に
在住していることが確認できる方
・市税の滞納の無い方
・研修終了後下関市内で就農する
意向をお持ちの方

年間授業料もしくは研修の受講料の
半額を助成する。

－ ―
農林水産
振興部農
業振興課

083-231-
1250

sgnoseik@c
ity.shimono
seki.yamag
uchi.jp

3

就農円滑化対策事業
（施設・機械器具整備）

認定就農者および認定新規就農者
で65歳未満の者

新規就農希望者の実践的な研修に
必要な施設及び機械器具、新規就
農者の経営開始に必要な機械器具
等を整備する場合に必要な経費を
補助する。
上限５０万円、補助率１／２

随時 －

経済観光
部農林課
農政畜産
係

0837-23-
1139

－ 4

長門市新規就農者支援事業
　（借家賃借料補助）

市外からの転入者で研修計画又は
青年等就農計画の認定が見込まれ
る者

借家賃借料１カ月分で、３万円を上
限とし３年を限度に補助する。 随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 8

長門市新規就農者支援事業
（農地借地料補助）

市外からの転入者で研修計画又は
青年等就農計画の認定が見込まれ
る者

農地の借地料として、１人当たり５０
a（10aあたり5,000円以内）を上限とし
３年を限度に補助する。

随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 7

長門市新規就農者支援事業
　（新規就農奨励金）

市外からの転入者で研修計画又は
青年等就農計画の認定が見込まれ
る者

対象者へ３０万円を支給。
随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 9

法人による担い手育成支援事業（法人
就業支援）

４５歳未満の者を雇用した法人
１人につき年額３０万円を３年を限
度に支給する。

随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 5

法人による担い手育成支援事業（生産
条件整備）

４５歳未満の者を雇用した法人
経営規模の拡大や、経営の複合化
のための機械・施設整備へ補助す
る。

随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 9

法人による担い手育成支援事業　（住宅
条件整備）

４５歳未満の者を雇用した法人
新規就農者が住居として利用する
空家の改修経費を補助する。

随時 －

経済観光
部農林課
一市一農
場推進室

0837-37-
2113

－ 9

下関市

長門市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

萩夏みかんセンター（柑きつ研修施設）
の設置

認定就農者で柑きつ栽培を目指す
者
定年帰農者等で柑きつ栽培技術を
習得したい者

最長２年間の就農に向けての実践
的な研修

年間を通しての柑きつ栽培講座の
開催

随時 －
農林振興

課

0838-25-
4192
0838-22-
2474

http://hagi
-
natsumikan
.com/

2・3

新規就農総合支援事業
山口県担い手対策事業補助金（新
規農業就業者定着促進事業分）対
象の新規の研修生

年額１５万円の嵩上げ 随時 －
農林振興

課
0838-25-
4192

－ 3

強い集落営農づくり事業
合併若しくはエリア拡大した集落営
農法人が新規に雇用した場合

１法人３名まで月額１５万円まで助
成（３年間）

随時 －
農林振興

課
0838-25-
4192

－ 5

担い手定住住宅の確保
本市で就農するもので住宅が必要
な者

担い手定住住宅１１戸 随時 －
農林振興

課
0838-25-
4192

－ 8

中核的担い手育成支援事業
新規就農者（経営開始から５年以内
若しくは就農計画認定者）

補助率１/２　上限１５０万円の設備・
施設整備支援

随時 －
農林振興

課
0838-25-
4192

－ 4

新規就農等相談事業 就農希望者

就農等相談窓口の設置(役場にて常
設)
　希望に沿った就農先や住居の斡
旋等生活全般をサポート

随時 － 経済課
08388-2-
3114

－ 1

新規就農等相談事業 就農希望者

県内外の就農相談会に積極的に出
展し、広く就農希望者を募集
　①ふるさとやまぐち農林業新規就
業ガイダンス(年２回)
　②県外就農相談会(年１回以上)
※ 主に新農業人フェア

随時 － 経済課
08388-2-
3114

－ 1

農事組合法人後継者育成事業 農事組合法人

　農事組合法人が就農希望者を受
け入れ、法人として後継者の育成・
人材確保を行う場合の研修に要す
る経費を補助。
①対象となる就農希望者
・事業開始時の年齢が、原則満５０
歳未満
・町内に定住する意向があること
②就農希望者１人当たり補助金額：
月額10万円×最長24ｶ月 (※)
　　　※ 法人から就農者へ払う賃金
等が月15万円以上であること。

随時 － 経済課
08388-2-
3114

－ 3

農業支援員設置事業 就農希望者

　農事組合法人や地域の活性化を
目的とし、地域おこし協力隊の制度
を活用し、農業支援員を募集。
　隊員は、農事組合法人や個人農
家等の指導のもとで、３年後に農業
での定住に必要な技術や知識等を
習得。
　次の経費について町が負担。
　報酬(月額１５万円)、社会保険料
等(本人負担有)、活動用車両(ﾚﾝﾀﾙ
料)、住宅賃借料(上限２万円)、研修
経費(上限有)、その他必要経費(上
限有)

3月31日 2 経済課
08388-2-
3114

http://ww
w.town.abu.
lg.jp/sys/t
opics/detai
l.php?detail
ID=1288

2

リフォーム補助金 就農希望者

①リフォーム補助金
　　空き家バンクに登録された物件
を、町内の建築業者の施工により５
０万円以上のリフォームを行った場
合、補助対象経費の２分の１の額。
（５０万円が上限）
②不要物の撤去補助金
　　空き家バンクに登録された物件
を、町内の一般廃棄物処理業者に
委託して１０万円以上の不要物の撤
去を行った場合、補助対象経費の２
分の１の額。（１０万円が上限）

随時 － 総務課
08388-2-
3110

http://ww
w.town.abu.
lg.jp/sys/t
opics/detai
l.php?detail
ID=295

8

住宅取得補助金 就農希望者

①新婚世帯、子育て世帯及びＩター
ン者が新築住宅を取得された場合、
補助対象経費の１０分の１の額。(１
００万円が上限)
②新婚世帯、子育て世帯及びＩター
ン者が中古住宅を取得された場合、
補助対象経費の１０分の１の額。(２
０万円が上限)

随時 － 総務課
08388-2-
3110

http://ww
w.town.abu.
lg.jp/sys/t
opics/detai
l.php?detail
ID=295

8

阿武町

萩市
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徳島県

産業観光
課

－ － 5海陽町 海陽町みらいの担い手育成事業

●補助対象条件
　１　年間を通じて町内で一次産業
を営む事業者であること
　２　町内の一次産業の担い手とし
て従事することが見込まれる者
　　　（満１８歳以上６０歳未満）を新
たに雇用し，就業に必要な技術を
　　　習得させるための実践的な研
修を行い得ること
　３　原則として，雇用保険，労働者
災害補償保険の社会保険に
　　　加入させること
　４　本事業の就業生の人件費が，
国，県，地方公共団体と重複して
　　　助成を受けていないこと
●補助対象外となる要件
　１　町税に滞納がある
　２　海陽町暴力団排除条例に規定
する暴力団，暴力団員等

補助対象経費の１／２以内
（補助金交付額の上限は雇用者１
人につき
10万円）

平成27年
4月1日
～平成27
年5月11
日

予算の範
囲内
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創造都市
推進局農
林水産課

087-839-
2422

http://ww
w.city.taka
matsu.kaga
wa.jp/

4

観音寺市 観音寺市新規就農者活動支援事業

・市内に居住する農業経営によって
自立しようとする者で、45歳以下の
者
・新たに就農しようとする者又は就
農開始後３年までの者
・市内で３年以上営農の継続が見込
まれる者
・新規就農事業について、市長の承
認を受けた者

補助の対象となる経費は、新規就
農に係る農業用施設等の購入に要
する経費(経費に100分の50を乗じて
得た金額、上限150万円）

年度内 3

高松市 園芸産地育成強化推進事業
認定農業者，認定就農者，特認団
体等

野菜，果樹，花き等において，認定
農業者の経営規模拡大ならびに新
規就農者の農業経営開始等におけ
る負担軽減措置として，栽培管理用
機械施設の導入，小規模土地基盤
整備等に対して支援する。また，条
件整備事業に伴う推進事業につい
ても支援する。
（条件整備事業）
補助率：事業費の30％以内
補助対象事業費：50万円以上500万
円以内
（推進事業）
補助率：事業費の50％以内
補助対象事業費：60万円以内

－ －

農林水産
課

0875-23-
3931

http://ww
w.city.kano
nji.kagawa.j
p/

4

東かがわ市 東かがわ市地域農業活性化事業
市内在住の新規就農者。青年就農
給付金の対象となっていないこと。

新規に農業経営や農作業受託を実
施するに必要な機械・施設整備及び
営農に係る諸費用に係る支援（　50
万円以内、定額。支援期間1年以
内）

－ －
農林水産
課水産課

0879-26-
1303

http://ww
w.higashika
gawa.jp/

4

三豊市

①新規就農者確保・育成事業

②新規就農者経営発展事業

①認定新規就農者、青年就農給付
金（経営開始型）受給者。申請時に
50歳以下であること等

②認定新規就農者。申請時に50歳
以下であること等

①新規就農者等が農業大学校等に
おいて農業技術・経営方法等を習得
するために行う研修の経費。また、
新規就農者等が就農に際し必要な
免許資格の取得等の必要な経費
（10/10以内、上限30万円）
　新規就農者等の円滑な研修や就
農を支援するための家賃助成（家賃
の1/2以内、月額1万円を限度、助
成期間は1年以内）
②営農計画達成に必要な施設・機
械を購入する経費、新改植を含む
小規模土地基盤整備に要する経費
（1/2以内、上限150万円）

－

香川県

農林水産
課

0879-75-
1900

－ 2,4

農業振興
課

－
0875-73-
3040

http://ww
w.city.mito
yo.lg.jp/

3,4,8

小豆島町

①地域農業バックアップ資金

②アグリサポート事業

①JA香川県の組合員。20歳以上70
歳未満のもの。

②町内新規就農者

①施設園芸の新設や改良等営農に
要する資金について融資機関(JA香
川県)から低利で借りられるよう利子
補給する。
②「かがわアグリ塾」(作物の基礎知
識・栽培技術の習得)の参加費の一
部を助成する。地域農業精通者(ア
グリサポーター)が営農についての
助言・指導する。

－

－
（②の参
加費助成
は2名程

度）
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ワンストップ相談窓口の設置 農業者全般

市・農業委員会・県・JAが一堂に集
まり、新規就農や経営改善等に関
する総合相談を行う。

・西条地域　毎月1回
・周桑地域　毎月2回

随時 - 1

アグリビジネススクールの開催

将来就農等を考える市内農業高校
生

冬：高校1,2年生
夏：高校3年生

農業に対する知識の習得や、就農
計画を自ら作成することを通じ、今
後の目標設定を明確にし、就農意
欲の向上につなげる。

-

冬：30名
程度

夏：15名
程度

2,9

頑張る農家支援事業の内、
遊休農地解消費補助(水田対象)及び
樹園地再編整備支援(樹園地対象)

農業者全般

水田や樹園地における耕作放棄地
の解消費用の助成を行うことで、新
規就農者等担い手の意欲向上につ
なげる。

助成額：7万円以内/10a

随時
予算の範
囲内

4

上島町やる気ある農業活性化応援プロ
ジェクト事業

農業者全般
（原則　上島町農業委員会選挙人名
簿に登録されている人）

①後継者・担い手育成支援事業
…技術の習得や経営戦略に関する
研修、消費者等との交流を支援す
る。
②農業施設設置・拡大事業
…ビニールハウス・貯蔵庫・潅水施
設の設置や機械器具の購入等経営
の機能強化・拡大に関する経費を支
援する。
③推奨品種支援事業
…レモン・たまみ等の苗購入等にか
かる経費を支援する。
④共同施設・機械等購入事業
…共同利用による施設や機械等の
導入経費を支援する。
⑤グリーンツーリズム推進化事業
…グリーンツーリズムを推進するた
めの設備経費等に関する費用を支
援する。
⑥農業支援派遣員助成事業
…農協等が実施している農業支援
派遣員を利用した際の経費につい
て支援する。
⑦老朽化施設解体事業
…老朽化したハウス施設等の解体
経費について支援する。対象は災
害以外かつ、今後も継続して営農す
ることを条件とする。

4

景観形成業務
対象者；農業委員、地元の園児等
（現地に招待）

担い手育成研修
対象者：認定農業者等

新規就農相談会
対象者：就農希望者

景観形成業務
遊休農地3か所において景観形成
作物の植栽を行い、開花時には地
元の保育園児等を招待するなど、耕
作放棄地の解消や農業への関心を
持ってもらう。（耕起手数料、種子、
肥料、除草代等を市から支出）

担い手育成研修
農業協同組合と共催し、認定農業
者等による視察研修を実施。（バス
借り上げ料を市から支出）

新規就農相談会
農業への関心や就農希望者に対し
て、関係機関等による相談会を実
施。

担い手育
成研修（2
月下旬）、
新規就農
相談会（2
月上旬）

-

四国中央市 農業振興センターの開設 農業者全般

上島町農林漁業インターン事業

お試し就業研修事業

ワーキングホリデー

上島町農林漁業インターン事業
上島町に移入し、１０年以上居住す
る意思のある農林漁業を営もうとす
る概ね５０歳以下の人

お試し就業研修事業
６０歳までの人

ワーキングホリデー
６０歳までの人

上島町農林漁業インターン事業
経営ノウハウや技術を習得するため
の研修期間の２年以内について、月
額１０万円の研修費を支給

お試し就業研修事業
研修期間は３０日以上９０日未満
で、農家で農業研修

ワーキングホリデー
期間は１週間で３日間の農業体験と
３日間の島体験

随時 －

上島町岩
城総合支
所産業振
興課

愛媛県

西条市
西条市
農業水産
課

0897-52-
1280

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

上島町

3

新居浜市
経済部農
林水産課

0897-65-
1262

http://ww
w.city.niiha
ma.lg.jp/

1,2,9

農業振興
課

0896-28-
6323

http://ww
w.city.shiko
kuchuo.ehi
me.jp/inde
x.html

1,9

新居浜市 農業経営体活性化事業

　平成19年４月から「四国中央市農
業振興センター」を開設。
　合同事務所機能を活かし、農業の
ワンストップサービス化により、ス
ムースな課題検討と合理的な相談
支援を実施している。

- -

0897-75-
2500

https://ww
w.town.kam
ijima.lg.jp/
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― 4

久万高原町
農業研修補助金、農業機械・施設整備
費補助金、生活費貸与

農業研修補助金
農業研修補助金：久万高原農業公
園農業研修センターにおける農業
研修生として町長が認めた者で、研
修修了後５年間以上本町で農業に
従事する見込のある者

農業機械・施設整備費補助
久万農業公園研修センターにおけ
る農業研修を修了することが確実と
見込まれるもの及びその者に対して
リース事業を行うもの

生活資金貸与
久万農業公園研修センターにおけ
る農業研修を修了した者で、研修修
了後５年間、本町において農業に従
事することが確実な者

農業研修補助金
町内在住者：１２０，０００円
町外在住者：１５０，０００円

農業機械・施設整備費補助金交付
事業費の６０％以内又は３，０００，０
００円のいずれか低い額

新規就農初年度生活資金貸与
貸付額（月額）
本人：１５０，０００円以内
配偶者：５０，０００円以内
第一子：３０，０００円以内
第二子：２０，０００円以内

平成27年
４月～平
成27年10
月末日

２～３人
（公社）久
万高原農
業公社

0892-41-
0040

http://ww
w.kumakog
en.jp/

1,2,3,7,9

砥部町 砥部町農林業振興対策事業
町内在住の農業者全般。
ただし、認定農業者及び認定新規
就農者には補助率を加算して助成。

①奨励果樹等育成対策事業
奨励品種の苗木・苗・種子購入に係
る費用への助成。
補助率は下記のとおり。
【柑橘及び落葉果樹】
1本あたり150円以内。ただし、加算
助成対象者は300円以内。
【筑陽ナス】
1本当たり50円以内。ただし、加算助
成対象者は100円以内。
【インゲン・キヌサヤ】
1ℓ当たり600円以内。ただし、加算助
成対象者は1,200円以内。
【キャベツ】
20ml当たり900円以内。ただし、加算
助成対象者は1,800円以内。

②マルチ栽培推進事業
マルチ資材購入に係る費用への助
成。
補助率は1/2以内。ただし、加算助
成対象者は2/3以内。

随時 ―
砥部町産
業振興課

089-962-
5667

3,6

大洲市 大洲市Ｉ・Ｊターン定住促進事業

【支援対象者】
借家等を借り上げて家賃を支払うＩ・
Ｊターン就業者
【条件】
第1次産業に就業した日の年齢が５
０歳未満の者で、就業した日又は住
民登録等をした日のいずれか早い
日から５年を経過していない者

家賃月額（最大２万円）を最大３年
間を限度に補助する。
ただし、就業した日又は住民登録等
をした日のいずれか早い日から５年
を経過した以降の月に係る補助金
は交付しない。

通年 －
大洲市農
林水産課

0893-24-
2111

http://ww
w.city.ozu.e
hime.jp/

8

八幡浜市 Iターン就農促進事業 集落単位の担い手支援チーム

Iターンによる新規就農希望者を集
落で受け入れ、集落ぐるみで育成、
交流する取り組みを支援する。
（取組例：農業実習支援、就農者定
着支援、PR活動等）

随時 — 農林課
0984-22-
3111

—

3

内子町
内子町新規就農研修支援制度
①新規就農者研修滞在施設
②新規就農者研修助成制度

①町外出身者で６０歳未満の者
　新規就農者研修滞在施設退去
後、５年以上町内で農業を営む見込
みのある者
　認定農業者とおおむね同等の営
農を行うことが認められる者

②新規就農者研修滞在施設に入居
し、退去後５年間以上町内で農業に
従事する者

①研修施設所在地：内子町大瀬中
央５６５２番地１５
研修施設利用期間：入居日から１年
間
家賃月額３万円（光熱費除く）
研修先の確保、営農指導、農地取
得支援、空き家情報の提供

②新規就農者が内子町新規就農者
研修滞在施設の入居期間に支払っ
た家賃相当額を補助

随時 最大３名
内子町農
林水産課

0893-44-
2199

http://ww
w.town.uchi
ko.ehime.jp
/

1,2,7,8,9

伊方町 伊方町新規就業者支援対策事業

①新規学卒就業者及び新規参入者
で新たに農林水産業に就業した者
②前項に規定する就業者は特別の
事情を除き、引き続き就業できる者
とする。
③町内に居住する者で、申請時に１
８歳以上４０歳以下の者とする。
④土地、漁船等を所有している親族
関係者が伊方町内に在住している
か、又は将来において所有する見
込がある者とする。
⑤原則として長期研修開始後１０年
以内に自営の就業者として自立す
ることを目指す者とする。
⑥審査会において計画に適正があ
ると認められた者で、認定後、伊方
町で速やかに農林水産業に従事す
ることが確実と認められる者とする。

本事業の対象となる研修は、３年以
内とする。また、研修日数は原則と
して年間２２０日以上とするが、天
候、事故、病気等やむを得ない事由
が生じた場合はこの限りではない。
技術研修日及び生活費：親族の経
営基盤を引き継ぎながら規模拡大
及び経営改善を行う者で就業月額５
万円
親族の経営基盤を引き継がず新規
経営する者、又は、親族が死亡、病
気のため、代わりに新規経営する者
で就業月額１０万円

随時 －

伊方町産
業振興課

産業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

1,2,3

sangyou@t
own.kihoku.
ehime.jp

2,3,4

松野町 農業研修制度

以下の条件を全て満たす者
○研修修了後松野町に居住し、中
核的農業者又は認定農業者となり
得る者
○概ね１８歳以上４５歳未満
○研修修了後直ちに就農するもの

研修期間：２年
研修場所：松野町農業公社
研修内容：水耕栽培、育苗研修、野
菜研修、経営計画
研修助成金：１２万円／月

不定期
２～３人
程度

松野町
森の国創
生課
農林振興
Ｇ

0895-42-
1114

鬼北町 新規就農促進事業

【農業研修補助金】
鬼北町における新規就農者を育成
し、地域農業の振興と定住人口の
確保を図る。
一般社団法人鬼北町農業公社にお
ける農業研修生として町長が認めた
者（新規就農後鬼北町において５年
以上農業に従事する者）

【農業機械・施設整備費補助金】
新規就農者に対して、農業機械施
設整備を行い、就農後の支援と育
成を図る。
一般社団法人鬼北町農業公社にお
ける農業研修を修了し、新規就農す
る者で町長が認めた者

青年研修コース：４０歳未満
中年研修コース：５０歳未満
熟年研修コース：６０歳未満

【農業研修補助金】
青年研修コース（研修期間：２年）
・鬼北町出身者：月額１２万円
・転入者：月額１５万円

中年研修コース（研修期間１年）
・鬼北町出身者：月額１２万円
・転入者：月額１５万円

熟年研修コース（研修期間１年）
月額５万円

【農業機械・施設整備費補助金】
パイプハウス等の施設整備、トラク
ター等の農業機械の購入補助
青年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の６０％以内又
は３，０００，０００円のいずれか低い
額を補助

中年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の５０％以内又
は１，０００，０００円のいずれか低い
額を補助

熟年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の６０％以内又
は５００，０００円のいずれか低い額
を補助

不定期
研修生枠
２名

鬼北町産
業課地域
農業支援
センター

0895-45-
1111

－
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農研修支援事業

義務教育を修了し、研修開始年度の4
月1日現在において15歳以上65歳未満
である者であり、研修終了後1年以内
に、独立・自営による就農又は農業生
産法人等で雇用による就農を希望する
者で、農業を開始していないこと。

新規就農希望者が就農前から営農開
始に至るまでに、専門的な実践研修を
受けることで新規就農者の確保及び育
成を図ることを目的とする。

【研修期間】専業農家育成区分は概ね
１年以上２年以内、条件不利地就農者
育成区分は概ね９月以上２年以内（た
だし1月当たり原則20日以上研修を受
けること。）
【研修生支援事業】研修に要する経費
及び生活費として専業農家育成区分で
は月額15万円以内、条件不利地就農
者育成区分では月額12万円以内
【受入機関等支援事業】謝金として研修
生1人当たり月額5万円以内

通年

相談件数
と予算に
応じて対
応

農林水産
課

0887-22-
5119

ｍｒ-
010900＠
city.lg.jp

3・6

青年就農給付金（経営開始型）

以下の要件を全て満たすもの
①独立・自営就農時の年齢が45歳未満
の新規就農者であり、農業経営者にな
ることに強い意思をもっていること。
②主体的に農業経営を行っているなど
独立・自営就農の条件が整っているこ
と。
③農業経営基盤強化促進法（昭和５５
年法律第６５号）第１４条の４第１項に規
定する青年等就農計画の認定を受けた
者であること。
④人・農地プランに「中心となる経営
体」として位置づけられることが確実で
あること。または農地中間管理機構か
ら農地を借り受けていること。
⑤生活保護費等、生活費を支給する国
の他の事業と重複していないこと。
⑥原則として青年新規就農者ネット
ワーク（一農ネット）に加入しているこ
と。

経営の不安定な就農初期段階の青年
就農者に対して、経営開始型の青年就
農給付金補助金の交付等を行うことに
より、青年の就農意欲の喚起と就農後
の定着を図る。

【給付期間】最長5年間
【給付金額】最大年間150万円（2年目以
降については前年所得より支給金額を
算定します。）

通年

相談件数
と予算に
応じて対
応
（2名は必
ず確保す
る方針）

農林水産
課

0887-22-
5119

ｍｒ-
010900＠
city.lg.jp

4

①土佐山
地域振興

課
②春野地
域振興課
③農林水

産課

①088‐
895‐2312
②088‐

894‐4387
③088－
823-9458

①ｋｃ-
270400@cit
y.kochi.lg.jp

②ｋｃ-
270800@cit
y.kochi.lg.jp

③kc-
270200@cit
y.kochi.lg.jp

３，６

室戸市

高知県

高知市 高知市新規就農研修支援事業

(1)  対象研修生　　次の要件のいず
れにも該当する者
 ｱ  研修終了後１年以内に，原則と
して本市において，独立・自営により
就農する者(親元で就農する場合を
含む。) 又は農業法人等に雇用され
て就農する者(申請の時点で農業を
開始していない者に限る。)であるこ
と。
 ｲ  研修終了後，親元で就農する場
合は，農産物の売上げ，経費の支
出等の経営収支を自らが帳簿等で
管理するとともに,生産物,生産資材
等を自己の名義で出荷し,取引する
ことに努めることができる者であるこ
と。
 ｳ  義務教育を終了し，研修開始年
度の４月１日現在において15歳以上
65歳未満の者であること。
 ｴ  原則として，補助事業による研
修が終了するまでに，就農計画の
認定を受け，認定就農者になること
について了承している者であること。

(2)  対象研修生受入農家等    前記
に規定する対象研修生に係る研修
の受入をする農家等のうち下記の
いずれかに該当するもので，県に研
修受入農家等として認定されたも
の。ただし，対象研修生の３親等以
内(法人の場合は，法人の代表者が
３親等以内)である場合を除く。
 ｱ  指導農業士
 ｲ  一般財団法人夢産地とさやま開
発公社，農業協同組合が運営(委託
を含む。)をする研修施設又は研修
機能を持ったＪＡ出資型法人
 ｳ  イに掲げるもの以外の研修施設
 ｴ  アからウまでのいずれにも該当
しない営農経験５年以上の先進農
家等

(1)  対象研修生
 ① 補助対象経費
ア  農業研修に要する図書教材費，
研修視察費，地域農業者等との交
流会費，農業資材費，研修中の生
活費等
イ  新規就農総合支援事業(平成24
年４月６日付け23経営3543号農林
水産事務次官依命通知)の規定に
基づき，研修生に青年就農給付金
(準備型) が給付される場合に，当該
年度中の研修期間に対して給付さ
れる青年就農給付金(準備型)に上
乗せして支給する経費
　② 補助限度額
ア  １人当たり月額15万円
イ  １人当たり月額15万円から当該
年度中の研修期間に対して給付す
る青年就農給付金(準備型)月額
125,000円を差し引いた金額

(2)  研修生受入農家等
 ① 補助対象経費
研修生の指導等に要する謝金。た
だし，研修に要する経費を徴収する
研修機関等については，支給する
経費を徴収する研修機関等につい
ては，支給しない。

随時
（予算の
範囲内）

随時
（予算の
範囲内）
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

安芸市農業大学校学費補助金

●補助対象者
次の要件を全て満たす方
①本市での就農を希望し、農業を生
業にしようという強い意欲があること
②年齢15歳から64歳までの者
③原則として卒業後、本市において
居住し就農すること
④国の青年就農給付金（準備型）の
給付を受けない者

●補助対象経費・補助率
・補助対象経費
①高知県立農業大学校在学中の2
年間の授業料
②高知県担い手育成センター（窪川
アグリ体験塾）長期研修にかかる研
修料
・補助率
授業料等の2分の1以内

入学年度
の4月10
日までに
申請

予算の範
囲内

農林課
0887-35-

1016

http://aki0
1sv/mywe
b_pub/

9

安芸市新規就農研修支援事業

●対象研修生
・就農意志のある者で、申請時点で
就農していないこと
・4月1日現在において15歳以上65
歳未満であること
・研修終了後、本市に居住し就農す
ること
・受入農家が研修生の血族及び姻
族の3親等以内に該当しないこと
・研修期間満了までに、認定新規就
農者となること　等々
●対象受入農家等
・本市在住で、高知県が承認する指
導農業士又は農業経験が5年以上
あり、高知県が認める農家等である
こと
・研修生の受け入れ人数は、原則一
人とする
●研修期間
・概ね1年以上、2年以内の研修を助
成対
象とする
・1ヶ月における研修日数は原則20
日以上とする

・研修生に対して年間最大180万円
の助成
・受入農家に対して年間最大60万円
の助成掲載

随時
予算の範

囲内
農林課

0887-35-
1016

http://aki0
1sv/mywe
b_pub/

2・3・6

安芸市新規就農定着促進事業
●補助対象者
申請時点で本市に住所を有する認
定新規就農者であること

●補助対象経費・補助率
①農地、ハウス及び付帯設備等の
賃貸借費
（賃貸借料の70％以内で、10aあたり
年間7万円を上限とする）
②サポートハウス（安芸市内におい
てJA土佐あきが管理運営する就農
支援ハウス）の利用料（利用料の
50％以内）
●補助期間
最長36ヶ月

随時
予算の範

囲内
農林課

0887-35-
1016

http://aki0
1sv/mywe
b_pub/

9

安芸市園芸用ハウス整備事業

●新規就農促進区分
新規就農が確実と見込まれる者、
新たに施設園芸に参入する者、又
は就農開始から5年以内の者である
こと。

●流動化区分
他人が所有又は利用していたハウ
スを修繕等して経営する者。ただし、
自己が経営する既存ハウスは継続
利用すること。

●新規就農促進区分
・農業協同組合が、農業者向けの園
芸用レンタルハウスを建てる場合
に、ハウスの建設にかかる経費に
対して補助をおこなうことで、農業者
の負担を軽減する
・補助率
　5分の4以内
・補助対象事業費限度額
　一般ハウス：800万円/10a
　軒高・高強度ハウス：1,000万円
/10a

●流動化区分
・他の農業者から、ハウスを譲渡又
は借りて園芸を開始する場合や経
営規模を拡大する場合に、そのハウ
ス及び付帯設備の改修などに要し
た経費の一部を補助する
・補助率
　2分の1以内
・補助対象事業費限度額
　450万円/10a

8～9月頃
予算の範
囲内

農林課
0887-35-
1016

http://aki0
1sv/mywe
b_pub/

4

安芸市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

南国市新規就農研修支援事業

　義務教育を修了し、研修開始年度
の４月１日現在において２０歳以上５
６歳未満である者であり、研修終了
後１年以内に、独立・自営による就
農又は農業生産法人等で常勤雇用
による就農を希望する者で、農業を
開始していないこと。

（研修品目）施設ニラ、施設オオバ、
露地ニラ、施設シシトウ、施設ショウ
ガ、施設米ナス、青トウガラシ、施設
小ネギ、施設トマト、カンショ、スイー
トコーン

　新規就農希望者が就農前から営
農開始に至るまで研修生として農家
等で実践的な研修を受けることによ
り、新規就農者の確保・定着を図る
ために、実践研修を行う研修生やそ
の研修生を受け入れる農家等に対
する研修中の費用の負担を軽減す
ることを目的とする。

募集は
行ってい
ないが、
相談者向
けに期限
を決める
ことはあ
る。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

農林水産
課

088-880-
6559

3・6

南国市園芸用ハウス整備事業

　新規就農区分においては、新規就
農が確実と見込まれる者、新たに施
設園芸に参入する者、又は就農開
始から5年以内の者であること。

　新規就農区分においては、農業協
同組合が、農家にレンタルする園芸
用ハウスを建てる場合に、研修区分
においては、JA出資型法人又は農
業協同組合が、将来就農又は雇用
就農を目指す者の技術取得を図る
施設として園芸用ハウスを建てる場
合に、ハウスの建設にかかる経費
に対して補助をおこなうことで、農家
の初期投資負担を少なくすることを
目的とする。

募集期間
は定めて
いない。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

農林水産
課

088-880-
6559

－ 4

産業経済
課

088-852-
7656

http://ww
w.city.tosa.
lg.jp/

3,6土佐市 新規就農研修支援事業

研修終了後、本市で農業に従事す
る意志のある15歳以上概ね50歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か市担
い手育成総合支援協議会が認め
る、営農経験５年以上の農家等

研修期間は６ヶ月以上２年以内
研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月

随時
予算の範
囲内

南国市
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

須崎市 須崎市新規就農研修支援事業

●対象研修生
・研修終了後１年以内に、独立・自
営による就農（親元で就農する場合
を含む。）又は農業法人等で雇用に
就農する新規就農希望者で、農業
を開始していないこと。
・研修終了後、親元で就農する場合
は、対象研修生の農産物の売上
げ、経費の支出等の経常収支を対
象研修生自ら帳簿等で管理するとと
もに、生産物、生産資材等を対象研
修生名義で出荷し、取引することに
努めること。
・義務教育を修了し、研修開始年度
の４月１日現在において１５歳以上６
５歳未満であること。
・原則として、補助事業による研修
が終了するまでに、就農計画の認
定を受け（経営基盤強化法促進法
基本構想策定後は青年等就農計画
の認定）、認定就農者（経営基盤強
化促進法基本構想策定後は認定新
規就農者）になること。
●研修受け入れ農家
・指導農業士
・ＪＡ等が運営（委託を含む。）をする
研修施設又は研修機能を持ったＪＡ
出資型法人、若しくはそれ以外の研
修施設
・須崎市地域農業再生協議会が認
める営農経験５年以上の先進農家
等
・対象研修生の３親等以内である場
合（受入先が法人の場合は、法人の
代表者の３親等以内）は、補助事業
の対象としない。
●研修期間
・１年以上、２年以内の研修を助成
対象とする。
・１ヶ月における研修日数は原則２０
日以上とする。
・２年を超える研修を行うことを妨げ
ない。ただし、２年を超える期間につ
いては、補助対象としない。

上記によるものの他、市が別途定め
る基準による。

●助成内容
・研修生に対して年間最大180万円
の助成
・受入農家に対して年間最大60万円
の助成

通年
予算の範
囲内

農林水産
課

0889‐42‐
3591

http://ww
w.city.susa
ki.lg.jp/

３、６

産業振興
課

0880-63-
1117

http://ww
w.city.suku
mo.kochi.jp
/gyousei.p
hp?eid=001
02

7.農地取
得支援

宿毛市 農地情報の提供 全農業者
貸したい農地を借りたい農業者へ情

報提供
随時 -
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

３．研修
費用助成
６．研修

受入農家
に対する

助成

宿毛市新規就農研修支援事業

●対象研修生
次の要件をすべて満たすものとす
る。
(1)市内に住所を有すること。
(2)補助事業による研修が終了する
までに市内において、就農計画の認
定を受け認定就農者になること。（た
だし、やむを得ない事由等がある場
合は、この限りではない。）
(3)自立して就農（親元で就農する場
合も含む。）する新規就農希望者で
農業を開始していないこと。ただし、
研修受入農家等が集落営農組織の
場合は、その集落営農組織の構成
員等として就農する場合も認めるこ
ととする。
(4)４月１日現在において15歳以上
65歳未満であること。
(5)研修期間中、他に就業しないこ
と。
２　研修後に、同じ経営体で就農し
ようとする複数の者が研修する場合
は、原則１人のみを本事業の対象
研修生とする。

●対象受入農家
次のいずれかに該当するものとす
る。ただし、研修受入農家等が対象
研修生の1親等又は2親等である場
合は、補助事業の対象としない。
（1)指導農業士
(2)市、JAが運営（委託を含む）する
研修施設及び研修機能を持ったJA
出資型法人
(3)地域担い手育成総合支援協議会
が認める一定の要件を満たした集
落営農組織。
なお一定の要件とは、規約及び代
表者の定めがあり、農産物の協同
販売経理を行い会計が一本化され
ているとともに、集落営農組織内に
営農経験5年以上の専業農家がい
ることとする。
(4)第1号から第3号までのいずれか
にも該当しない場合は、地域担い手
育成総合支援協議会が認める営農
経験5年以上の農家等
２　研修生の受入人数は、原則1人
とする。ただし、市、JAが運営（委託
を含む。）する研修施設並びに研修
機能を持ったJA出資型法人で受入
を行う場合及びやむを得ない理由
がある場合は、この限りでない。

研修期間は６ヶ月以上２年以内
研修生：15万円以内/月
受入農家：受入研修生１人あたり月
額5万円。
ただし、研修受入農家等が、市、農
業公社、JAが運営（委託を含む。）
する研修施設及び研修機能を持っ
たJA出資型法人以外の場合は、複
数の研修生を受入しても1人分の月
額5万円を上限とする。

随時

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

四万十市新規就農研修支援事業費補助
金

【年齢要件】
　①中村地域
　　・概ね18歳以上50歳未満
　②西土佐地域
　　・18歳以上45歳未満

【研修要件】
　　・研修開始までに市内に住所を
有すること
　　・研修後１年以内に就農を開始
すること
　　・認定新規就農者になること

　※就農するために必要となる要件
等について、ホームページに掲載す
る就農パンフレットに記載しています
のでご参照ください。
http://www.city.shimanto.lg.jp/gyos
ei/nousui/syuunou.html
　

産業振興
課

0880-63-
1117

http://ww
w.city.suku
mo.kochi.jp
/gyousei.p
hp?eid=001
02

2.3

宿毛市

①中村地
域
　農林課

②西土佐
地域
　産業建
設課

①中村地
域
0880-34-
1117

②西土佐
地域
0880-52-
1111

市役所HP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/t
opj.html

就農パンフ
レットHP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/g
yosei/nous
ui/syuunou
.html

四万十市

【就農支援体制】
　関係機関（JA・県・市）で構成する
就農支援チームによる就農支援協
議等の開催

【助成内容】
　月額15万円以内。ただし、青年就
農給付金準備型が給付される場合
は、当該年度中の研修期間に対し
て給付する青年就農給付金準備型
月額12万５千円を差し引いた金額と
する。

通年で相
談・募集
受付をし
ていま
す。

若干名
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

四万十市新規就農研修支援事業費補助
金

【年齢要件】
　①中村地域
　　・概ね18歳以上50歳未満
　②西土佐地域
　　・18歳以上45歳未満

【研修要件】
　　・研修開始までに市内に住所を
有すること
　　・研修後１年以内に就農を開始
すること
　　・認定新規就農者になること

　※就農するために必要となる要件
等について、ホームページに掲載す
る就農パンフレットに記載しています
のでご参照ください。
http://www.city.shimanto.lg.jp/gyos
ei/nousui/syuunou.html

【就農支援体制】
　関係機関（JA・県・市）で構成する
就農支援チームによる就農支援協
議等の開催

【助成内容】
　月額15万円以内。ただし、青年就
農給付金準備型が給付される場合
は、当該年度中の研修期間に対し
て給付する青年就農給付金準備型
月額12万５千円を差し引いた金額と
する。

通年で相
談・募集
受付をし
ていま
す。

若干名

四万十市園芸用レンタルハウス等整備
事業費補助金

以下のいずれかに該当する者
・新規就農が確実と見込まれる者
・新たに施設園芸に参入する者
・就農開始から５年以内の者

農業協同組合等が行う園芸用ハウ
ス等の整備に対し補助を行うこと
で、農業者の初期投資の負担を軽
減を図る。

○補助対象事業費限度額
　・一般ハウス：800万/10ａ
　・軒高・高強度ハウス：1,000万/10
ａ

○補助対象事業費に対する補助率
　11/15以内

随時
（予算の
範囲内）

随時
（予算の
範囲内）

①中村地
域
　農林課

②西土佐
地域
　産業建
設課

①中村地
域
0880-34-
1117

②西土佐
地域
0880-52-
1111

市役所HP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/t
opj.html

就農パンフ
レットHP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/g
yosei/nous
ui/syuunou
.html

2.3

農林課
農林課
0880-34-
1117

市役所HP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/t
opj.html

4

四万十市

香南市 新規就農研修支援事業

研修終了後、本市で農業に従事す
る意志のある20歳以上概ね61歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か市担
い手育成総合支援協議会が認め
る、営農経験５年以上の農家等

研修期間はおおむね１年以上２年
以内
研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月

随時

農林課
農林課
0880-34-
1117

市役所HP
http://ww
w.city.shim
anto.lg.jp/t
opj.html

4

四万十市園芸ハウス整備事業
市内に住所を有する施設園芸ハウ
ス経営者

ハウス補強又は施設整備に要する
経費、省エネ対策に要する経費に
対する補助を行う。

○補助対象限度額
　100万円/10ａ
○補助対象事業に対する補助率
　1/4以内

随時
（予算の
範囲内）

随時
（予算の
範囲内）

予算の範
囲内

農林課
0887-57-
7517

http://ww
w.city.kochi
-
konan.lg.jp/

２，６

3香美市 新規就農者支援事業

研修期間　　１年以上２年以内とす
る。
研修作付品目
　　　研修作付品目は全ての品目を
対象とする。
応募資格
（１） ２０歳以上６１歳未満(平成２７
年４月１日時点)の農業に積極的に
取り組む意欲のある者。
（２） 研修終了後１年以内に、独立
又は自営による就農（親元で就農す
る場合を含む。）又は農業法人等に
おいて雇用により就農する新規就農
希望者で、農業を開始していない者
とし、継続的に農業に携わったこと
が無い者。
（３） 原則として、研修が終了するま
でに、就農計画の認定を受け認定
新規就農者になること。
（４） 税金等滞納の無い者。
（５） 現在市内に住民登録している
者若しくは研修期間終了後までに香
美市に住民登録のうえ市内に居住
し自立農家として定住しようとする
者。
（６） 他町村等で実施された本市と
同様の研修を受けられた経歴の無
い者。
（７） 高知県立農業担い手育成セン
ターの就農希望者長期研修を修了
した者又は修了見込みの者、若しく
は高知県立農業大学校の課程を修
了した者又は修了見込みの者。
その他、市長が上記に相当すると認
める農業研修等を受けた者。

研修生及び研修生受入農家に対す
る研修助成金の交付。

H27.11.30
まで

2名
産業振興
課農政班
農政係

0887-53-
1062

－
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

東洋町 東洋町新規就農者支援事業

・自立して就農（親元で就農する場
合含む。）する新規就農希望者で農
業を開始していない者。
・補助開始年度の4月1日現在15歳
以上65歳未満の者。
・研修受入農家は指導農業士、又
は、東洋町担い手育成総合支援協
議会が認める者。

研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月

随時
予算の範
囲内

産業建設
課

0887-29-
3395

http://ww
w.town.toy
o.kochi.jp/

3,6

新規就農研修支援事業

研修終了後、本町で農業に従事す
る意志のある18歳以上概ね65歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か市担
い手育成総合支援協議会が認め
る、営農経験５年以上の農家等

研修期間は1年以上２年以内

研修生：15万円以内/月
   （加算　配偶者：3万円/月
　　　　     子供（1人）：1万円/月）

受入農家：5万円以内/月

平成27年
12月～平
成28年2
月末予定

－
９．その

他

奈半利町

予算の範
囲内

地域振興
課

0887-38-
8182

－

３．研修
費用助成
６．研修
受入農家
に対する
助成

町有レンタルハウス貸付事業

18歳以上65歳未満の町内在住者若
しくは転入見込みの方で、園芸作物
の販売を目的に、新たに施設園芸
に取り組む場合や、経営面積の拡
大等を図ることにより、農業経営の
発展に意欲を持つ農業者を対象とし
て貸付を行う

　貸借金額　1号棟：20万円/年
　　　　　　　　2号棟：40万円/年

レンタルハウス施設（2棟）
　1号棟　1036.8㎡（約10a）
　2号棟　1,920㎡  （約20a）

　付帯設備
　　自動天窓制御、灌水設備等

　※　ビニール内張、光熱水費、
　　　消耗品費等は自己負担

平成27年
12月～平
成28年2
月末予定

田野町 田野町新規就農研修支援事業

1　対象研修生　次の要件のいずれ
にも該当する者
ア　研修終了後1年以内に、独立･自
営による就農(親元で就農する場合
を含む。)又は農業生産法人等で雇
用により就農する新規就農者で、農
業を開始していないこと。
イ　研修終了後、親元で就農する場
合は、対象研修生の農産物の売上
げ、経費の支出等の経営収支を対
象研修生自ら帳簿等で管理するとと
もに、生産物、生産資材等を対象研
修生名義で出荷し、取引することに
努めること。
ウ　義務教育を修了し、研修開始年
度の4月1日現在において15歳以上
65歳未満であること。
エ　独立･自営による就農希望者に
おいては、農業経営基盤強化促進
法に基づく田野町基本構想の「新た
に農業を営もうとする青年等の労働
時間･農業所得に関する数値目標」
または年間250万円のいずれか高
い額以上の農業所得を目指す者で
あること。
オ　補助事業による研修が終了する
までに、青年等就農計画の認定を
受け、雇用就農予定者にあっては
雇用就農計画書を提出すること。

2　対象受入機関等　対象研修生に
係る研修の受入をする農家等のうち
下記のいずれかに該当するもので、
県に研修受入農家等として認定され
た者。ただし、対象研修生の3親等
以内（法人の場合は、法人の代表者
が3親等以内）である場合を除く。
ア　指導農業士
イ　農業担い手育成センター
ウ　町･JA等が運営出資又は（委託
を含む。）をする研修施設又は研修
機能を持ったJA出資型法人
エ　ウに掲げるもの以外の研修施設
オ　アからエのいずれにも該当しな
い営農経験5年以上の先進農家等

1　対象研修生
（1）補助対象経費
ア　農業研修に要する図書教材費、
研修視察費、地域農業者等との交
流会費、農業資材費及び研修中の
生活費等
イ　国が定める新規就農･経営継承
総合支援事業実施要綱に基づき、
研修生に青年就農給付金（準備型）
が給付される場合は、補助事業者
が当該年度中の研修期間に対して
給付する青年就農給付金（準備型）
に上乗せして支給する研修助成金
に要する経費
（2）補助対象限度額
ア　1人当たり月額15万円
イ　青年就農給付金（準備型）の支
給対象となる研修生への研修助成
金の上乗せは、研修生1人当たり町
が支給する月額から、当該年度中
の研修期間に対して給付する青年
就農給付金（準備型）月額125,000
円を差し引いた金額

2　研修受入機関
（1）補助対象経費
研修生の指導等に対する謝金。た
だし、研修に要する経費を徴収する
研修受入機関等については、支給し
ない
（2）補助限度額
対象研修生1人当たり月額5万円

随時 若干名

相談件数
に応じて
決定する

地域振興
課

0887-38-
8182

まちづくり
推進課

0887-38-
2813

http://ww
w.chugei.or.
jp/tano

2.3.6
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

新規就農研修支援事業

対象研修生
①就農意志のある者で、申請時点
で就農していないこと
②4月1日現在において15歳以上65
歳未満であること
③研修終了後、本村で居住し就農
すること
④受入農家が研修生の3親等以内
に該当しないこと
⑤原則として、研修期間満了までに
青年等就農計画の認定を受けるこ
と。

対象受入農家
①高知県及び北川村担い手育成総
合支援協議会が認める営農経験５
年以上の先進農家等
②研修生の受け入れ人数は、原則
一人とする

研修期間
①1年以上2年以内の研修を助成対
象とする
②1ヶ月における研修日数は原則20
日以上とする

研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月

随時
予算の範
囲内

産業課
0887-32-
1221

http://ww
w.kitagawa
mura.jp/

4

3,6

北川村

大豊町 新規就農研修支援事業

研修終了後、本町で農業に従事す
る意志のある18歳以上概ね40歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か町担
い手育成総合支援協議会が認め
る、営農経験５年以上の農家等

研修期間は２年以内
研修生：2万5千円以内/月
（準備型の上乗せ分）
受入農家：5万円以内/月

随時
（定員に
達するま

で）

産業課
0887-32-
1221

http://ww
w.kitagawa
mura.jp/

ゆず就農給付金事業

年 齢 … 60 歳未満

①農地の所有権又は利用権を給付
対象者が有していること。ただし、親
族から貸借した農地が主である場
合は、給付期間中に当該農地の所
有権を給付対象者に移転すること。
②主要な農業機械・施設を給付対
象者が所有、又は借りていること。
③生産物や生産資材等を給付対象
者の名義で出荷・取引すること。
④給付対象者の農産物等の売上げ
や経費の支出などの経営収支を給
付対象者の名義の通帳及び帳簿で
管理すること。
⑤給付対象者が農業経営に関する
主宰権を有していること。
⑥青年等就農計画（経営開始計画）
が、農業経営を開始して5 年後まで
に農業で生計が成り立つ計画であ
ること。
⑦後継者の場合は、継承する農業
経営に専属的に従事してから概ね5
年以内であり、栽培技術が未熟又
は経営が不安定であると認められる
こと。
⑧兼業農家である場合は、青果出
荷への転換や規模拡大等により、
専業農家として経営を開始すること
が認められること。
⑨生活保護や失業手当等、国の他
の事業による給付等を受けていない
こと。
⑩ゆずを柱とした複合経営（ゆずの
収益が全体の概ね50％以上を占め
ること。）又は単一経営であること。
⑪土佐あき農業協同組合ゆず部北
川支部に加入しており、地域の中心
となる経営体として活動できると支
部長が認めていること。（推薦状等）
⑫給付期間内及び給付期間終了後
3 年間は、北川村において居住し経
営すること。

○給付金額
初年度 150 万円
２年目以降 （350 万円－前年の総
所得）×3/5
※上限150 万円
夫婦が共同経営者であれば1.5 倍

○給付期間
最長3 年間（経営開始後3 年度目ま
で）

随時
予算の範
囲内

予算の範
囲内

産業建設
課

0887-73-
0978

 a-
mino@town
.otoyo.lg.jp

3+6

土佐町 農地情報の提供 全農業者
貸したい農地を借りたい農業者へ情
報提供

随時 -
産業振興
課

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/

7
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

①　(補助事業者) 研修生

(補助対象経費)
１　補助対象経費は、町が定める要
綱、要領等に基づき研修生に支給
する研修助成金等とする。
２　研修助成金の使途は、農業研修
に要する図書教材費、研修視察費、
地域農業者等との交流会費、農業
資材費及び研修中の生活費等で、
補助事業者が適当と認めるものとす
る。
(補助対象経費限度額)
研修生１人当たり月額15万円。
(補助率)
10／10以内

②　(補助事業者)研修受入農家等

(補助対象経費)
補助対象経費は、町が定める要綱、
要領等に基づき研修受入農家等に
支給する謝金とする。
(補助対象経費限度額)
研修生１人当たり月額５万円。
(補助率)
10／10以内

4

産業振興
課

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/

3,6

土佐町青年就農給付金事業

　農業経営を開始してから５年を目
処として、独立・自営就農時の年齢
が原則４５歳未満であり、農業経営
者となることについての強い意欲を
有している者で、農業で生計を立て
ることを目的に、経営開始計画を策
定すること。

　土佐町における青年の就農意欲
の喚起と就農後の定着を図るため、
経営が不安定な新規就農者に対
し、所得の確保をしていく。

募集は
行ってい
ない。
就農開始
時期に応
じて期限
を決め
る。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

土佐町新規就農研修支援事業

新規就農者の確保・育成を図るた
め、研修生及び研修受入農家等（以
下「補助事業者」という。）が実施す
る新規就農研修支援事業（以下「補
助事業」という。）に対し、予算の範
囲内で補助金を交付する。

（補助の条件）
(１)　この補助金に係る法令、交付
要綱等に従い、善良な管理者の注
意をもって補助事業を行うものとし、
補助金を他の用途へ使用してはな
らない。
(２)　この補助事業に係る収入及び
支出を明らかにした帳簿を備え、か
つ当該収入及び支出についての証
拠書類を、補助事業終了後の翌年
度から起算して５年間整備保管しな
ければならない。
(３)　研修生は、研修終了後、土佐
町内に就農しなければならない。

募集は
行ってい
ない。

研修開始
時期に応
じて期限
を決め

る。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

土佐町

産業振興
課

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

①　Ｉターン就農者ほ場確保集積支
援事業

（補助対象者）
要綱第３条第１項に規定する補助対
象者で、町外出身で町内で農業経
営を行っている者
（補助対象経費）
町内に所在する農地の賃貸借料
・当該賃貸借農地は、農地法又は農
業経営基盤強化促進法に基づく手
続きを行っていること。
（補助対象経費限度額）
26,000円／10ａ
（補助率）
補助対象経費の１／２以内（千円未
満切り捨て）
(その他)
①補助金の交付は、補助対象者が
新規就農した年から起算して５年間
以内を限度とする。
②補助金額は、賃貸借契約ごとに
算定する。

募集は
行ってい
ない。
就農開始
時期に応
じて期限
を決め
る。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

産業振興
課

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/

4

土佐町

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/

4土佐町新規就農定着支援事業

町内で新たに農業に就業した者で、
次の各号に掲げる要件のすべてを
満たし、かつ、別表の事業種目に掲
げる要件を満たす者とする。
(１)　町内に住所を有すること。
(２)　新規就農してから５年間以内で
あること。
(３)　町内で農業経営を行っているこ
と。
(４)　１年間に自営農業に150日以上
従事していること又は従事すること
が確実と見込まれること。
(５)　法人等に常雇いとして雇用され
た就農者ではないこと。
(６)　実家の農業経営に就農した者
ではないこと。
(７)　実家の農業経営に就農した後
独立して経営を開始した者ではない
こと。

②　経営自立安定化支援事業

（補助対象者）
農林水産省所管、新規就農総合支
援事業青年就農給付金（経営開始
型）の対象者を除く、要綱第３条第１
項に規定する補助対象者。ただし、
住居加算額については、町外出身
で町内で農業経営を行っている者に
限る。
（補助対象経費）
農業経営の自立安定化に資するた
めの次に掲げる経費
（補助対象経費限度額）
(１)基本額
就農１年目 月額50,000円以内
就農２年目 月額40,000円以内
就農３年目 月額30,000円以内
(２)住居加算額
借家、借間等住居を賃貸借している
者については、当該住居の賃借料
（補助対象経費限度額）
(１)基本額
就農１年目 600,000円／年
就農２年目 480,000円／年
就農３年目 360,000円／年
(２)住居加算額
120,000円／年
(補助率）
(１)基本額
補助対象限度額以内の定額
(２)住居加算額
補助対象経費の１／２以内（千円未
満切り捨て）
(その他)
①補助金の交付は、補助対象者が
新規就農した年から起算して３年間
以内を限度とする。
②住居加算額については、３親等以
内の親族・姻族との間で賃貸借して
いる場合は、補助対象としない。

募集は
行ってい
ない。

就農開始
時期に応
じて期限
を決め

る。

相談件数
と予算に
応じて決
定する。

産業振興
課

③　施設機械等整備支援事業

（補助対象者）
要綱第３条第１項に規定する補助対象
者。

（補助対象経費）
施設又は機械器具の導入（中古も可。
また、リース事業の活用も可。）に係る
経費。
ただし、施設整備を自己施行で行う際
の出役に要する賃金、食糧費等を除
く。

（補助対象経費限度額）
500,000円
（補助対象の施設及び機械器具が複数
の場合は、合算する。）
（補助率）
補助対象経費の１／２以内
（千円未満切り捨て）
(その他)
①補助金の交付は、補助対象者が新
規就農した年から起算して５年間以内
に１回を限度とする。
②他の補助事業等との重複補助は認
めない。
③中古の場合は、補助年度から起算し
て５年間以上の耐用年数を有すること
を証することができること。
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

-
産業振興
課

0887-82-
2450

http://ww
w.town.tos
a.kochi.jp/

4土佐町施設園芸品質向上対策支援事業

町町内に住所を有しかつ、農業協
同組合、施設園芸農家及び園芸農
家の組織する団体が生産する園芸
作物について、生産増加及び秀品
率の向上につなげるため、施設の
被覆フィルム等の張り替えを行う事
業に要する経費に対して予算の範
囲内で補助金を交付する

①被覆フィルム資材の厚さが
0.15mm未満のもの
　事業費の1/2以内（1,000円未満切
り捨て）
ただし、100㎡当たりの補助対象経
費の額は29,000円を
上限とする。
　また、被覆フィルム張り替え後は、
３作３年は栽培する
こと。
　農業共済に加入すること。

②被覆フィルム資材の厚さが
0.15mm以上のもの
　事業費の1/2以内（1,000円未満切
り捨て）
ただし、100㎡当たりの補助対象経
費の額は63,000円を上限とする。
また、被覆フィルムを張り替え後は、
５作５年は栽培すること。
農業共済に加入すること。

9月～11
月

土佐町
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

産業経済
課

吾北総合
支所
 産業課

本川総合
支所
 産業建
設課

088-893-
1115

088-867-
2313

088-869-
2115

http://ww
w.town.ino.
kochi.jp/in
dex.html

3.研修費
用助成

6.研修受
入農家に
対する助

成

仁淀川町 新規就農研修支援事業

●対象研修生
(１)町内に住所を有する者、若しくは
研修期間中において仁淀川町に住
民登録のうえ町内に定住しようとす
る者
(２)研修終了後１年以内に、独立・自
営による就農(親元で就農する場合
をふくむ。)又は農業法人等で雇用
により就農する新規就農希望者で、
農業を開始していないこと。
(３)研修終了後、親元で就農する場
合は、対象研修生の農産物の売上
げ、経費の支出等の経営収支を対
象研修生自ら帳簿等で管理するとと
もに、生産物、生産資材等を対象研
修生名義で出荷し、取引することに
努めること。
(４)義務教育を修了し、研修開始年
度の４月１日現在において１５歳以
上６５歳未満であること。
(５)他市町村等で実施されたこの告
示と同様の研修を受けた経歴の無
い者。
(６)研修期間中、他に就業しないこ
と。
(７)原則として、補助事業による研修
が修了するまでに、就農計画の認
定を受け、認定就農者になること。
(８)研修後に、同じ経営体で就農しよ
うとする複数の者が研修する場合
は、原則１人のみを補助事業の対
象研修生とする。
●対象受入農家
高知県が認定するもので、次のいず
れかに該当するもの
(１)指導農業士
(２)JAが運営(委託を含む。)をする
研修施設又は研修機能を持ったJA
出資型法人
(３)上記以外の研修施設
(４)上記のいずれにも該当しない営
農経験５年以上の先進農家等
(５)研修生の受入人数は、原則１人
とする。ただし、JAが運営(委託を含
む。)をする研修施設若しくは研修機
能を持ったJA出資型法人で受入を
行う場合又はやむを得ない理由が
ある場合は、この限りでない。
●研修期間
(１)おおむね１年以上２年以内。
(２)１月における研修日数は、原則と
して２０日以上とする。

●助成内容
(１)研修生１人当たり月額１５万円以
内。
(２)受入農家に対して月額５万円以
内。

随時 ―

いの町 新規就農研修支援事業

研修開始年度の4月1日現在におい
て15歳以上65歳未満で、研修終了
後1年以内に、独立・自営による就
農又は農業法人等で雇用により新
規就農を希望する者で農業を開始
していないこと。
また、原則として研修終了までに、
就農計画の認定を受け、認定就農
者になること。

研修受入農家は、指導農業士、公
益財団法人いの町農業公社、ＪＡが
運営する研修施設及び研修機能を
持ったＪＡ出資型法人、営農経験5
年以上の先進農家等で県が別途認
定するもの

研修期間：おおむね1年以上2年以
内
研修生：15万円/月以内
受入農家：5万円/月以内

随時
予算の範
囲内

産業建設
課

0889-35-
1083

http://ww
w.town.niyo
dogawa.lg.j
p/

6

3、6佐川町 佐川町新規就農研修支援事業費補助金

新規就農者の確保・育成を図るた
め、研修生及び研修受入農家等へ
支援する事業に対し、予算の範囲
内において補助金を交付する。

（１）　研修生　月額１５０，０００円（た
だし、青年就農給付金の支給対象と
なる研修生は、青年就農給付金を
控除した額）
（２）　研修受入農家等　月額５０，０
００円

随時
（予算の
範囲内）

随時
（予算の
範囲内）

産業建設
課

0889-22-
7708

akihiro.asa
oku@town.s
akawa.lg.jp
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

越知町 越知町ふるさと就農給付金

　以下の要件を満たす者に対し、予算の範
囲内で給付金を給付する。
（１）　町内に住所を有すること。
（２）　独立・自営就農時の年齢が、原則４５
歳以上６０歳未満であり、農業経営者になる
ことについての強い意欲を有していること。
（３）　次に掲げる要件を満たす独立・自営就
農であること。
ア　農地の所有権又は利用権を給付対象者
が有していること。ただし、親族から貸借した
農地が主である場合は、給付期間中に当該
農地の所有権を給付対象者に移転すること
を確約すること。
イ　主要な農業機械・施設を給付対象者が
所有している又は借りていること。
ウ　生産物や生産資材等を給付対象者の名
義で出荷・取引すること。
エ　給付対象者の農産物等の売上げや経費
の支出などの経営収支を給付対象者の名
義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ　給付対象者が農業経営に関する主宰権
を有していること。
（４）　経営の全部又は一部を継承する場合
は、継承する農業経営に従事してから５年
以内に継承して農業経営を開始し、かつ給
付期間中に新規作目の導入、経営の多角
化等経営発展に向けた取組を行い、新規参
入者（土地や資金を独自に調達し、新たに
農業経営を開始した者をいう。）と同等の経
営リスクを負って経営を開始する経営開始
計画であると町長に認められること。
（５）　経営開始計画が次に掲げる基準に適
合していること。
ア　農業経営を開始して５年後までに農業
（農業生産のほか、農産物加工、直接販売、
農家レストラン、農家民宿等関連事業を含
む。）で生計が成り立つ計画であること。
イ　計画の達成が実現可能であること。
（６）　人・農地プラン（人・農地問題解決推進
事業実施要綱別記１の人・農地プラン作成
事業を利用せずに、同要綱別記１に準じて
作成したものを含む。）に中心となる経営体
として位置づけられている又は位置づけられ
ることが確実と見込まれていること、あるい
は農地中間管理機構から農地を借り受けて
いること。
（７）　原則として生活費の確保を目的とした
国の他の事業による給付等を受けていない
こと。
（８）　平成２６年４月以降に農業経営を開始
した者であること。
（９）　別表に掲げるいずれにも該当しないと
認められるものであること。
別表
１　暴力団（越知町暴力団排除条例（平成２
３年条例第１１号。以下「暴排条例」という。）
第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下
同じ。）又は暴力団員（暴排条例第２条第２
号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
であるとき。
２　暴排条例第１１条の規定に違反した事実
があるとき。
３　その役員（業務を執行する社員、取締
役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相
談役、顧問その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者と同等以上の支配力を有する者と認
められる者を含み、法人以外の団体にあっ
ては、代表者、理事その他これらと同等の責
任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団
員であるとき。
４　暴力団員がその事業活動を支配してい
るとき。
５　暴力団員をその業務に従事させ、又はそ
の業務の補助者として使用しているとき。
６　暴力団又は暴力団員がその経営又は運
営に実質的に関与しているとき。
７　いかなる名義を持ってするかを問わず、
暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品
その他財産上の利益を与え、又は便宜を供
与する等直接的又は積極的に暴力団の維
持又は運営に協力し、又は関与したとき。
８　業務に関し、暴力団又は暴力団員が経
営又は運営に実質的に関与していると認め
られる者であることを知りながら、これを利
用したとき。
９　その役員が、自己、その属する法人その
他の団体若しくは第三者の利益を図り、又
は第三者に損害を加えることを目的として、
暴力団又は暴力団員を利用したとき。
１０　その役員が暴力団又は暴力団員と社
会的に避難されるべき関係を有していると
き。

年間750,000円以内（最長２年間） 随時
予算の範
囲内

産業課
産業振興
係

0889-26-
1105

http://ww
w.town.ochi
.kochi.jp/ya
kuba/kikak
u/info/ijyu
uteijyuu.ht
m

４．営農
費用助成
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

越知町 越知町新規就農研修支援事業

　補助事業における対象研修生は、
次のいずれにも該当し、かつ別表第
２に定める要件を満たす者とする。
（１）　町内に住所を有する者、若しく
は研修期間中において越知町に住
民登録のうえ町内に居住し自立農
家として定住しようとする者
（２）　研修終了後１年以内に、独立
又は自営による就農（親元で就農す
る場合を含む。）又は農業法人等に
おいて雇用により就農する新規就農
希望者で、農業を開始していないこ
と。
（３）　研修終了後、親元で就農する
場合は、対象研修生の農産物の売
上げ、経費の支出等の経営収支を
対象研修生自ら帳簿等で管理する
とともに、生産物、生産資材等を対
象研修生名義で出荷し、取引するこ
とに努めること。
（４）　当該年度の４月１日現在にお
いて１５歳以上６５歳未満であるこ
と。
２　研修後に、同じ経営体で就農し
ようとする複数の者が研修する場合
は、原則１人のみを補助事業の対
象研修生とする。

別表第２（第５条、第１２条関係）

専業農家育成区分 １
独立・自営による就農希望者におい
ては、農業経営基盤強化促進法（昭
和５５年法律第６５号）に基づく町の
基本構想の「新たに農業を営もうと
する青年等の労働時間・農業所得
に関する数値目標」又は年間２５０
万円のいずれか高い額以上の農業
所得を目指す者であること。
２　補助事業による研修が終了する
までに、独立・自営就農予定者に
あっては農業経営基盤強化促進法
第１４条の４の規定に基づく青年等
就農計画の認定を受け、雇用就農
予定者にあっては別記様式第１号
の２による雇用就農計画書を補助
事業者に提出すること。

条件不利地就農者
育成区分 １
　中山間地域等直接支払交付金実
施要領（平成１２年４月１日付け１２
構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依
命通知）に定められる対象地域内の
農地を利用して独立・自営による就
農（雇用就農は含まない）する新規
就農希望者であること。
２　農業経営基盤強化促進法に基
づく町の基本構想の「新たに農業を
営もうとする青年等の労働時間・農
業所得に関する数値目標」のおおむ
ね２分の１以上の農業所得を目指
す者であること。
３　就農後に、農業所得（雇用就農
での所得を含む）とその他の所得等
を組み合わせて生計が成り立つ見
込みがある者であること。
４　原則県外からの移住者であるこ
と。ただし、補助事業者が、地域農
業及び地域経済の振興のために特
に必要と認める場合は、この限りで
はない。
５　補助事業による研修が終了する
までに、農業経営基盤強化促進法
第１４条の４の規定に基づく青年等
就農計画と同様の就農計画を補助
事業者に提出すること。

専業農家育成
１　月額１５０，０００円以内（最長２
年間）
２　青年就農給付金（準備型）の支
給対象となる研修生への研修助成
金の上乗せは、研修生１人当たり月
額１５０，０００円から当該年度中の
研修期間に対して給付する青年就
農給付金（準備型）月額１２５，０００
円を差し引いた金額以内

条件不利地就農者（兼業農家）
月額１２０，０００円以内（最長２年
間）

随時だが
研修機関
が受け入
れること
ができる
時期

予算の範
囲内

産業課
産業振興
係

0889-26-
1105

http://ww
w.town.ochi
.kochi.jp/ya
kuba/kikak
u/info/ijyu
uteijyuu.ht
m

３．研修
費用助成

272



自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

梼原町新規就農研修サポート事業費 研修生や研修受入農家等 研修生１人当たり月額１５万円以内 随時 若干名

産業振興
課

0889-65-
1250

WWW.town.
yusuhara.k
och.jp

６．研修
受入農家
に対する

助成

梼原町

新規就農研修支援事業

【１】研修開始時までに町内に住所
を有する方
【２】研修開始年度の４月１日現在18
歳以上65歳未満の方
【３】農業経営を行っておらず、研修
期間中に他に就業しないこと
【４】原則として研修終了までに青年
等就農計画の認定を受けること
【５】本事業の研修終了後１年以内
に町内で就農すること
【６】年間250万以上の農業所得を目
指す方
【７】農業研修施設等で研修実績が
ある方又は同等の研修実績が認め
られる方
※　研修終了後、親元で就農する場
合は、対象研修生の農産物の売上
や経費の支出などの経営収支を対
象研修生自ら帳簿等で管理するとと
もに、生産物や生産資材等を対象
研修生名義で出荷・取引することに
努めること。

町内で新たに農業経営を開始しよう
とする意欲の高い新規就農希望者
に対して、営農を開始する前に、専
門的な実践研修を提供し、栽培技
術や農業経営の知識を修得させる
とともに、研修生に研修助成金を研
修受入農家等に謝金等を支給す
る。

【研修期間】　1年以上２年以内　※
原則月20日以上の研修
【研修生】研修経費・生活費等として
月額15万円以内
【研修受入農家等】謝金として月額５
万円以内、指導に係る傷害保険等
（農機具保険等を含む）の加入費

平成27年
7月より随
時募集

産業振興
課

0889-65-
1250

WWW.town.
yusuhara.k
och.jp

２．研修
制度

梼原町新規就農研修サポート事業費 研修生や研修受入農家等
研修受入農家等に対し月額５万円
以内

随時 －

農林水産
課

０８８０－
２２－３１
１３

ｈｔｔｐ：//ｗ
ｗ
ｗ.town.shi
manto.lg.jp
/

　４．営農
費用助成

四万十町

若干名
農林水産
課

０８８０－
２２－３１
１３

ｈｔｔｐ：//ｗ
ｗ
ｗ.town.shi
manto.lg.jp
/

　４．営農
費用助成

農業後継者支援給付金事業

【1】 町内に住所を有していること
【2】 親元就農した者で継承する農
業経営に従事して5年以内であるこ
と
【3】 経営継承計画提出時の年齢が
50歳未満で、かつ、原則1年以内に
親から経営継承することが確実と見
込まれること
【4】 経営継承時期を明記した家族
経営協定が締結されていること
【5】 経営継承計画提出時におい
て、継承する親の前年総所得が500
万円未満であること
【6】 農業経営者になる強い意欲を
有し、経営継承計画が、農業（自ら
生産した農産物を使った関連事業も
含む）で、生計が成り立つ実現可能
な計画であること（農業所得目標：お
おむね250万円以上）
【7】 人・農地プランに「中心となる経
営体」として位置付けられることが確
実であること
【8】 生活保護等、生活費を支給する
国の他の事業と重複受給でないこと
※　この他具体的な要件あり

高齢化や後継者不足、耕作放棄地
の増加など「人と農地の問題」の解
決に向け、本町における農業の有
望な担い手として位置付けている農
業後継者の確保及び農業後継者の
早期の経営継承を図るため、就農
初期の農業後継者へ支援する。

・経営継承前　　50万円
・経営継承後　　50万円

平成27年
7月より随
時募集

若干名
農林水産
課

０８８０－
２２－３１
１３

ｈｔｔｐ：//ｗ
ｗ
ｗ.town.shi
manto.lg.jp
/

１．就農
相談　２．
研修制度
３．研修
費用助成
６．研修
受入農家
に対する
助成

壮年就農給付金

【1】平成24年4月1日以降に独立・自
営就農時の年齢が45歳以上50歳未
満の新規就農者であり、農業経営
者となることへ強い意志を持ってい
ること
【2】独立・自営就農であること（自ら
作成した経営開始計画に即して主
体的に農業経営を行っている状態）
【3】青年等就農計画等が独立・自営
就農して５年後には農業（自ら生産
した農産物を使った関連事業も含
む）で、生計が成り立つ実現可能な
計画であること。
【4】人・農地プランに「中心となる経
営体」として位置付けられることが確
実であること。または農地中間管理
機構から農地を借り受けているこ
と。
【5】生活保護等、生活費を支給する
国の他の事業と重複受給でないこと
※　この他具体的な要件あり

人・農地プランにその集落・地域の
中心となる経営体として位置づけさ
れた、壮年新規就農者（45歳以上50
歳未満）に対して就農意欲の喚起と
就農後の定着を図るため、経営が
不安定な就農直後の所得を確保す
る就農給付金を支給する。

　年額150万円（１年間）

平成27年
7月より随
時募集

若干名
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

随時
予算の範
囲内

大月町 新規就農研修支援事業

研修終了後、本町で農業に従事す
る意志のある18歳以上概ね60歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か町担
い手育成総合支援協議会が認め
る、営農経験５年以上の農家等

研修期間は６ヶ月以上２年以内
研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月

随時
予算の範
囲内

産業建設
課

0880-46-
2111

soumu@vill.
mihara.koc
hi.jp

研修制度
就農支援

三原村

産業建設
課

0880-46-
2111

soumu@vill.
mihara.koc
hi.jp

研修制度

三原村青年就農給付金

準備型： 就農予定時の年齢が、原
則45歳未満であり以下の要件を満
たすこと
(1) 独立・自営就農または雇用就農
を目指すこと
(2) 研修計画が基準に適合している
こと
(3) 常勤の被雇用者でないこと
(4) 生活保護等、給付されていない
こと
(5）一農ネットに加入すること

経営開始型：独立・自営就農時の年
齢が、原則45歳未満であり、以下の
要件を満たすこと
(１) 独立・自営就農であること
(2) 経営開始計画が適当であること
(3) 人・農地プランへの位置づけ等
(4) 生活保護等、給付されていない
こと
(5）一農ネットに加入すること

準備型
県が認める農業大学校や先進農
家・先進農業法人等で研修を受ける
就農者に、最長2年間、 年間150万
円を給付

経営開始型
新規就農される方に、農業を始めて
から経営が安定するまで最長5年
間、年間150万円を給付

随時
予算の範
囲内

産業経済
課

（0880）-
73-1115

－ 1.2.3.6

三原村新規就農研修支援事業

研修終了後、本村で農業に従事す
る意志のある18歳以上概ね60歳ま
での研修生で、自立して就農する就
農希望者で、農業を開始していない
こと

研修受入農家は指導農業士か三原
村担い手育成総合支援協議会が認
める、営農経験５年以上の農家等

研修期間は６ヶ月以上２年以内
研修生：15万円以内/月
受入農家：5万円以内/月
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