
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

北海道

札幌市
①さっぽろ夢農業人育成支援事業　新
規就農研修
②札幌市新規就農支援事業

【①の対象者】
・札幌市内での就農を目指している
・農家の後継者以外
・申込時の年齢が18歳以上42歳以
下
・研修機関等で農業の基礎的な知
識や栽培技術等について、研修を
受けたことがある
【②の対象者】
・札幌市内で新たに独立・自営によ
り経営を開始してから5年以内の者
（三親等以内の親族から経営を継承
する場合を除く）

【①に対する支援】
市内で新たに就農を希望する市民
に、農業技術や経営方法を農業者
のもとで2年間実地に習得する研修
機会を提供する
・研修期間中の傷害保険加入
・研修期間中は年8か月を限度に月
額5万円の研修奨励金を交付
・研修期間中に公的機関が実施す
る研修に参加する場合の経費の一
部助成
【②に対する支援】
農業経営の開始もしくは改善に必要
な農畜産物の生産、加工、流通、販
売に関する機械、施設、資材等の整
備や農地等の改良等で50万円未満
の事業に対し二分の一以内を助成

①１月～
３月頃（こ
の期間で
募集人数
に満たな
い場合
は、随時
受付け
る）
②4月（予
算の範囲
内で追加
取りまと
めを実
施）

①６人程
度

札幌市農
政部企画
担当課

011-211-
2406

― 2,4

北広島市
①農業後継者等育成事業
②新規就農者支援金交付事業
③新規就農経営安定支援金交付事業

①新規就農者
②認定就農者
③認定就農者

【①に対する支援】
市内に居住し、かつ、市内でにおい
て農業に従事している者について下
記のとおり奨励金を交付
1　教育修得研修として道立農業大
学校の場合は20万円を交付
2　1以外の教育修得研修は所要経
費の3分の2以内の額を交付（15万
円 限度）
【②対する支援】
認定就農者で、市内に居住し、か
つ、市内において農業に従事してい
る者について下記のとおり支援金を
交付
・ 認定就農者の届け出をした年度
の翌年度から起算して3年度を経過
 した年度以後2年度を支援対象期
間とし、農業設備の維持補修費、資
材購入費、農地の賃借料等につい
て３分の１以内の額を交付（その額
が一の年度につき30万円を超えると
きは、30万円）
【③に対する支援】
認定就農者で、市内に居住し、か
つ、市内において農地を賃借して農
業に従事している者について下記の
とおり支援金を交付
・ 農地の賃借権の取得後最初に当
該農地に農作物を作付した日の属
す る年度から起算して3年度を支援
対象期間とし、農地の賃借料につい
 て２分の１以内の額を交付（その額
が一の年度につき25万円を超える
 ときは、25万円）

― ―
北広島市
経済部農
政課

011-372-
3311

― 3,4,7

北斗市
①農業新規参入者支援事業
②認定就農者受入農家支援事業

【①の対象者】
　農業新規参入者（北斗市に居住し
新たに北斗市で農業経営を開始し
た５５歳未満の認定就農者）ただし、
青年就農給付金（経営開始型）の給
付対象となる者は本事業の対象とな
らない。
【②の対象者】
　認定就農者を研修生として受け入
れる指導農業士及び先進的農家
（市長が適当と認める者）

【①に対する支援】
新規就農後の生活への不安を軽減
し、農業経営をｽﾑｰｽﾞに軌道に乗せ
ることを目的とし一定の助成を行う
・　50,000円／月（経営開始から3ヶ
年以内）
【②に対する支援】
研修生の指導を行う受入農家に対
する謝礼
研修生１名につき、１日当たり2,000
円（25日／月を限度）

― ―
北斗市農
林課

0138-77-
8811

http://www.cit
y.hokuto.hokkai
do.jp/index.php

4,6

木古内町
①施設園芸（ハウス）栽培拡大事業
②新規就農希望者支援事業

【①の対象者】
事業実施の認定を受けた生産者組
織に加入している、新規就農者（後
継者を除く。）又は新規就農後３年
以内の農業者
【②の対象者】
受入農家等
（１）木古内町新規就農者受入支援
協議会が定めた受入・実践プログラ
ムに基づき、受入農家で行われる実
践的技術習得研修であること。
（２）就農のために実施する研修の
全期間は、２年以内とする。
（３）受入農家は、渡島西部地区指
導農業士・農業士会に属する農家と
する。
（４）木古内町新規就農希望者受入
要領により選考され、認定就農者及
び認定農業者になることが確実な者
とする。

【①に対する支援】
対象者要件を満たした者であって、
施設園芸作物の栽培を推進するた
めに、新設するハウスに対し、事業
費の２０％以内で助成する。
【②に対する支援】
（１）指導経費
研修生１名につき１ヶ月当たり３万
円以内の額とする。ただし、１ヶ月未
満については、１日当たり１千円以
内の額に当該日数を乗じて得た額と
する。
（２）指導謝金
研修生１名につき１ヶ月当たり１万
円以内の額とする。ただし、１ヶ月未
満については、１日当たり３００円以
内の額とする。

　※ただし、北海道農業公社の新規
参入者就農促進支援事業により助
成を受ける場合は、本事業の助成
対象としない。

― ―

木古内町
産業経済
課農林グ
ループ

01392-2-
3131

― 4,6
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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

【①―1に対する支援】
就農計画を認定、本町に居住営農、
農地を新たに取得後１年を経過する
と50万円を支給
【①―2に対する支援】
就農計画を認定、本町に居住営農、
５年経過すると50万円を支給
【②に対する支援】
・0.3ヘクタール以上の農地を取得し
た日から１年を経過し、引き続き農
業に従事すると見込まれる者に20
万円を支給
・0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未
満の農地を取得した日から１年を経
過し、引き続き農業に従事すると見
込まれる者に10万円を支給

― ―仁木町
①農業担い手育成事業
②新規就農者支援事業

①―1新規参入者（46歳未満）
①―2農業後継者（新規学卒・Ｕター
ン者等46歳未満）
②46歳以上の新規就農者

4,7
仁木町農
政課農政
係

― ―

長万部町 新規就農者支援対策事業

北海道就農計画認定制度実施要領
に基づく就農計画で知事の認定を
受けた者
・就農時の年齢が18歳以上56歳未
満の者

・新規就農者１人につき1回限り200
万円以内の額を予算の範囲内で無
利子で貸付
・貸付実行年度の翌年度から5年以
内の均等割の年賦により償還
・営農を継続している場合で、償還
金の免除要件を満たす場合は償還
免除

― ―

長万部町
産業振興
課農業グ
ループ

01377-2-
2455

― 4
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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

―

岩見沢市
新規就農
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ（岩見
沢市役所
農政部農
務課農業
経営係）

0126-23-
4111内線
261又は
268

http://www.ci
ty.iwamizawa.
hokkaido.jp/i/
sangyo/nougy
o/index.htm

3,4,6,7,8,9岩見沢市

①新規就農サポート事業（新規就農に必
要な農業知識又は技術習得するための
各種研修受講などに関する支援）
②新規参入支援事業（就農初期の支援）
③いわみざわ就農サポートハウス
④北村農業試験圃研修用園芸ハウス

【①の対象者】
・　概ね18歳から45歳での市内に住
所を有する新規学卒者、Uターン
者、新規参入者。
ただし、(３)、(４)は新規参入者のみ
・　(５)、(６)は農業研修生を受け入
れる農家
【②の対象者】
経営開始年齢が概ね20歳から47歳
で岩見沢市内に居住し岩見沢市の
実践的農業研修を経て独立就農す
る人。ただし、(４)は新規学卒者及び
Uターン者を含む。
【③の対象者】
市内に就農予定の実践的農業研修
生等
・実践的農業研修生（認定就農者）
・体験研修生（見極め体験研修）
【④の対象者】
・市内に就農予定の実践的農業研
修生等（認定就農者）
・市内に住所を有する農家子弟（農
業後継者）で就農後概ね5年程度の
方（研修計画書の作成、提出が必
要）

【①に対する支援】
(１) 短期研修支援：基礎的農業知
識・技術及び経営能力の取得を図る
ため北海道立農業大学校等での研
修経費を助成（1研修当り6万円を限
度とし、対象期間は研修中及び就農
後3年）
(２) 就農進学支援：農業経営に必要
な知識を習得するために北海道農
業大学校等に進学する経費を助成
（年額12万円【最大4年間】 学校教
育法による大学、短期大学、専門課
程を有する専修学校の内、農業に
関する学科）
(３) 就農技術習得支援：就農に必要
な技術や経営能力等の習得のため
の支援金として助成（月額5万円 就
農計画に基づく研修期間内で2年以
内）
(４) 家賃助成支援：研修中の家賃助
成（家賃の2分の1以内 月額2万円
限度 就農計画に基づく研修期間内
で2年以内）
(５) 受入農家支援：新規参入者の研
修経費支援（研修生を受け入れる農
家への研修経費を支援。月額4万円
程度）
(６) 雇用就農等支援：体験研修にか
かる経費を助成（体験研修を受け入
れた農業者（指導農業士・農業士
等）への体験研修生に支払う賃金の
1/2以内を支援。月額８万円を限度
とし、期間は体験研修期間内で６か
月以内とする。）
【②に対する支援】
就農初期の支援
(１) 農用地取得支援：農用地取得費
用を助成（取得価格の20％以内、
150万円を限度。経営開始から５年
以内とし１回限り）
(２) 農用地賃借料支援：農用地賃借
料の助成（賃貸借料の50％以内20
万円を限度。営農開始から５年間）
(３) 公租公課相当額支援：固定資産
税相当額の助成(営農開始において
取得した農地および農業の用に供
する施設に課される固定資産税相
当額。 3年間）
(４) 住宅取得等支援：就農生活の拠
点となる住宅の確保（住宅購入、増
改築費の50％以内とし、50万円を限
度。就農後5年以内とし1回限り）
(５) ビニールハウス等導入支援：ビ
ニールハウス資材、農業機械・器具
の導入費用の助成（費用の５０％以
内とし、５０万円を限度。就農後5年
以内とし１回限り）
【③に対する支援】
・居住部56.7㎡×8（部屋）＝453.6㎡
（2ＬＤＫ　2階建）
・ミーティングルーム　56.7㎡×2（部
屋）＝113.4㎡　計567㎡
家賃：研修期間中は原則無料。
【④に対する支援】
各種作物の栽培試験研究、新規就
農者・農業後継者の農業技術習得
の場
・ビニールハウス（7.2㎡×40.0ｍ）4
棟
　上記のハウスのうち1棟はヒートポ
ンプ（室外機2台、室内機4台）を設
置したハイブリットなハウスで、冬季
に技術研修も可能
・試験圃場：23,051㎡
　水稲、畑作、豆類、園芸作物に関
する試験

―
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北竜町

①北竜町新規就農者誘致特別措置事業
②北竜町農業体験実習受入事業

③北竜町農業体験宿泊施設「うえる・か
る」

【①の対象者】
①―１新規就農予定者（北竜町内
において新たに農業を営もうとする
者で、農業に2年以上就労した経験
が無く、心身共に健康で原則として
経営責任者の年齢が22歳以上45

歳未満の者）
①―２新規就農者（上記の新規就
農予定者が、実践的な農業研修を
原則1年以上行い、営農計画書そ
の他必要事項を記載した認定申請
書の認定を受けた者であり、本町内
において農業経営を開始する者）

【②の対象者】
18歳以上40歳未満の健康な独身女

性
普通自動車免許取得者

【③の対象者】
18歳以上40歳未満の健康な独身女

性
普通自動車免許取得者

【①―1に対する支援】
○農業研修期間に新規就農予定者を
受入れ、営農技術等を指導した農家に
対し、月額10万円を営農実習支援助成

金として交付
○農業研修期間に新規就農予定者が
借り受けた住宅の家賃に対し、月額1

万円を限度として、1/2の額を住宅家賃
助成金として交付

ただし、国又は道等から同様の助成を
受けた場合はこの限りでない。

【①―２に対する支援】
○農業経営基盤強化促進法により、農
地の賃借期間の内、5年間に係る賃借

料の1/5を交付する。
○農用地等を取得するため最初に借
入した各制度資金に対し、1/10の額の
補助金を交付する。（250万円限度）

○農用地取得後、最初に賦課された固
定資産税の額を限度として3年間交付

する。
○制度資金の借入額の利率2.0％を超
える部分を5年間交付する。（2,000万円

限度）
○住居用住宅の修繕増改築助成金
1/5の額を交付する。（250万円限度）

【②に対する支援】
○受入農家による農業実習（実働8時

間程度　休日は月8日程度）
○農業体験宿泊施設を無料で貸与す
る。（電化製品等、日常生活が出来る
ように完備されており、住宅料・光熱水
費は無料ですが、食事については自炊

です。）
○作業の日当として、1日6,400円を支

給する。
○実習期間中、障害保険の加入（本人

負担なし）
○通勤や日常生活の手段として、自動
車及び自転車の貸与（但し、燃料代に
ついては自己負担。自家用車使用で
通勤等を行うものに対して、通勤距離
を勘案して町の定める量の燃料を支

給、又は相当分の金額を支給）
○作業衣等を無償貸与する。

○１ヶ月以上の体験実習を行った実習
生には帰路旅費実費を支給する。

【③に対する支援】
木造１階建　１棟３室　１室占有面積：６

～８畳
バス・トイレ・キッチン・電化製品（テレ
ビ・冷蔵庫・洗濯機・掃除機等完備）・
家具（食卓テーブル・食器棚・ベット等

完備）

②4月～
10月の期
間で原則
１ヶ月以
上６ヶ月
以内※
１ヶ月以
内につい
ては、別
途協議

②１～３
名

北竜町産
業課農業
担い手係

0164-34-
2111

http://ww
w.town.hok
uryu.hokkai

do.jp

4,6,7,8,9
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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

―黒松内町

①就農研修支援事業
（新規就農者等支援条例の制度）
②受入指導農家助成事業
（新規就農者等支援条例の制度）
③新規就農奨励事業
（新規就農者等支援条例の制度）
④農用地等賃借料助成事業
（新規就農者等支援条例の制度）
⑤農用地等取得費助成事業
（新規就農者等支援条例の制度）
⑥農用地等取得借入金利子補給事業
（新規就農者等支援条例の制度）
⑦農業体験実習支援事業
（新規就農者等支援条例の制度）

①就農研修者
１　心身ともに健康かつ当該研修終
了後１年以内に年齢が65歳未満で
新規就農することが確実と見込まれ
る者
２　新規就農時に、農用地面積を、
水稲、畑作経営においてはおおむ
ね10ヘクタール以上、酪農、畜産経
営においてはおおむね15ヘクタール
以上確保でき、かつ、技術・経営能
力、労働力、事業・資金計画等に問
題がなく、年間農業従事日数が150
日以上であると見込まれる者
３　受入指導農家と過去において常
勤の雇用契約を結んでいない者
４　農業経営者等の子弟で、当該農
業経営者等を受入指導農家として
就農研修する者以外の者
②受入指導農家　農業体験実習者
や就農研修者を受入れ、地域農業
の担い手として育成指導する町長
が別に定める基準に従い登録した
本町内の農業者（個人経営又は農
業生産法人を問わない。以下同
じ。）をいう。
③～⑥新規就農者
１　心身ともに健康かつ年齢がおお
むね20歳以上65歳未満で、将来自
ら農業を経営することが確実と見込
まれる者
２　農用地面積を、水稲、畑作経営
においてはおおむね10ヘクタール以
上、酪農、畜産経営においてはおお
むね15ヘクタール以上確保でき、か
つ、就農計画について、技術・経営
能力、労働力、事業・資金計画等か
ら総合的に判断して達成することが
確実で、就農時における年間農業
従事日数が150日以上であると見込
まれる者
３　現に本町で農業経営している者
又は経営していた者（以下「農業経
営者等」という。）の子弟で、当該農
業経営者等の後継者となる者でな
い者
⑦農業体験実習者
　心身ともに健康かつ当該実習終了
時に年齢が63歳未満の者

【①に対する支援】
就農研修者支援金　独身者の場合
月額15万円、配偶者又は扶養者が
いる場合は月額20万円。ただし、一
月に満たない月は円単位までの日
割りとする。
【②に対する支援】
受入指導農家助成金　月額５万円。
ただし、一月に満たない月は円単位
までの日割りとする。
別に定める受入指導農家の基準
１　農業経営基盤強化促進法（昭和
55年法律第65号）第12条の２第１項
の認定農業者である者
２　ようてい農業協同組合（以下「Ｊ
Ａ」という。）の組合員であり、過去の
農業経営状態から就農研修等を受
入れする能力を有するとＪＡ黒松内
支所長が認め推薦する者
３ 北海道青年就農給付金事業実施
要領（平成24年経営第259号北海道
農政部長通知）第４の１（１）イ（ウ）ｃ
の要件を満たす者
【③に対する支援】
新規就農者奨励金　新規就農者と
して農業経営開始後の１年を経過し
たとき及び５年を経過したときに100
万円
【④に対する支援】
農地保有合理化事業及び公社営農
場リース事業による農用地等又は
農地法第３条若しくは農業経営基盤
強化促進法第18条に基づく農用地
の賃借料の２分の１以内の額とし、
新規就農から６年間を限度とする。
【⑤に対する支援】
生涯にわたり１回限り農用地等の取
得費の３分の１以内の額とし、新規
就農から５年以内に取得したものに
対して300万円を限度とする。
【⑥に対する支援】
農用地等の取得に要する借入金の
利子相当額とし、新規就農から５年
以内に取得したものに対して５年間
を限度とする。
【⑦に対する支援】
農業体験実習者支援金：月額３万
円、住宅料の10分の10以内１万円
を限度額に加算。ただし、受入指導
農家に住み込みの場合の支援金は
月額２万円、住宅料は加算しないこ
ととし、一月に満たない月は円単位
までの日割りとする。

―

黒松内町
担い手育
成セン
ター
（黒松内
町産業
課）

0136-72-
3835

http://ww
w.kuromats
unai.com/f
armer/

3,4,6,7,9
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①2名程
度

赤井川村
農業委員
会

0135-34-
6211

http://www
.akaigawa.c
om/

4,6,7,9赤井川村

①赤井川村新規就農者育成に関する特
別措置条例
②赤井川村新規就農者育成に関する特
別措置条例施行規則
③赤井川村農業振興対策事業
④農業振興センター

①就農研修者及び新規就農者（U・I
ターン後継者除く）
②農業実習受入指導農家
③新規就農者
④新規就農研修生・農業体験者

【①に対する支援】
・　経営開始後の農用地賃借料を３
年間借入者へ交付（畑５千円/反、
田10千円/反上限）
・　農地取得のために農業制度資金
を利用した場合、借入額８００万円を
限度として、その貸付利率年３．５％
以内に相当する額を就農後５年間、
利子補給する。
・　農地取得のために農業制度資金
を利用できず、農協資金を利用した
場合、借入額５００万円を限度とし
て、その貸し付け利率年５．５％以
内に相当する額を就農後５年間、そ
の後５年間は貸付利率年３．５％以
内に相当する額を利子補給する。
【②に対する支援】
・　７日以上通算して概ね１５０日未
満の実習を行った場合、３０日当た
り５万円以内を通算実習期間に応じ
て、受入農家に営農実習支援費を
交付。
助成額上限：５万円／月（研修期間
中：５ヶ月×２年間）
【③に対する支援】
・　経営開始３年以内に建設した新
規ハウスに対し補助する。
　　（基準額×1/2以内（５棟まで））
【④に対する支援】
・研修生住宅（１戸）、座学、研修ハ
ウス（１棟）、研修機械（トラクター）
・概ね1ヶ月未満の農業体験者：和
室（２室）、シャワー、洗濯機、洗面
所

①４月～
１１月

研修生5
名
実習生5
名

京極町産
業課

― ― 3,6京極町 産業担い手育成支援事業
農林商業に興味がある方と受入経
営体

農業、林業、商業を行いたいという
人の体験実習対策負担金。１８歳以
上４６歳未満の研修生・実習生に対
して、宿泊代の助成、研修生・実習
生の受入先への助成金を負担す
る。

H26.4.30
～
H26.5.30

―

余市町経
済部農林
水産課農
政振興係

0135-21-
2123

http://www
.town.yoichi
.hokkaido.jp
/

3,6余市町
①余市町新規就農者農業研修事業
②余市町新規就農者農業研修家賃助成
事業

①研修者は余市町に新規就農を希
望する65歳までの者とする。
・研修者が認定就農者及び認定就
農者になることが確実な者とする。
・受入指導農家等は、高度な生産技
術・経営管理能力を有するとともに、
農業の担い手育成に強い熱意と指
導性を有し、新規就農希望者の受
入及び指導に対し教育的配慮がで
きる優れた農家・農業法人等であ
り、余市町新規就農活動支援セン
ター長が認めた者とする。
②高度な生産技術・経営管理能力
を有するとともに、農業の担い手育
成に強い熱意と指導性を有し、新規
就農希望者の受入及び指導に対し
教育的配慮ができる事、且つ町長
が認める農家・農業法人等で研修を
受けるために借家等に居住し家賃
を支払っており、次の事項の全てに
該当するものとする。
・認定就農者であり、就農計画に基
づき実践的な研修を実施しているこ
と
・研修期間が原則として1年以上で
あること
・借家等の居住期間が3ヶ月以上で
あること
・家賃が月額1万円以上であること

【①に対する支援】
新規就農希望者を対象として、円滑
な就農に必要な生産技術や経営管
理能力等を習得させるため、優良農
家で実践的な農業研修を実施する
ものとし、新規就農希望者を研修者
として受入れ、指導する農家等に対
し、指導謝金を支給する。
受入指導農家等が新規就農希望者
に技術を指導することに対する経済
的負担を補う経費として、指導者1名
につき、30日当たり4万円以内の額
とする。ただし、30日未満について
は、1日当たり1,300円以内の額に当
該日数を乗じて得た額とする。また、
通算研修期間の支給対象期間は、
原則360日以内とする。なお、受入
指導農家が農業法人であって、複
数の指導者がいる場合は、新規就
農希望者の人数を限度とし、個人農
家の場合は1名を限度とする。
【②に対する支援】
余市町に就農を希望する者に対し
家賃の助成を行い円滑な研修を支
援するものとする。
１．助成期間は研修期間とし、3年以
内とする。
２．助成額は、家賃の2分の1以内と
し、月額10,000円を限度とする。

―

―

砂川市役
所経済部
農政課農
政係

0125-54-
2121

― 4,7砂川市 砂川市新規就農者支援事業

・おおむね２０歳以上６５歳未満の農
業以外の職等にある者で、本市に
居住して農業経営によって自立しよ
うとする者
・第７条に規定する実践的農業研修
を受けている者又は認定後直ちに
研修を開始する者
要件
・北海道就農計画認定制度実施要
領に定める就農計画の認定を受け
ていること。
・就農時における農業経営の目標
が、就農５年後において農業経営基
盤強化促進法(昭和５５年法律第６５
号)に基づき策定された砂川市農業
経営委基盤強化促進法に定める農
業経営の基本指標における目標水
準の５割以上であること。

○農業経営基盤強化促進法に基づ
き農用地の利用権を設定した場合、
就農した日から５年間農地の年間賃
借料の２分の１以内、５万円を限度
に助成金を交付する。

○就農した日から３年以内に農業経
営に必要な農業用機械、施設又は
資材の購入に要する経費に対し１０
０分の３０以内、９０万円を限度に助
成金を交付する。

―
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―
長沼町産
業振興課

0123-88-
2111

http://www.maoi-net.jp/ 3,6長沼町 新規参入農業者誘致等特別対策事業
①就農研修者
②受入指導農家

【①に対する支援】
・農閑期のうち、4月を限度に1月当た
り10万円を助成。
・居住場所の使用料に対し、24月を
限度に1月当たり15千円を助成。
【②に対する支援】
・研修生1人につき、1月当たり10万
円以内を助成。

―

―

一般財団
法人栗山
町農業振
興公社

0123-73-
2500

http://kuri-agri.org/ 4,7,9栗山町

①新規就農者経営安定化支援事業
②新規就農者就農施設等支援事業
③新規就農者農地確保支援事業
④日出地区農地流動化対策モデル事業
⑤農業研修生宿泊施設

①～③新規就農者
④農地の受け手となる新規就農者
⑤新規就農予定者（町内農家等実務
研修者）

【①に対する支援】
助成額：月額25,000円以内、助成期
間：3年間以内
【②に対する支援】
助成額：500千円以上の施設等導入
経費の1/2以内（上限額　3,000千
円）、助成期間：3年間以内
【③に対する支援】
助成額：利用権設定した農地の面積
×10千円/10a以内（上限額　賃借
料）、助成期間：3年間
【④に対する支援】
助成額：日出地区の農地を6年以上
利用権設定した農地の面積×20千
円/10a、助成期間：初年度
【⑤に対する支援】
構造：木造平屋建て及び木造2階建
て（現在　7棟14戸整備済）
利用期間：原則2年間（研修期間中
利用可能）
使用料：月額5千円程度

―

―
芦別市農
林課農政
係

0124-22-
2111

http://www.city.ashibetsu.h
okkaido.jp/norin/nousei/shi
nkisyunou_gaiyo_2.html

3,4,6,7芦別市 芦別市新規就農招致促進事業

①新規就農者（営農実習終了後２年
以内に農業経営を行う方）
②Ｕターンを含む後継就農者(18歳
以上50歳未満で自家農業に従事す
ることになって５年以内の方、又は市
担い手育成条例に基づき法人就農
者の認定を受けた方)を擁する経営
体
③体験実習者（営農実習を目指して
体験実習を行う方で年齢が18歳以上
50歳未満の方）
④受入指導農家

【①に対する支援】
○経営自立補助金
・営農実習者に対して行う就農に必要な
生産技術や経営管理方法等の指導に対
する助成（６ヶ月以上２年以内）
○経営安定補助金
・経営開始時から３年以内に取得した農
用地等に係る固定資産税相当額を賦課
年から５年間補助
・経営開始時から３年以内に農用地等の
取得のために借り入れた農業関係制度
資金（個人 ５,０００万円・法人 ８,０００万
円）の５％について借入年から５年間補
助
○農用地等取得借入金償還利子補給金
・経営開始時から３年以内に農用地等の
取得のために借り入れた農業関係制度
資金（個人 ５,０００万円・法人 ８,０００万
円）の貸付利率のうち１.５％を償還年か
ら１０年間利子補給
【②に対する支援】
○経営研修補助金
・後継者育成計画に基づき、農業経営に
必要な生産技術や経営管理方法等を習
得するための研修及び資格取得に要す
る経費(旅費・報償費・負担金)の合計額
の１/２以内を２５万円を上限として補助
○経営基盤確立借入金償還利子補給金
・後継者育成計画に基づき、機械又は施
設の取得のために借り入れた農業関係
資金の借入金（借入額 １,５００万円を上
限）の利息が無利子になるよう、償還年
から１０年間利子補給。ただし、１経営体
につき１件まで
【③に対する支援】
○体験実習奨励金
・30日以上60日以下の体験実習に対し１
日当たり4,000円を補助
【④に対する支援】
○営農指導等助成金
・体験実習者に対して行う生産技術等の
指導に対する助成(30日以上60日以内）

―

―

積丹町企
画課
積丹町農
林水産課

0135-44-
2114（企
画課）
0135-44-
3382（農
林水産
課）

― 8積丹町 定住促進住宅
新規就農希望者等、積丹町への定
住希望者

戸建て住宅２棟３戸（平成23年8月改
修）
※現在1戸入居中

―
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―

秩父別町
産業課産
業グルー
プ

0164-33-
3111

― 4,9秩父別町
秩父別町産業後継者新規就業支援金貸
付事業

１．本町に住所を有すること
２．公租公課の滞納がないこと
３．自営業の経営を引き継いで経営
者となる意思を有し、同時に申請時
の経営者がその意思を認める者で
あること
４．新規就農者については、自営業
等を将来的に継続する意志があるこ
と
５．申請時に対象となる自営業など
に従事していること
６．支援金貸付決定の日から１０年
以上本町に住所を有し、対象となっ
た自営業に従事すること

○自営業等1経営体につき交付対
象者1人までとし、支援金額は次の
とおり
１．各種学校等を卒業し、就職及び
就業することなく、後継者として就業
した者：20０万円
２．町内外で就職等を経て後継者と
して就業した者、または経営を譲り
受け営む者：１００万円
３．店舗等を構え新規就業者と認め
られた者：２００万円

―

―

妹背牛町
農業振興
推進協議
会（町農
政課内）

0164-32-
2411

－ 6,9妹背牛町
①新規学卒等就農記念贈呈事業
②農業研修生受入事業

①新規学卒者等
②受入指導農家

【①に対する支援】
・　新規学卒者等の就農に対し、
50，000円の積立式通帳を贈呈す
る。
【②に対する支援】
・　農業研修生受入指導農家に対
し、指導助成（1，500円／日）、滞在
助成（25，000円／月）を交付する。1
人につき最長2年間。

―

―

一般財団
法人ピン
ネ農業公
社

0125-72-
2022

http://www.pi
nne-
kousya.jp/con
tact.html

3,4,7,8,9新十津川町 農業後継者支援事業

①18歳以上45歳以下の新規就農者
及び農業法人職員
②18歳以上50歳以下の新規就農者
及び農業法人職員
③就農研修等（他市町村実施のも
のでも可）を終了した20歳以上50歳
以下の新規就農者（経営主の農業
専従者となる者を除く）

【①に対する支援】
・　就農進学支援：学校教育法に該
当する学校の農業に関する学科又
は北海道農業大学校に進学し、卒
業後直ちに公社事業区域内に就農
するとき、４年を限度として年額12万
円を助成
・　就農技術支援：受入指導農業者
のもとで就農計画に基づく研修を行
うとき５万円/月（最長２年）
【②に対する支援】
・　短期研修支援：就農後３年以内
に北海道農業大学校等において宿
泊研修を受けるとき、研修に要した
経費（上限１研修あたり５万円）を助
成
・　住宅確保支援：研修期間中、公
社事業区域内に賃借料２万５千円
以上の借家等に１年以上居住する
とき１万５千円以内/月（最長２年、
経営者と同居する場合を除く）
【③に対する支援】
・　生活基盤支援：就農初年の生計
維持費　１人世帯５万円/月、２人以
上10万円/月（最長１年間）
・　農用地賃借料支援：農業経営基
盤強化法に基づく農用地の賃貸契
約において利用権を設定したとき賃
借料の1/2（上限20万円）/年（最長５
年）
・　就農住宅取得・増改築支援：就農
予定日前６ヶ月以内又は就農後５年
以内に住宅の新規購入（中古住宅
を含む）又は増改築等するとき要し
た費用の1/2（上限50万円）１回限り
・　農用地取得債務保証料支援：就
農３年以内に農地を取得するための
経費を借入れ（上限３千万円）し、そ
の残高に対する債務保証料助成
上限１０万４千円/年（最長５年）
・　農業施設整備取得債務保証料支
援：就農３年以内に農業用機械等を
取得するため経費を借入れ（上限２
千万円）し、その残高に対する債務
保証料助成　上限６万９千円/年（１
回限り）
・　出資金支援：就農後５年以内に
農業法人に出資し、構成員として法
人経営に参画するとき、出資額の１
/２（上限30万円）を助成

―

55

http://www.pinne-kousya.jp/contact.html
http://www.pinne-kousya.jp/contact.html
http://www.pinne-kousya.jp/contact.html
http://www.pinne-kousya.jp/contact.html


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

―
深川市農
政課農政
係

0164-26-
2255

― 3,4,6深川市
①新規就農者確保対策事業
②就農支援促進事業

【①の対象者】
本市において、農外から新たに就農
しようとする２０歳から４０歳までの
者で、要綱に掲げる研修を受けた
後、就農し、就農後５年以上営農を
続ける者（3親等以内の親族もとで
の就農は除く)
【②の対象者】
市内に住所を有する45歳以下の者
で、学卒後又はＵターンして農業従
事者となり、将来３親等以内の親族
の経営を継承し農業経営行う、又は
農業生産法人の構成員となることが
確実な者

【①に対する支援】
○新規就農予定者の研修期間中に
おける住宅の無償貸与
○新規就農予定者の就農確定時に
おける就農支援資金の助成
　・農業経営する者　２００万円
　・農業生産法人の構成員となる者
　　１００万円又は出資額のいずれ
　か低い方の額
○受入農家に対する指導謝金の助
成
　市とＪＡより年間で72万円を最大2
年間支給
【②に対する支援】
次の対象事業の経費の２分の１を
補助（上限15万円）
・先進農家等における研修に必要な
経費
・パソコン及びソフトの購入経費
・新規作物導入に係る研修及び種
苗の購入経費
・営農に必要な資格の取得経費
・その他、事業目的に沿った研修等
経費

―
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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

―
当麻町農
林課農政
係

0166-84-
2123

http://www.to
wn.tohma.hokk
aido.jp/nougyo
uninaite/

3,6当麻町 アグリサポート事業

①Ｉターン研修生
町内に就農を希望し、北海道知事
が認める認定就農者又は北海道青
年就農給付金事業実施要領により
準備型の研修計画の承認を受けた
者であること。研修開始時に20歳以
上46歳未満の者で、町内で１年以上
農業研修を行うこと。町内に住所を
有し、助成の対象となる借家等の居
住期間が３カ月以上であること。租
税公課を完納していること。
②研修受入者
町内に住所を有する者で、租税公課
を完納していること。研修受入者より
作成された当該研修実施プログラム
を提出すること

【①に対する支援】
家賃の２分の１以内、ただし月額２
万円が補助金の限度額。また、最大
適用期間は、研修期間内で連続の
２年間。
【②に対する支援】
受入人数に拘わらず、受入期間中１
カ月当たり３万円を補助金の限度額
とし､３０日未満の端数日については
１日当たり１，０００円とするが、短期
研修生の受入に際してのみ、研修
受入者宅での民泊を伴う場合、受入
人数に拘わらず、受入期間中１日当
たり２，０００円を上乗せする。なお、
研修受入者１経営体ごとに、短期研
修生の総受入日数の上限を事業実
施年度中４週間以内とする。また、
最大適用期間は、Ｉターン研修生の
受入が就農計画に基づく研修期間
内で連続の２年以内とし､短期研修
生の受入については、当該１人の受
入ごとに事業実施年度中１回限りの
４週間以内とする。

―

―

沼田町担
い手育成
総合支援
協議会
(事務局：
沼田町農
業商工
課)

0164-35-
2114

http://www.to
wn.numata.hok
kaido.jp/

3,4,9沼田町
①農業新規参入推進事業
②農業研修生受入事業

【①の対象者】
・心身ともに健康な方
・沼田町内において就農もしくは農
業従事を希望されている方
・概ね22歳以上40歳未満の方
・研修期間：最長２年間

【②の対象者】
・心身ともに健康な方
・沼田町内において就農もしくは農
業従事を希望されている方
・概ね22歳以上40歳未満の方
・研修期間：最短１泊２日、最長５か
月

【①に対する支援】
・研修手当の支給（月額7万5千円、
最長2年間）
・住宅料補助（月額1万2千円を上
限）
・傷害保険料補助（年額1万5千円を
上限）
・研修ハウス借上補助（年額10万円
を上限）
・沼田町担い手育成総合支援協議
会による研修中・研修後のアドバイ
ス等
・研修を終了し、就農若しくは農業に
従事した際を支援
　（独立・自営就農の場合：５０万
円、雇用就農の場合：１０万円）
【②に対する支援】
・研修手当の支給(日額３，５００円)
・傷害保険料補助(年額１万５千円を
上限)
・研修期間中の食費相当額(日額８０
０円)
・沼田町担い手育成総合支援協議
会による研修中・研修後のアドバイ
ス等

―

―
三笠市農
林課農林
係

01267-2-
3996

― 3,4,5,7三笠市

①実践研修奨励金
②経営安定奨励金
③就農者育成奨励金（初期経営サポー
ト）

【①の対象者】
就農計画の認定を受け、市内にお
いて農業研修を行い、借家等に居
住し、家賃を支払っている20歳以上
40歳未満の就農研修生
【②の対象者】
②―1就農計画の認定を受け、市内
において就農したと認められ、経営
開始時に農地・農業用機械設備を
取得した又は２年以内に市内で住
居を取得した新規就農者。（農地の
取得は原則２ha以上）
②―2就農計画の認定を受け、市内
において就農したと認められ、経営
開始時に農地の利用権設定を行っ
た新規就農者。（利用権設定は原則
２ha以上）
【③の対象者】
経営開始後の労働力を確保するた
め、臨時的に労働者を雇用した新規
就農者。(三親等以内の親族を雇用
する場合は除く）

【①に対する支援】
家賃の２分の１以内（月額１万円を
限度）を助成（２年以内）
【②―1に対する支援】
取得額の２分の１以内（１００万円を
限度）（いずれか取得時１回限り）
【②―2に対する支援】
農用地の賃借料の２分の１以内（５
年以内、年額２０万円を限度）
【③に対する支援】
１時間当たりの賃金に被用者の労
働時間を乗じた額の２分の１以内。
ただし、賃金が８００円を超えるとき
は４００円に労働者の労働時間を乗
じた額の２分の１以内。（雇用人数に
関わらず年額３８４千円を限度、新
規就農後の５年間のうち２年）

―
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―

上富良野
町産業振
興課農業
振興班

0167-45-
6984

― 4,6,7上富良野町
上富良野町新規就農者誘致等特別対策
事業

①新規就農者
（経営責任者の年齢が22歳以上４５
歳未満の者で配偶者又は６０歳未
満の同居の親族と共に農業に従事
する者)
②受入指導農家

①新規就農者
・　農地保有合理化事業による賃借
期間又は農業経営基盤強化法によ
る農用地の利用権設定期間の内5
年以内の賃貸料の1/2の額交付
・　農業関係制度資金２，０００万円
を限度として、その利息に対して経
営開始の初年度から５年間に限り利
子補給
・　農用地等を自己資金して取得し
た場合に固定資産税の相当額を3
年間交付
②受入指導農家
・　新規就農予定者の農業研修(1ヶ
月以上2年未満)の受入農家に対し
指導研修費を交付農業実習受入農
家に対し、営農指導費として、指導
期間中、月額10万以内の助成

―

―

上川町産
業経済課
農林水産
グループ

01658-2-
4057

― 4,7,8,9上川町 新規就農者誘致特別措置奨励金事業

農業で生計を立てるために就農する
もので、概ね23歳以上45歳未満の
者。また本町農業者の子弟で新規
学卒者及びＵターン等により新たに
担い手として農業に就農するもの

・　新規就農に、営農資金として原
則1年間1世帯につき月額10万円の
奨励金を交付
・　農地保有合理化事業等の貸付期
間又は農業経営基盤強化事業によ
る農用地の利用権設定期間のうち5
年間に係る賃借料の1/2を限度とし
て奨励金を交付
・　制度資金の1/5を限度とし経営自
立安定補助金を交付
・　新規就農し、住宅以外に最初に
取得した施設等の固定資産税額を
限度として3年間奨励金を交付
・　住居用中古住宅の取得及び住宅
の一部改修するために要する費用
に対して総費用の1/3を限度として
補助金を交付（200万円を限度[経営
開始から3年以内]）
・　農業後継者に、就農経費として
原則1年間1世帯につき月額5万円を
奨励金として交付

―

―

比布町産
業振興課
農政係
（比布町
農業協同
組合内
農業対策
室）

0166-85-
4011

― 3,4,6,8比布町 新規就農者参入支援事業
・　新規就農者（15歳以上46歳未満）
　※認定申請書の提出後、町長が
認定（営農計画書添付）

○実践的事前農業研修：営農技術
の習得及び指導に対する経費を補
助
・期間：1か月以上2年未満
・措置：研修者、受入農業者それぞ
れに100,000円/月を限度に補助
　※ただし、40時間/週以上農業研
修に従事すること
○居住支援：比布町に居住した新規
就農者の家賃又は室使用料に対し
補助
・期間：2年を限度
・措置：家賃又は室使用料の1/2以
内を補助
　※ただし、15,000円/月限度
○営農準備資金利子補助：農業経
営に必要な農用地又は機械、施設
を導入するため借入れた資金に対し
利子補助
・借入限度額：3,500万円
・措置：貸付利率の1.5％を5年間補
助

―

―
農業担い
手育成セ
ンター

0167-42-
2882

― 2,4,6富良野市

①農業担い手支援資金（予定）
②住宅支援
③トレーニング農場の無償利用
④現地実践研修地の確保及び払下げ
⑤指導農家謝礼

①Uターン就農者、新規参入研修生
②～④協議会が認めた研修生
⑤協議会が認めた指導農家

【①に対する支援】
必要な資金の貸付（据置５年、減免
措置あり）
【②に対する支援】
市が監理する就農支援住宅（5,400
円/月）又は宿泊棟（1,080円/日）が
利用可能
【③に対する支援】
研修３年目の模擬経営研修時に無
償利用
【④に対する支援】
研修４年目の研修農地を協議会が
確保・整備。就農後、貸付又は払下
げを受けることができる
【⑤に対する支援】
研修指導に対し助成

―
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―

中富良野
町産業建
設課農政
畜産係

0167-44-
2123

― 3,4,5,6,8中富良野町

中富良野町産業担い手サポート事業（①
研修支援助成事業、②研修学費支援事
業、③家賃支援事業、④住宅整備支援
事業、⑤新規就業支援事業、⑥研修受
入支援事業、⑦受入企業等支援事業）

○　新卒等就農者（本町において農
業商工観光業を営む者の後継者と
して従事する者で年齢満45歳未満
の者）
○　新規参入者（町外よりの参入者
で、本町に就農・就業する目的を
もって実習中並びに実際に農業・商
工観光業を営む者で、年齢満45歳
未満の者）
※新規参入者で就農の場合は、北
海道就農計画認定制度実施要領
(平成7年北海道農改第1078号)に基
づく就農計画（以下「就農計画」とい
う。）を作成し北海道知事の認定を
受けた者。
※新規参入者で就農の場合は、就
業計画・事業計画書の資金計画等
について、メインバンクとなる金融機
関の承認を受けた者。
【③の対象者】
町内の賃貸住宅に入居し、研修支
援助成事業により研修するもので、
次に掲げる要件を全てみたすもの。
(1) 既婚者のもの
(2) 賃貸住宅の賃貸借契約を締結し
ていること。
(3) 当該賃貸住宅の家賃の滞納が
ないこと。
(4) 以前に当該補助事業による助成
を受けていないこと。
【④の対象者】
住宅の増改築をするもので、次に掲
げる要件を全てみたすもの。
(1) 産業担い手
(2) 建物の所有者等が自己又は2親
等以内の親族で、自己の居住の用
に供する部屋部分をリフォームした
もの。
(3) 以前に当該補助事業による助成
を受けていないこと。
【⑤の対象者】
研修が終了後、新規就業に必要な
経費に助成するもので、次に掲げる
要件を全てみたすもの。
(1) 研修支援助成事業の新規参入
者に該当する者で、2年以上の研修
が終了したもの
(2) 以前に当該補助事業による助成
を受けていないこと。
【⑥の対象者】
研修者を受入する者の、研修指導
にかかる経費に助成するもので、次
に掲げる要件を全てみたすもの。
(1) 研修支援助成事業の新規参入
者を受入し、研修指導するもの
(2) 本事業と重複する他の助成を同
時に受けないこと。
(3) 研修者は、３親等以内の親族は
除く。
【⑦の対象者】
町内に主たる事業所を有する事業
者で、町内に住所を有する者の円滑
な就業を促進するため、正規雇用者
を受け入れした事業主に助成するも
ので、次に掲げる要件を全てみたす
もの。
(1) ハローワークに対象となる求人
を提出し、ハローワークの紹介によ
り、就職活動中の新規学卒者等の
者を正規雇用者として受入し、５年
間正規雇用を継続するもの。
(2) 申請日の属する年度の前年度に
おいて、納付すべき市町村民税及
び労働保険料の未納がないこと。
(3) 雇用保険の適用事業主であるこ
と。
(4) 雇用を開始する日の前日から起
算して１年までの間に、事業所にお
いて雇用する者を事業主の都合に
より解雇等したことがないこと。
(5) 対象者に支払うべき賃金につい
て、支払期日までに支払いをしてい
ること。
(6) 市町村民税の特別徴収義務者
の指定を受けている事業者であるこ
と。
(7) 補助金の支給決定に必要な労
働関係帳簿（出勤簿、賃金台帳、労
働者名簿）を整備・保管しているこ
と。
(8) 本事業と重複する他の助成を同
時に受けないこと。
(9) 対象となる正規雇用者は、３親
等以内の親族は除く。

【①に対する支援】
・　単身者：月額　5万円（就業計画
に基づく研修期間内で24か月を限
度とする）
・　既婚者：月額 10万円（就業計画
に基づく研修期間内で24か月を限
度とする）
【②に対する支援】
・　研修等の学費実費とし年額12万
円を限度とする（就業計画に基づく
研修期間内で最大２年間）
【③に対する支援】
・　金額：対象経費の50％の額又は2
万円のいずれか低い額に賃貸月数
を乗じた額（就業計画に基づく研修
期間内で24か月を限度とする）
【④に対する支援】
・　増改築にかかる経費：金額は対
象経費の50％の額又は50万円のい
ずれか低い額。交付は1回限りで、
研修期間内より就業後3年までの申
請とする。
【⑤に対する支援】
・　就業にかかる経費（機械・設備・
施設等）：金額は対象経費の50％の
額又は200万円のいずれか低い額。
交付は1回限り。
【⑥に対する支援】
・　研修指導・営農指導にかかる経
費：月額10万円を限度（就業計画に
基づく研修期間内で24か月を限度と
する）
【⑦に対する支援】
・　正規雇用にかかる経費：月額6万
円（36か月を限度とする）

実施期
間：
平成２６
～２８年
度
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―南富良野町
①南富良野町新規就農者等育成事業
②南富良野町農業後継者育成奨学金

①新規就農希望者等
・北海道知事から就農計画の認定を
受けた者
・実践的農業実習を6月以上2年以
内の期間行う
・年齢20歳以上46歳未満など
②新規就農者、農業後継者
・高等学校等へ進学する者

【①に対する支援】
○　営農指導助成（受入れ農家に対
する助成）
・新規就農希望者　日額3,000円（8
箇月以内）
・新規就農予定者　日額4,000円（就
農計画に基づく研修期間内で2年以
内）
○　家賃助成
・家賃の2分の1以内（月額2万円上
限・最長3年間）
○　農地取得補助
・農地取得価格の25％以内（100万
円上限）
○　農地賃貸借補助
・年間賃借料の2分の1以内（50万円
上限・最長5年間）
○　固定資産税補助
・固定資産税相当額（賦課年から3
年間）
○　就農奨励金
・就農時から２年間、年額120万円
（H26.4.1以降に就農した者に交付）
【②に対する支援】
将来農業経営者になることを志し、
高等学校、専修学校、短期大学また
は大学へ進学する方に月額5万円を
最長4年間支給
引き続き富良野緑峰高校農業特別
専攻科に進学する場合、月額2万5
千円を2年間支給。
上記学校等の奨学金を受けずに専
攻科に進学する場合、月額5万円を
2年間支給

―
南富良野
町産業課
農政係

0167-52-
2178

― 6,7,8,9
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②５名

①、③
和寒町産
業振興課
農業振興
係
②
和寒町農
業委員会
事務局

①、③
0165-32-
2423
②
0165-32-
2435

http://ww
w.town.was
samu.jp

3,6,7,9和寒町
①新規就農対策事業
②和寒町農村生活体験事業
③和寒町農林業定住促進施設

【①の対象者】
(1)新規参入農業者：農外から農地
の取得等により新たに農業を開始
する20歳～45歳の者
(2)農業経営の後継者：町内で親等
が農業経営を営んでいる者の後継
者で、高校・大学等の過程を修了
後、農業に従事した者又は産業から
新たに就農した18歳以上45歳未満
の者
(3)新規参入農業者
(4)農業経営の後継者
(5)新規参入農業研修者及び雇用就
農による実践的農業研修を行う新
規参入農業研修者
(6)受入農家支援：次の要件を全て
満たす者とする
・研修時間数は、座学を含み概ね年
間1,200時間又は月間100時間以上
とする
・将来にわたって町内で農業に従事
する目標が明確な者とする
【②の対象者】
農業を通じて、農村で生活体験を希
望される方
【③の対象者】
(1)国等の基準による農林業の実践
的研修を行おうとする者
(2)農林業の業務に雇用され従事し
ている者（ただし、①に規定する者
が優先）
(3)(1)及び(2)に規定する者で、和寒
町に住所を有する者又は有すること
となる者

【①対する支援】
(1),(2)に対する支援
○　就農奨励補助
１　新規参入就農者:就農後1年を経
過した者に対して就農奨励補助金
100万円(上限)を交付(8年以内に離
農した場合は返還)
２　農業経営の後継者：就農後1年
を経過した者に対して就農奨励補助
金50万円 (上限)を交付(8年以内に
離農した場合は返還)
(3),(4)に対する支援
○　農用地利用拡大補助
１　就農後10年以内を限度として農
地保有合理化事業又は農業経営基
盤強化促進法に基づく農用地利用
権設定期間の内5年間に係る年賃
貸料の1/2の額  補助
２　農用地の購入に対して田15,000
円/10a、畑5,000円/10aの補助
３　農用地に対し固定資産税が賦課
された場合、その翌年度から３年間
の補助 (いずれも８年以内に離農し
た場合は返還)
(5)に対する支援
○　生活支援
１　研修期間中の家賃全額補助(家
賃補助の上限額20,000円/月、国等
が行う家賃助成事業の対象となる
場合はその差額を交付。)
２　研修期間中の上下水道料基本
料金全額補助
(6)に対する支援
○　受入農家支援補助
2年を越えない範囲で研修生一人に
つき30,000円/月
【②に対する支援】
・受入農家での体験実習期間　6月
～10月の5ヶ月間は、生活費月額
100千円支給、研修施設部屋代・光
熱水費無料
・11月以降翌年3月も滞在される方
は、生活費月50千円支給、研修施
設部屋代無料・光熱水費自己負担
【③に対する支援】
・間取り：3戸　各1LDK（個室）
・部屋代：月額10,000円（月途中は
日割り計算）
・契約期間：許可した日から1年以内
の更新制（最大3年以内）
・その他：保証金要（2月分前納）／
連帯保証人要（2名）／その他諸条
件有

②２月～
３月

―
占冠村産
業建設課
農業担当

0167-56-
2174

http://ww
w.vill.shimu
kappu.lg.jp
/

3,4,6,9占冠村 新規就農者支援対策事業
①就農実習者及び新規就農者（概
ね60歳未満の者）
②実習受入農家

【①に対する支援】
○　月額10万円を補助（最大３年
間）
○　占冠村内で実習期間を終了し、
占冠村内で新規就農した者に対し
て月額14万円補助 （最大２年間）
○　村内で新規就農し、農業従事期
間が５年に達した者に対して30万円
を補助
○　その他、固定資産税の半額補
助、借入に対する利子補給等の経
済支　援対策あり。詳しくはお問い
合わせ願います。
【②に対する支援】
○　月額３万円を補助（最大３年間）

―
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―

天塩町農
林水産課
農業振興
係

01632-2-
1001

― 3,4,7,9天塩町

①天塩町新規就農者等誘致促進事業
（経営開始支援補助金、経営安定支援
補助金）
②農業後継者確保支援補助金
③天塩町農業研修生受入事業
④天塩町移住定住促進住宅

【①の対象者】
・25～40歳
・酪農（30ha、経産牛40頭以上）
・肉牛（20ha、成牛換算20頭以上の
就農計画）
・１年以上就農研修
【②の対象者】
農業後継者
【③の対象者】
18歳以上35歳未満の方（2ヶ月以上
研修可能）
・労働者災害補償保険に加入

【①に対する支援】
・営農開始時の農業施設・家畜導入
費（合計1,500万円以上）の経費に対
して、500万円（特例700万円）以内
を助成
・農地・農業施設の賃借料助成（5年
間50万円限度）
・農用地・農業施設の取得に係る固
定資産税（5年間30万円限度）
・農業関係制度資金借入金に対し
農業協同組合が利子補給をする場
合に利子補給（対象限度額5,000万
円、5年間1/3以内）
【②に対する支援】
・牛舎等農業施設の増築、搾乳（肉）
牛増頭などの規模拡大経費（300万
円以上で100万円以内の助成）
【③に対する支援】
・研修手当　5,500円以上/日
・家賃の1/2以内の助成（月額１万５
千円を限度）
・研修6か月以上の場合帰省旅費を
助成
・研修12ヶ月以上の場合往復旅費を
助成
【④に対する支援】
・共同住宅
・風呂、トイレ、洗面室、洗濯室供用
・１カ月 7,000円～9,000円（電気・水
道・ガス込み）

―
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―

①美深町
農務課農
業グルー
プ
②、③美
深町農業
委員会

①01656-
2-1641
②、③
01656-2-
1642

http://www.t
own.bifuka.ho
kkaido.jp/cms
/section/nou
gyou/qlmcaj0
000004iy4.ht
ml

3,4,6,7,8,9美深町
①美深町新規就農者等に関する条例
②美深町農業体験実習生受入事業
③農業研修生等宿舎

【①の対象者】
(1)新規就農予定者及び新規就農者
(2)受入指導農家
【②、③の対象者】
20歳から概ね40歳の心身ともに健
康な独身者（学生不可）

【①に対する支援】
(1)
・営農実習に対し助成（6ヵ月以上2
年未満）月額20万円以内
・農地中間管理事業及び農場リース
事業及び農業経営基盤強化推進事
業に係る農用地等の賃貸料の1/2
の額を補助
・農用地の習得及び家畜導入に係
る農業制度資金の借入金（5千万円
限度）の4％の額を5年間補助
・農用地等の取得に係る農業制度
資金の借入金（個人5千万円、法人8
千万円を限度）の利子の1％の部分
を7年間利子補給
・経営開始時、農用地等の取得に係
る固定資産税の相当額を3年間交
付
・住宅環境整備を行った場合に係る
費用の1/2を補助（上限50万円、就
農した年から5年以内）
(2)
・営農指導に対し助成（6ヵ月以上2
年未満）
【②に対する支援】
・農家住込み型～報酬1日3,000円
・宿泊施設型　～報酬1日4,000円
・帰路旅費　　～実費額又は30,000
円（3ヵ月以上実習者）
【③に対する支援】
平成25年4月に新築宿舎オープン。
家電や調理用具等の生活用具は設
置されています。

②畑作：5
月から10
月
酪農：通
年
１ヶ月か
ら最長２
年（短期
は要相
談）

―

旭川市農
政部農政
課経営支
援係

0166-25-
7417

http://www.c
ity.asahikawa.
hokkaido.jp/fi
les/nousei/

3,4,6,7,9旭川市

①新規就農者営農開始支援補助金
②新規就農者農場等リース事業補助金
③旭川市農業経営改善資金（農地等取
得資金）
④農業研修生住宅費助成事業補助金
⑤農業研修受入事業指導謝金
⑥農業研修施設整備推進事業補助金

【①～③の対象者】
市長の認定を受けた市の就農計画
認定者で、市内に就農した者
【④の対象者】
市長の認定を受けた市の就農計画
認定者で、農業研修中の者
【⑤の対象者】
市長の認定を受けた市の就農計画
認定者の農業研修の受入を行った
農業者
【⑥の対象者】
市長の認定を受けた市の就農計画
認定者の農業研修用として営農設
備等を整備する農業団体等

【①に対する支援】
対象経費：営農に直接必要な機械・
施設の購入費等
補助率　：補助対象経費の30％以内
（他の事業の助成を受ける場合は
10％）以内で助成する（5年間の累
積上限補助額300万円，補助額千円
未満切り捨て）
対象期間：就農後5年度以内
【②に対する支援】
対象経費：農用地，施設，設備，機
械の賃借料
補助率　：賃借料の30％以内で限度
額は20万円（補助額千円未満切り
捨て）
対象期間：就農後5年以内
【③に対する支援】
資金使途　：農地の取得及び造成等
貸付利率　：借入から5年間は無利
子(6～10年1.6％,11～15年3.0％)
償還期限　：15年以内（うち据置期
間は3年以内）
貸付限度額：1,800万円
債務保証　：北海道農業信用基金協
会債務保証の対象外
【④に対する支援】
対象経費：農業研修中の賃貸住宅
の家賃
補助率　：家賃の50％以内で限度額
は年額30万円（補助額千円未満切
り捨て）
対象期間：農業研修期間中（最長2
年間）
【⑤に対する支援】
農業生産及び経営管理技術に係る
指導へ謝金
支給額　:1日3千円の額で予算の範
囲内で交付
対象期間:2年間
【⑥に対する支援】
農業研修用として営農設備等を整
備する農業団体等への補助
対象経費：営農設備及びその付随
設備，設備を設置する農地の賃借
料等
補助率　：補助対象経費の30％以内
（補助額千円未満切り捨て）

―
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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

―
幌加内町
産業課農
政係

0165-35-
2121

― 4,6,7,9幌加内町
①新規就農者援助
②営農指導費等の助成
③営農指導の謝金

①認定新規就農者
②研修生受入農家
③研修生受入農家

【①に対する支援】
新規就農者への助成
○入植・環境保全奨励金として300
万円を交付
○農用地、農業用施設の賃貸料の2
分の１の額を5年間助成
○農業制度資金（5,000万円）の利
息の全額を5年間利子補給
○農用地等の固定資産税相当額を
5年間助成
【②に対する支援】
技術習得資金として新規就農予定
者への賃金及び営農指導のための
消耗品等に充てるものとして助成
（月額70,000円以内(1ヶ月に満たな
い場合は日額2,300円)
【③に対する支援】
指導者への謝金（月額10,000円以
内(1ヶ月に満たない場合は日額300
円)）

―

―
下川町農
務課

01655-4-
2511

http://ww
w.town.shi
mokawa.ho
kkaido.jp/s
ection/nou
mu/2012-
0208-
0855-
37.html

3,4,7,8.9下川町

①新規就農予定者支援事業
②新規就農予定者貸付金事業
③新規就農者支援事業
④農村活性化センター「おうる」

【①、②の対象者】
配偶者または共に農業経営者を行
おうとする共に20歳以上55歳未満の
者で、新規就農予定者の認定を受
けた者。
【③の対象者】
一定期間農業技術等を習得し、農
業経営を開始する者で、新規就農
者の認定を受けた者。
【④の対象者】
新規就農体験者

【①に対する支援】
○　研修旅費補助
農業技術習得のための研修等参加
に対し、旅費、参加費、資料代等を
年額10万円以内で補助する。期間
は新規就農予定者認定を受けた月
から2年以内。
○　実習費用補助
営農実習に必要な原材料費を年額
10万円以内で補助する。期間は新
規就農予定者認定を受けた月から2
年以内。
【②に対する支援】
○　新規就農予定者貸付金
新規就農予定者に対して、原則2年
を限度に月額20万円以内を無利子
で貸し付ける。ただし、就農後にお
いて農業経営を5年間継続した場合
は免除規定あり。
【③に対する支援】
○　農地等賃貸料補助
事業機関が行う事業により農地、農
業用施設等の賃貸借契約を締結し
た賃貸料の1/2以内を補助する。期
間は新規就農者認定を受けた年か
ら5年以内。
○　農業制度資金等補助
事業機関が融資する農地、農業用
施設等取得のため借り入れた資金
の1/5以内（上限額1,000万円）を補
助する。期間は新規就農者認定を
受けた年から5年以内。
○　固定資産税補助
農業経営開始当初の農地、農業用
施設に固定資産税が賦課された場
合の相当額を補助する。期間は発
生した時点から3年以内。
○　生活環境整備補助
生活、住宅環境の整備を行った場
合の費用の1/2以内（上限50万円）
を補助する。ただし、1世帯1回限りと
する。期間は新規就農者認定を受
けた年から5年以内.
【④に対する支援】
1部屋22.5㎡ 冷蔵庫、乾燥機付き洗
濯機、掃除機、IHクッキングヒー
ター、オーブントースター、フィッシュ
ロースター、炊飯器、電気ポット、テ
レビ等　×　4部屋

―
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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

―

留萌市地
域振興部
農林水産
課農政係

0164-42-
1837

http://www.
e-
rumoi.jp/ru
moi-
hp/03gyous
ei/13nousui
/sien_aguri/
index.html

3,4,6,7,9留萌市 新規就農者支援事業
①新規就農者及び新規就農予定者
（実習者）
②受入指導農家

【①に対する支援】
○　営農実習支援
　営農実習に必要な経費として年間
10万円を上限に助成
○　住居支援
　家屋の借上げについて、月額２７
千円を上限に家賃の1／2を助成
○　農地等確保に向けた支援
　・土地使用料の１／２を助成（5年
間）
　・賦課された固定資産税相当額を
助成（財産取得後3年間）
○　施設設備等借上資金に対する
支援
　農業関係制度資金の借入利子の1
／2を助成（5年間）
○経営自立安定に向けた支援
　１世帯当たり１年間に限り、年間１
５０万円を助成（但し、国・道等から
同種の給付金等の交付がある場合
は、受給不可）
【②に対する支援】
実習受入支援
　実習生1人につき1日3,000円を助
成。（最長2年間）

―

―
初山別村
経済課農
林畜産係

0164-67-
2211

http://www.
vill.shosanb
etsu.lg.jp/

3,4,6,7,9初山別村 新規就農者支援対策事業
①就農研修者及び新規就農者
②受入指導農家
③体験実習者（20歳以上45歳未満）

【①に対する支援】
○　就農研修支援金(年齢要件：20
歳以上45歳未満)
(1) 独立就農者（12ヶ月以内）
・研修支援金～単身者：月額3.5万
円、親族と同居者：月額6万円
(2)新規就農希望者（24ヶ月以内
・研修支援金～単身者：月額10万
円、親族と同居者：月額15万円
・傷害共済支援金～自己負担の2分
の1以内
・研修旅費支援金～自己負担の2分
の1以内（ただし、1ヶ月1万円以内）
○　自立就農補助・補給金
・賃貸料補助：就農開始1年以内に
契約した農地賃貸料の支払済額の
2分の1以内
・農業制度資金借入金補助：農業制
度資金の11月末日の借入金残高の
10分の1以内（ただし、上限20万円と
する。）
・固定資産税補助：農業相当分の固
定資産税納付額の2分の1以内
【②に対する支援】
○　体験実習（30日以上60日以内）
・1日1,500円、ﾌｧｰﾑｽﾃｲ1日2,000円
○　就農研修（24ヶ月以内）
・1月5万円
【③に対する支援】
○体験実習助成金（30日以上60日
以内）
・１日1,500円、ファームステイ1日
2,000円
・傷害共済保険料の自己負担の2分
の1以内

―
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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

―

①～④北
見市農林
水産部農
政課農政
担当
⑤北見市
端野総合
支所産業
課農務担
当
⑥、⑦ＪＡ
ところ管
理部営農
企画課
（常呂町
農業担い
手受入協
議会）

①～④
0157-25-
1142
⑤0157-
56-4003
⑥、⑦
0152-54-
2121

⑥、⑦
http://www.

ja-
tokoro.or.jp

/

2,3,4,7,9北見市

①新規参入就農支援事業
②経営開始農地借上支援事業
③経営開始農業施設借上支援事業
④農業研修生受入推進事業
⑤端野町ファームステイ事業
⑥農業体験実習受入事業
⑦農業研修生宿泊施設「ファーマーズハ
ウス うえる」

【①～③の対象者】
就農計画の認定を受け、２年間の
研修を終え、北見市内で就農する
者
20歳以上46歳未満の者
【④の対象者】
独身男女・45才まで
【⑤の対象者】
20才以上健康な独身男女
【⑥の対象者】
農業・農村に関心を持ち、心身とも
に健全で、実習期間が概ね７日以
上可能な男女
【⑦対する対象者】
・　農業に関心を持ち、意欲を持っ
て研修等に取り組むことのできる独
身女性で心身ともに健康である方
（概ね４０才まで、学生を除く）
・　１ヶ月以上の研修が可能な方
・　普通運転免許（ＡＴ免許可）を有
していること

【①に対する支援】
経営を開始したときから毎月５万円
を支給。２４ヶ月限度。
【②に対する支援】
経営開始に伴い、既存制度又は単
独で借りた農地の借上料の２分の１
を年間２０万円を限度に、５年間補
助。
【③に対する支援】
経営開始に伴い、既存制度又は単
独で借りた農業機械・施設等に対し
借り上げ料の２分の１を年間２０万
円を限度に、５年間補助。
【④に対する支援】
・　体験期間　1ｹ月以上3ｹ月以内
・　研修期間中の生活費の一部助
成
・　日額2,000円　月額50,000円を上
限。
【⑤に対する支援】
・　体験期間　２週間以上６ｹ月以内
（４月中旬～１０月中旬）
・　受入農家宅で民泊（食事は提
供、作業着等貸与、労災保険加入）
・　作業手当　2,000円/日
【⑥に対する支援】
・　受入農家の紹介（畑作・酪農）
・　宿泊：受入農家宅（ホームステ
イ）、食事の提供及び寝具、作業衣
等無償貸与
・　作業内容：農業に関わる作業全
般とし、受入農家の指示に従い体
験学習
・　作業時間：概ね８時間程度
・　休日：１ヶ月以上の場合月４日
・　実習手当：１ヶ月～３ヶ月　1,200
円／1日、３ヶ月以上1,500円／1日
・　保険：農業労災、傷害共済加入
（本人負担なし）
【⑦に対する支援】
・　個室：３室
・　オートロック式オール電化ワン
ルーム（１ＬＤＫ）、ユニットバス、シャ
ワー付トイレ
※居住費無料（水道光熱費の負担
あり）
設備：ＩＨクッキングキッチン、電子レ
ンジ、冷蔵庫、調理器具等、エアコ
ン、蓄熱暖房機、テレビ、ブルーレイ
レコーダー、インターネット設備、乾
燥機付全自動洗濯機、掃除機、寝
具付ベッド、ソファー等生活必需品
を配備
・　研修内容：畑作研修・酪農研修、
各種研修会、イベント、交流会への
参加
・　時間・休日：１日おおむね８時間
（原則毎週日曜休日）
・　研修手当：日額４，０００円
・　待遇等：作業衣、長靴などの支
給、農業労災保険の加入（掛金の
負担なし）、通勤用軽自動車の無料
貸与

―
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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

―

美幌町経
済部農政
グループ
美幌みら
い農業セ
ンター

0152-73-
1111
0152-75-
2324

― 2,3,4,6,7,9美幌町

①美幌町新規就農予定者の農業研修事
業
②美幌町新規就農者等支援事業
③美幌みらい農業センター
④美幌町農業担い手対策事業

【①の対象者】
・　農業研修生（新規就農予定者）
・　受入指導農家
【②の対象者】
・　新規就農者及び独立就農者のう
ち、法人へ出資し構成員となる個人
・　新規就農者及び独立就農者で、
個人経営又は当該個人が経営主と
なる法人
【③に対する対象者】
・新規就農予定者
【④に対する対象者】
・農業体験実習生（独身女性限定）

【①に対する支援】
（農業研修生）
１　農業研修補助金：新規就農予定
者の農業研修期間内（6ヶ月以上3
年以内）で月額15万円を補助（ただ
し、青年就農給付金準備型の給付
を受けた後）
２　家賃補助金：農業研修生に対す
る家賃補助（月額35,000円以内）
（受入指導農家）
１　営農指導補助金：農業研修生受
入農家に対する指導補助（月額
30,000円）
【②に対する支援】
（新規就農者及び独立就農者のう
ち、法人へ出資し構成員となる個
人）
１　就農奨励補助金：新規就農者等
が経営開始時に必要となる準備費
用に対し200万円を補助
２　就農奨励補助金：法人へ出資し
構成員として必要となる準備費用に
対し100万円以内を補助
（新規就農者及び独立就農者で、個
人経営又は当該個人が経営主とな
る法人）
１　農用地等賃借料補助金：経営開
始時から1年以内に各種制度事業
等によって賃貸借した農用地等の
年間賃借料の2分の1を賃借年から5
年以内で補助（ただし、農用地保有
合理化事業のうち元金に充当される
分は除く）
２　経営安定補助金：経営開始時か
ら1年以内に取得した農用地等及び
各種制度事業等により賃貸借した
のちに取得した農用地等の固定資
産税相当額を賦課年から5年間補助
３　農用地等取得補助金：経営開始
時から1年以内に取得した農用地等
の取得費及び各種制度事業等に
よって賃貸借したのちに農用地等の
取得を農業関係制度資金の借入金
で行う場合の取得費の3分の1を取
得時又は借入時に補助（補助限度
額：個人500万円・法人構成員750
万）
４　農用地等取得資金償還金利子
補給費補助金：経営開始時から1年
以内に各種種制度事業等によって
賃貸借したのちに農用地等取得を
農業関係制度資金の借入金で行う
場合の負担金利の2分の1以内を償
還年から5年間補助（対象借入限度
額：個人3,000万円・法人構成員
4,500万円）
【③に対する支援】
・研修期間：3年間
・受入対象者：町内に新規参入しよ
うとする20～40歳以下の既婚者（成
婚者含む）で一定の自己資金を有
し、6ヶ月以上実践的農業研修が可
能で、就農計画の認定を受けた者
又は受けることが確実な者
・研修内容：センター内圃場にて、専
門指導員の指導による実践的な栽
培研修、営農計画の設計、各種農
業講座の受講及び農家での研修を
実施
【④に対する支援】
・実習：町営の農業研修施設及び農
家を組み合わせての実習が可能
・日当：農業研修施設実習4,500円・
農家研修3,500円
・旅費：1週間以上1ヶ月未満は往復
実費相当額の3分の1を支給、1ヶ月
以上2ヶ月未満は往復実費相当額
の2分の1を支給、2ヶ月以上は往復
実費相当額を支給
・傷害保険加入：掛け金は町負担

―
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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

―
紋別市農
政林務課

0158-24-
2111
（内線
285）

― 3,4,6,7,9紋別市
①紋別市新規就農者誘致事業
②紋別市産業研修センター

①－１新規就農予定者
①－２新規就農者
①－３農業実習受入れ農家
②地域産業の振興に係る人材育
成、技術の向上を図るための研究、
研修等を目的とする者、又は市長が
適当と認める者

【①－１に対する支援】
○農業経営に必要とされる農業技
術及び見識等の農業経営全般にお
ける習得に係る経費を研修奨励金
として、月額６万円を最大２年間助
成。
【①－２に対する支援】
○農業経営開始に係る準備に要す
る経費及び農業経営開始直後に要
する経費経費として、農業経営開始
初年度に限り、２００万円を助成。
○農用地・施設用地及び農業用施
設の貸付料に対する負担軽減。５年
間のリース料の２分の１以内を限度
として助成。
○施設改修・補修・付帯機械の整備
に係る賃貸料の負担軽減。５年間の
リース料の２分の１以内を限度とし
て助成。
○中古農業機械の導入に係る貸付
料の負担軽減。５年間のリース料の
２分の１以内を限度として助成。
○乳牛の貸付に係る管理料の負担
軽減。５年間リース料の２分の１以
内を限度として助成。
○農業経営基盤強化促進法に基づ
く利用権設定期間のうち、農場リー
ス期間中の貸付料に係る負担軽
減。５年間リース料の２分の１以内を
限度として助成。
○経営開始時における生産資材等
の負担軽減。５年間の利子助成を
行う。
【①－３に対する支援】
○新規就農予定者の農業研修受入
れ農家に対して営農指導費として、
月額５万円を最大２年間助成。
【②に対する支援】
農林水産業をはじめとする地域産
業の発展と活性化を目指し、担い手
の育成・確保、技術の向上を図るた
めの研修施設

―

―

網走市経
済部農政
課農業振
興係

0152-44-
6111（内
線248）

https://ww
w.city.abas
hiri.hokkaid
o.jp/360no
gyo/060no
ugyousyas
hien/020sa
nnyuu.html

4,7,9網走市
①網走市新規農業参入者支援事業
②網走市青年就農支援資金貸付事業

【①の対象者】
・本市に定住して農業経営によって
自立しようとする意欲のある者
・北海道知事より就農計画の認定を
受けた者
・１８歳以上４５歳未満の者
【②の対象者】
・市内に住所を有する者
・給付金を需給又は受給することが
決定している者
・貸付けを受けた資金の償還につい
て十分な支払能力を有する者
・連帯保証人をたてることができる
者
・市税を滞納していない者

【①に対する支援】
１　経営開始から５年以内に借り入
れた、農業制度資金の転貸融資に
関し借受者が負担する債務保証料
を補助
２　経営開始から５年以内に取得し
た農地等に係る固定資産相当額（５
カ年間）を補助
【②に対する支援】
新規就農を目指し、就農前の研修
段階の青年就農者に対して支給さ
れる「北海道青年就農給付金（準備
型）」を受給している者に対し、当該
年度の給付金の支給時期までに必
要とされる資金を貸付

―
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―

津別町産
業振興課
農政ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

0152-76-
2151（内
線264）

― 4,7,9津別町 農業新規参入者支援対策事業 新規参入者

1.農地保有合理化事業及び農場
リース円滑化事業による農用地等
の賃借期間のうち3年以内又は農業
経営基盤強化促進法に基づく農用
地利用権設定期間の内3年間につ
いて、賃借料の1/4を補助金として
交付
2.経営開始のため農用地等の購入
に要した自己資金及び借入した農
業制度資金の1/5以内（500万円を
限度）を経営開始年度に限り補助金
として交付
3.直接営農に供する資産に課税され
る固定資産税の相当額を補助金と
して3年間交付
4.利率が2.0%を超える農業制度資金
（3,000万円を限度）に対し、その超
える利率のうち2.0%以内を5年間利
子補給
（津別町農業新規参入者誘致条例
に基づく）

―

―
西興部村
農業振興
係

0158-87-
2111

― 4,6,7,9西興部村
①西興部村新規就農者確保対策事業
②西興部村新規就農者支援事業

①受入指導農家：村内において農
業を営み農業全般にわたる指導技
術を有している農業者又は農業生
産法人でＪＡが指導農家等と認めた
者。
②対象者：23歳以上40歳未満の者
で、配偶者又は18歳以上60歳未満
の同居の親族を有し、新たに農業経
営を営む者で、次の各号の一に該
当する者。
(１)　施設規模及び装備並びに乳牛
飼育頭数が、30頭（成牛換算）以上
の酪農経営計画を有し、農用地面
積が概ね30ｈａ以上確保できる者
(２)　前号に満たない者であって、特
に村長が認めた者

【①に対する支援】
６ケ月を超えて就農研修者を受入れ
る村内の農業者又は農業生産法人
に対し、研修期間のうち３年以内に
ついて、就農研修者１組あたり月額
６万円を上限として補助する。ただ
し、北海道農業担い手育成センター
等の支援を受け、就農研修者の指
導にあたる場合は、受け入れ農家
が就農研修者に支払う生活基本給
からこれら支援を受ける金額を差し
引いた残額の３分の１を補助するも
のとし、千円未満は切捨てとする。
【②に対する支援】
(１)　認定を受けた新規就農者に対
し200万円を、奨励金として交付す
る。
(２)　農地保有合理化促進事業及び
農場リース円滑化事業により農用地
及び農業用施設等（以下「農用地
等」という。）の賃借契約を締結して
いる期間（５年以内。特別な事由が
ある場合は更に５年以内の延長期
間）又は、農業経営基盤強化促進法
に基づく農用地利用権設定期間の
内、５年間に係る賃借料の４分の１
の額を補助金として交付する。
(３)　農場リース円滑化事業等により
農場譲渡後最初の施設等に対し、
固定資産税が賦課された年度から５
年間、固定資産税の額を補助金とし
て交付する。
(４)　農業経営に必要な農用地及び
農業施設等の取得、並びに家畜等
を導入するため借入をした農業関係
制度資金（以下「制度資金」という。）
に対して、その制度資金額の５分の
１を補助金として交付する。なお、補
助金の交付額は1,000万円を限度と
する。ただし、同条第２号に掲げる
農地保有合理化促進事業、農場
リース円滑化事業又は農業経営基
盤強化促進法により借入した農用
地等の購入資金、就農支援資金に
限る。
(５)　村は、土地並びに施設等の斡
旋につとめるほか、村長が特に必要
と認めた場合は村有地を貸付するこ
とができる。

―
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―
湧別町農
政課農政
係

01586-2-
5861

http://www.to
wn.yubetsu.lg.j
p/

4,7,9湧別町
①就農補助金
②賃貸料補助金及び利子補給補助金

新規就農者（以下要件）
年齢が20歳以上46歳未満までの世
帯主で配偶者を有するもの又は経
営開始時において配偶者を見込め
るもの。
経営開始時において、次のいずれ
かの経営規模を確保できる営農計
画を有する者
・　酪農経営　乳用牛の飼養頭数が
25頭(成牛換算)以上で、農用地面積
がおおむね20ヘクタール以上
・　畑作経営　農用地面積がおおむ
ね10ヘクタール以上
・　酪畑経営　乳用牛の飼養頭数が
20頭(成牛換算)以上で、農用地面積
がおおむね15ヘクタール以上

①就農補助金：経営開始2年経過後
50万円、経営開始4年経過後100万
円
②賃貸料補助金及び利子補給補助
金（合わせて最大1年間37万5,000
円、4年間補助）
・　賃貸料補助金は、経営開始1年
以内に農地保有合理化促進事業、
公社営農場リース事業等により賃貸
を受けた農用地、農業用施設、機械
及び乳用牛等
に対し、その賃貸借契約締結の翌
年度から賃貸料の4分の1以内を助
成
・　利子補給補助金は、経営開始1
年以内に農用地等の取得により借
入れした農業金融制度資金及び農
協資金に対し、借入の翌年度から
5,000万円を補助
対象借入限度額として借入者の負
担金利の2分の1以内を助成

―

―

置戸町産
業振興課

置戸町農
業委員会

役場：
0157-52-
3313
農業委員
会：0157-
52-3361

― 3,4,7,9置戸町

①就農者研修支援資金貸付金
②新規就農経営自立安定補助金
③固定資産税相当額奨励金
④新規就農支援リース事業補助金
⑤利子補給
⑥置戸町境野交流センター（あぐり）

【①の対象者】
新規就農希望者
【②～⑤の対象者】
新規就農者
【⑥の対象者】
就農、農村研修、農山村体験等を目
的とする都市住民等

【①に対する支援】
就農研修資金として、研修期間に応
じ最高２４カ月分の貸付を行う。貸
付金額は１カ月当たり、単身者で５
万円、配偶者有の場合は１０万円
【②に対する支援】
農業経営の開始に必要な農用地等
の取得並びに家畜を導入するため、
営農開始の属ずる年度から２年以
内に借入をした農業関係資金及び
町長が認める資金に対し、制度資
金額の５分の１を限度として補助金
を交付する。個人経営で５００万円、
共同経営で１千万円を限度。
【③に対する支援】
経営開始後最初の施設等に対する
固定資産税が賦課された年度から３
年間に係る固定資産税の額を限度
として、奨励金を交付。
【④に対する支援】
農用地及び農業用施設等の賃借契
約を締結している期間の内５年間に
係る賃借料の３分の１を補助。
【⑤に対する支援】
経営開始の属する年度から５年以
内に借入した制度資金等に対し、個
人経営で５千万円、共同経営で８千
万円を限度として、借入の年度から
１０年間、その利息に対し２分の１の
範囲内で利子補給金を交付。
【⑥の内容】
短期　宿泊料金（１人１泊　２，０００
円）光熱水費含む
長期　宿泊料金（１世帯　１５，０００
円～２５，０００円）　光熱水費利用
者負担

―
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①夫婦２
組

①、③、
④、⑤平
取町農業
支援セン
ター
②平取町
産業課農
政係

①、③、
④、⑤
01457-2-
2383
②01457-
2-2223

①、③、④、
⑤
http://www.
d2.dion.ne.jp
/~bamc/
②
http://www.
town.biratori
.hokkaido.jp/

2,3,4,9平取町

①平取町新規参入者就農促進対策事業
②平取町農業者就農促進対策事業
③紫雲古津実践農場
④振内実践農場
⑤平取町農業研修生住宅

①平取町新規参入希望農業研修
生：町内で２年間程度の農業研修を
実施し、新たに農業経営を開始しよ
うとする者で知事の認定を受けた認
定就農者で研修開始時、原則２０歳
以上４５歳以下
②農業後継者：町内で就農する１８
歳以上４５歳以下の者であって、農
業経営（法人経営）を将来的に引き
継ぐことが見込まれる就農者個人
（法人）
③～⑤平取町新規参入希望農業研
修生

【①に対する支援】
１　施設設備や農業機会等の整備
に要する経費：補助率1/2以内、上
限500万円
※　JA平取町が整備する新規就農
者用リース農場に対して助成
２　研修等に要する経費補助　(実践
的農業研修期間内)
特別研修の受講に要する経費：農
業機械研修、経営研修
【②に対する支援】
農業後継者が新規設備投資を行う
場合の施設設備等に対して補助率
1/2、上限400万円
次に掲げる施設及び設備等
(1)栽培ハウス施設及び附帯設備
(2)畜舎の新築及び増改築
(3)農地の取得および借受
(4)農地の基盤整備
(5)家畜等の購入
【③に対する支援】
栽培ハウス800坪(8棟)、農機具庫1
棟、休憩所1棟、トラクター1台、温風
暖房機4台、温水ボイラー1台、管理
機1台動力噴霧機1台
【④に対する支援】
栽培ハウス800坪(4棟)、農機具庫1
棟、休憩所1棟、トラクター1台、温風
暖房機4台、温水ボイラー1台、管理
機1台、動力噴霧機1台
【⑤に対する支援】
木造3LDK　4棟（8戸）

①毎年10
月1日～
10月31日

―
壮瞥町経
済環境課

0142-66-
2121

http://www.
town.sobets
u.lg.jp/

3,4,6,7壮瞥町 壮瞥町就農支援措置に関する条例

【①の対象者】
○新規就農者：農業以外の産業に
従事（学生を含む）し、町内に就農を
希望する者（年齢18歳以上56歳未
満で、配偶者または18歳以上60歳
未満の同居の親族を有している者）
○就農後継者：農業以外の産業に
従事（学生含む）し、親が町内で農
業を営み、その経営を継承すること
が確実と見込まれる者で、年齢が18
歳以上46歳未満の者）
【②の対象者】
就農研修者（就農後継者）を受け入
れ、指導する農家

【①に対する支援】
○就農研修者資金
　農業者資格を得るため一定期間
農業研修を受ける新規就農者およ
び就農後継者を対象に、就農経費
に対する資金貸付として、就農研修
開始時から1年以内につき、新規就
農者は月額8万円、就農後継者は月
額6万5千円以内の資金貸付（就農
開始から5年以上営農を継続した場
合は、就農研修資金の返済が免除）
○就農助成金
A．農用地取得に対する助成
　就農研修を修了した新規就農者に
対し、就農開始時から1年に限り年
50万円を限度額として助成
B. 農用地賃借料に対する助成。
　就農研修を修了した新規就農者に
対し、就農開始時から5年間につき、
1/2以内で年10万円を限度に助成。
C．農業用施設および機械等の取得
に対する助成
　就農研修を修了した新規就農者
及び就農後継者に対し、就農開始
時から1年に限り年200万円を限度
額として助成。
　※就農開始から5年以上営農を継
続しなかった場合は、就農支援助成
金を返還
　※就農助成金のうちA・Bは選択
制。
【②に対する支援】
○受入農家指導謝金
　就農研修の受入指導農家に対し、
就農研修開始時から1年以内につ
き、月額1万円以内

―
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―
音更町経
済部農政
課農政係

0155-42-
2111

http://www.t
own.otofuke.
hokkaido.jp/
work/nouchik
uringyousya/
zyosei-
yuusi/seidos
hikin.html

3音更町 音更町農業振興資金 農業後継者・新規就農者

○　農業技術を研修するのに必要な
資金の貸付
個人：50万円以内
共同：200万円以内
償還期間5年以内（※無利子）

―

―

様似町農
業担い手
育成協議
会（様似
町産業課
農務係
内）

0146-36-
2113

― 3,4,7,9様似町 新規参入者就農促進対策事業
新規就農者(就農後3年以内に事業
実施)

・　借家料の１／２以内助成（月４万
円限度）
・　研修地（町外）までの交通費（月
額２万円、24ヵ月以内）
・　特別研修の受講費及び研修期間
中の損害保険料を助成（10/10以
内）
・　研修資金（45歳以上65歳未満、
月額８万円、24ヵ月以内）
・　農業用施設及び付帯施設、機械
の購入、農地取得等の１／２以内を
助成（300万円限度）

―

―
日高町産
業経済課

― ― 3,4,6,7日高町
①日高町新規就農促進対策事業
②新規就農支援事業

①―1就農研修者及び新規就農者
で認定就農者（自家就農の後継者
を除く）
①―2受入指導農家
②認定就農者（自家就農の後継者
を除く）（軽種馬生産・育成を除く）

【①―1に対する支援】
（新規就農者）
１．農業施設、機械、農地取得等の
１／２以内　３年間補助 （年１００万
円限度）
（就農研修者）
１．住宅補助　研修中の借家料の１
／２以内補助（月２万円限度）概ね2
年以内
２．研修補助  農大の研修受講費用
を全額補助（年１３万円）概ね2年以
内
【①―2に対する支援】
指導受入農家補助研修先農家の都
合で新規就農者が他の指導農業士
等の代理指導を受ける場合の謝金
（日額３．５千円、指導者農場での研
修は１／２）概ね  2年以内
【②に対する支援】
１．生産設備取得の借入資金に４／
１０以内10年間利子補給（融資額２
億円、補給利率１%限度）
２．農場リース料の１／４以内5年間
助成
 （対象額２億円限度）

―

①年間概
ね３組６
名
②定め無
し

新ひだか
町三石庁
舎農政課

0146-33-
2111

http://shinhi
daka-
noushinkyo.h
okkai.jp/

2,3,4,7,9新ひだか町

①農業後継者育成推進事業
農業チャレンジャー支援対策事業
がんばる!農業サポート事業
②農業後継者育成推進事業
③新ひだか町静内ハウス団地

①、②新規就農を希望する研修生
（概ね満２０歳から５０歳以下）
③新規就農を希望する研修生（概ね
満２０歳から５０歳以下）
※実践的な研修施設ですので、原
則として研修２年目の方の利用とさ
せていただいています。

【①へ対する支援】
１．研修費：月額１５万円/人（夫婦
世帯３０万円）※青年就農給付金と
の調整措置有り
２．家賃助成：月額３万円/実費（実
費が下回った場合はその額）
３．自動車購入助成：２５万円/実費
（車両確保困難な場合１回のみで実
費が下回った場合はその額）
４．帰省助成：３万円/実費（１回の
みで実費が下回った場合はその額）
５．扶養費：6,500円/月（15歳未満：1
人あたり）
６．移転費：１０万円/限度額（業者に
依頼した場合にのみ年１回対象と
し、実費の1/2以内の額）
７．経営開始後農地賃借料の1/2以
内を５年間補助
８．経営開始後営農施設、農業機械
及び農地取得のための制度資金借
り入れがある場合、自己負担利率
の１％又は利息額の1/2のいずれか
低い額を借り入れ当初から５年間利
子補給（ただし、利子補給の上限は
年間５０万円）
９．経営開始後営農施設、農業機械
及び農地に係る固定資産税の額を
限度として２年間助成
【②に対する支援】
農業体験をした場合、実習手当とし
て日額３，０００円※最長３カ月
【③に対する支援】
栽培ハウス２０棟、育苗ハウス２棟、
格納用ハウス１棟、事務所１棟、物
置４棟、トイレ４棟、農作業機（トラク
ター２台及び付属機械、マニュアス
プレッダ１台、動噴３台、管理機１台
及び付属機械）、軽トラック１台等
※平成２６年４月供用開始しました。
将来的に栽培ハウス３０棟、育苗ハ
ウス３棟にする計画です。

①通年
②通年
※ただし
施設園芸
について
は冬期を
除く
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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

―

陸別町産
業振興課
農業振興
担当

0156-27-
2141

― 3,4,7,9陸別町
①営農実習奨励金
②農業経営開始奨励金
③経営自立補助金

認定された新規就農志向者または
認定された新規就農者

【①に対する支援】
月額15万円（交付期間：３年以内）
【②に対する支援】
定額300万円（開始年のみ）
【③に対する支援】
○　農業経営のために賃借した農用
地等の賃借料に対する補助　年間
賃借料の１／２（経営開始年から５
年以内）
○　農業経営のために借り入れた農
業関係制度資金の借入金償還利子
に対する補助　借入金の金利の１／
２相当額利子助成（経営開始の翌年
から５年以内）
○　農業経営のために取得した農用
地、農業用施設及び機械等に関わ
る固定資産税相当額に対する補助
固定資産税相当額の補助（経営開
始年の翌年から５年以内）

―

―

①～⑤新
得町産業
課農政係
⑥ＪＡ新
得町経営
課

①～⑤
0156-64-
0525
⑥0156-
64-6499

http://www.s
hintoku-
town.jp/shigo
to/nougyou/
sinkisyuunou_
sien/

2,3,4,9新得町

①新規就農一時金
②農地保有合理化促進事業特別事業・
農場リース事業の賃借料補助
③新規就農資金
④搾乳牛導入支援
⑤レディースファームスクール
⑥農業技術向上資格取得活動事業

【①～④の対象者】
○新規就農者
・町内実習2年以上　かつ
・概ね45歳未満で配偶者を有する者
(1)新たに町内において個人で農業
を営もうとする者
(2)新たに町内において2名以上で農
業を共同で営もうとする者
○経営規模
・畑作：経営面積10㏊以上
（野菜経営は2㏊以上）
・酪農：搾乳牛30頭以上
・肉牛：繁殖牛30頭以上
　または育成牛200頭以上
・しいたけ：ホダ木3,000本以上
【⑤の対象者】
農業体験実習生（１８歳以上の独身
女性）
【⑥の対象者】
・おおむね４５歳以下で、新規就農
等を目指す者
・農業従事３年以内

【①に対する支援】
新規就農者の認定を受けた者に対
して、就農一時金を助成。(酪農除く)
・助成内容：年100万円×3年
　(しいたけ：年50万円×2年間)
【②に対する支援】
農場リース事業等により、施設等の
貸付を受けた者に対して、賃貸借料
の一部を助成。
・助成内容：賃貸借料の1/3(年70万
円上限、最長5年)
【③に対する支援】
新規就農者の認定を受けた者に対
して。就農資金の貸付。
・助成内容：10年、措置据置3年、無
利子
　畑　：　500万
　野菜：　300万
　酪農：1,000万
　肉牛：1,000万
　しいたけ：300万
　法人：3,000万
【④に対する支援】
搾乳牛(初妊牛)を無償譲渡：10頭
但し、3年以内に同頭数の雌のヌレ
仔を返済
【⑤に対する支援】
・　研修室１室、講習室１室
・　宿泊室：個室１０室、団体室１室
（ベッド、収納タンス、バス・トイレ付
き）
・　設備備品：洗濯機３台、乾燥機２
台、掃除機、談話室にテレビ、ビデ
オ、パソコン
【⑥に対する支援】
大型特殊自動車、フォークリフト等、
営農に必要な資格取得費用の３割
以内を補助

―

上士幌町
①上士幌町農業担い手育成助成事業
②上士幌町農業体験者宿泊施設（グ
リーンレディースセンター）

【①の対象者】
１．新規就農者及び農家子弟にあっ
て独立した経営体を営もうとする
者、又は現にしている者
２．北海道知事より就農計画の認定
を受けており、町内において営農す
ることが確実な者、若しくは現に営
農している者
３．申請時において町内に居住して
いる者
４．上士幌町農業再生協議会におい
て承認された者
【②の対象者】
本町において研修又は実践を行う
女性で、一般農業実習生、ナイタイ
高原牧場での農業実習生及び一般
農家又は農業法人の従業員

【①に対する支援】
独立若しくは新規に営農を開始した
後、その経営体に対し、1ヶ月あたり
8万円を36ヶ月間以内に限り助成
【②の内容】
施設：個室４室、相室１室、共同炊
事場、談話室、共同風呂、共同トイ
レ
使用料：個室5,000円/月、相室3,000
円/月

― ―
上士幌町
農林課農
産担当

01564-2-
4292

http://www.k
amishihoro.jp

/
4,9
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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

芽室町

①農村くらし体験
②農業体験実習
③芽室町ふるさと交流センター「やまな
み」

【①、②の対象者】
対象２０歳以上の独身女性 （農業後
継者のパートナーとなることに興味
のある方）
【③の対象者】
地域内の農業者の方々
農業実習生
山村留学児童・生徒

【①に対する支援】
農家にホームステイして農作業など
を手伝いながら、農家の暮らしを体
験。
・体験期間 １泊２日～１週間まで
・滞在費用 無料（農家滞在ではな
く、宿泊施設を利用する場合は参加
者負担）
・交通費 参加者負担
【②に対する支援】
農家や従業員の方と一緒に本格的
な農作業を体験します。
・体験期間 ２０日間以上
・住居 実習先農家への住み込み
（実習生用の宿泊施設や借家から
通うことも可能）
・手当 有
・その他 実習先への通勤費助成
（車の燃料代）有り
家賃助成有り
慰労金の支給（３ヶ月以上の実習の
場合）有り
【③に対する支援】
宿泊（大人1人）
２人部屋　22,050円／月、１人部屋
（小）23,620円／月、１人部屋（大）
25,200円／月
食事
朝食400円／食、夕食700円／食

畑作体
験：４月
から１０
月、酪農
体験：１
年中

更別村
①更別村新規就農者受入特別措置条例
②新規就農対策事業（体験研修事業）

【①の対象者】
経営責任者の年齢が概ね20歳以上
40歳以下で配偶者を有し心身共に
健康で、自立経営を営む能力と経験
を有する者で次の各号の一に該当
する者をいう
(1)　酪農経営においては、施設規
模、施設、乳牛飼育頭数及び農用
地の保有面積が本村の平均規模以
上を確保できる者
(2)　畑作経営においては、施設及び
農用地の保有面積が本村の平均規
模以上を確保できる者
(3)　前各号に満たない者であっても
特に村長が認めた者
【②の対象者】
原則として２０歳以上の者とする
遠隔地健康保険者証、住民票を持
参する。体験期間中の私傷病による
医療費は本人が負担する。
体験期間中の傷害保険は、更別村
農業担い手育成センターが加入負
担する。

【①に対する支援】
新規就農者の認定を受けた者が農
業経営を開始したときは、次の各号
に掲げる奨励金及び利子助成金(以
下「奨励金等」という。)を交付し、援
助を行う（奨励金等の限度額10,000
千円）
(1)　個人経営を始めようとする者
で、次の事業において農用地、農業
用施設等の賃貸借契約を締結した
場合は、その期間中、初年度から5
年以内に要する賃借料の2分の1を
奨励金として交付
ア　農地保有合理化促進事業
イ　公社営農場リース事業
ウ　農用地利用集積事業
(2)　個人経営を開始した年度から5
年度目において、第2条の規定を満
たし或は満たすと認められるとき
は、奨励金として500万円を交付
(3)　個人経営を始めようとする者
で、農業経営に必要な農用地、農業
用施設及び家畜等を取得及び導入
するために借り入れた制度資金に
ついて、1億円を限度に金利の2分
の1に相当する額を利子助成金とし
て交付
ただし、制度資金の資金毎に金利2
分の1が1.0パーセントを超える場合
は1.0パーセントを限度とし、助成期
間は借り入れ初年度から5年以内と
する
【②に対する支援】
期間：原則として１ヶ月以上１年未満
実習体験者：実習費として月額３万
円を支給
受入農家：受入推進費（宿泊代、食
事代、寝具、作業着など）経費として
月額３万円を助成
１ヶ月以上の体験期間の者にあって
は、片道の旅費実費を助成すること
ができる

②毎年４
月から随
時受入

芽室町後
継者対策
推進委員
会（芽室
町農業委
員会事務
局）

0155-62-
9732

http://www
.memuro.ne
t/agri/com
mittee/co
mmittee.ht
ml

2,3,9

―
更別村産
業課農政
係

0155-52-
2115

― 3.4,7,9

―
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―
別海町農
政課

0153-75-
2111

http://betsu
kai.jp/

2,4,9別海町

①新規就農者対策事業
②新規就農者リース料支援事業
③新規就農者負担軽減支援事業
④(有)別海町酪農研修牧場

①～③新規就農者
④35歳以下の妻帯者又は30歳以下
の独身者

【①に対する支援】
町内に新規に農業を開始する者に
300万円/戸を補助
【②に対する支援】
補助事業等を活用し期間中の貸付
料の助成　貸付料の１／３
【③に対する支援】
就農後３年間、固定資産税相当額
の助成
【④に対する内容】
研修施設、宿舎、第１実践牧場、第
２実践牧場、管理作業機

―

―
浜中町農
林課農政
係

0153-65-
2186

― 2,4,6,7,9浜中町

①農地保有合理化事業及び農場リース
事業等
②浜中町農業新規参入促進事業
③㈲浜中町就農者研修牧場
④㈲浜中町就農者研修牧場 研修生用
住宅

①新規就農者
②新規就農予定者を受け入れた農
家又は研修施設
③40歳未満の夫婦等
④㈲浜中町就農者研修牧場研修生
で40歳未満の夫婦等

【①に対する支援】
○貸付期間又は農業経営基盤強化
法に基づく農用地の利用権設定期
間の内、5年間に係る賃借料の1/2
の額を交付
○固定資産税の相当額を5年間交
付
○経営開始の属する年度から借入
した農業制度資金の利子に対し、
2.0%を超える部分の利息を5年間利
子補給
【②に対する支援】
○新規就農予定者を受け入れた農
家又は研修施設に対し技術指導料
を助成（3年以内）
【③に対する支援】
成牛舎100頭FS、育成牛舎、バン
カーサイロほか
研修室等
【④に対する支援】
生活用具一式完備、家賃無料

―

―

①浦幌町
産業課
②浦幌町
農業委員
会

①015-
576-2181
②015-
576-2179

http://www.
urahoro.jp/

3,4,6,7,9浦幌町
①新規就農者営農促進事業
②農業体験実習生受入事業

①新規就農者で次の要件を満たす
者
23歳以上50歳未満で個人経営を行
う者、若しくはおおむね20歳以上40
歳未満の共同経営を行う者が３名
以上農業経営に参画する者
②受入指導農家及び体験実習生
（18歳～40歳）

【①に対する支援】
1.農業経営に必要な資金として年額
100万円を限度として、就農時から3
年間奨励金を交付。
2.農地保有合理化促進特別対策事
業により農用地及び農業用施設用
地の賃貸借契約を締結している期
間（5年以内、特別な事由がある場
合は更に5年以内の延長期間）、又
は農業経営基盤強化促進法に基づ
く利用権設定期間のうち、5年間に
かかる2分の1を限度として奨励金を
交付。
3.認定を受けてから10年以内に取得
した、農地、農業用施設用地及び農
業用施設に課税された固定資産税
の相当額を限度として、取得時から
5年間奨励金を交付。
4.農業関係制度資金に対して7,000
万円（共同１億円）を限度として、借
入年度から12年間末端金利の2分
の1を利子補給。
【②に対する支援】
受入農家：１日 1,000円の助成（最
長６カ月まで）
実習生：住宅料月額 5,000円（受入
農家に通勤する場合）
片道分の旅費助成（30,000円限度、
３ヵ月以上実習した場合のみ）

―

八雲町
①八雲町新規就農支援資金貸付事業
②八雲町農業研修者支援住宅

①新規就農者
②新規就農者・農業研修者

【①に対する支援】
・新規就農者１人につき１回限り２０
０万円以内
・貸付実行年度の翌年度から５年以
内の均等割りで償還
・農業経営を継続している場合で、
償還金の免除要件を満たす場合は
償還免除
【②に対する支援】
ブロック造平屋建　　　３棟６戸
ブロック造平屋建　　　４棟４戸

- -
八雲町農
林課

0137-62-
2111

http//www.t
own.yakumo.
lg.jp

4,9

池田町
①池田町新規就農者支援育成事務事業
②池田町農業体験実習事業

①就農に必要な生産技術や経営管
理方法等の実践的な営農実習を終
了し、かつ、北海道知事より就農計
画が認定され農業経営を行うことと
なった年齢が23歳以上45歳未満の
個人、又は当該営農実習を終了し
たものを代表者とする法人

②池田町農業担い手育成センター
の推薦を得て農業体験実習生を受
け入れた認定農業者

【①に対する支援】
・　経営開始から３年以内に賃借し
た農用地の賃借料に対する補助
（年間賃借料 の２分の１以内、10年
間）
・　経営開始から３年以内に農用
地、農業用施設、機械、家畜等の取
得のために借入れした農業関係制
度資金の借入金償還利子に対する
補助（融資利率の１パーセント相当
額以内（一の会計年度における補
助金の額は、個人50万円、法人80
万円を限度とする。）、10年間）
・　経営開始から３年以内に取得し
た農用地、農業用施設、機械等に
賦課される固定資産税相当額に対
する補助（固定資産税相当額の２分
の１、10年間）
・　経営の安定化を図るための資金
に対する補助（１年目は100万円、２
年目以降は50万円、5年間）

【②に対する支援】
　・　農業実習生1人につき1日1,000
円を交付。ただし、対象は当該年度
10日以上60日以下とする。

― ―
池田町産
業振興課
農政係

015-572-
3118

― 4,6,7,9
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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

浦河町農
林課

0146-26-
9016

http://www.
town.urakaw
a.hokkaido.jp
/business/n
ougyou/star
t.html

3,4,9浦河町

①新規就農支援事業
②施設園芸ハウス設置費助成事業
③アスパラガス作付奨励事業
④農業改善促進資金
⑤新規就農者研修住宅

新規就農者（18歳～65歳未満）

【①に対する支援】
・　研修期間中、月額8万円を最大2
年間交付（45歳未満までに就農をす
る）
・　就農研修の終了後、支度金とし
て100万円の補助
・　農業経営に必要な経費の1/2以
内を3年間補助（年100万円限度）
【②に対する支援】
・　施設園芸用ハウスの設置等に係
る資材費の1/2以内を補助
【③に対する支援】
・　アスパラガスの苗購入費の2/3以
内を補助
【④に対する支援】
・　施設整備等に係る経費を融資
（利率1％・個人300万円、団体1,000
万円限度）
【⑤に対する支援】
研修期間中利用可能
使用料金月額30,000円以内（光熱
水費別負担）
・設備等
　水洗トイレ、浴室、給湯設備、上下
水道、プロパンガス
　駐車場、物置

①～④
6月、12月
末まで年
２度の募
集

①～④
年間２組
程度
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