
市町村名 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

茨城県

古河市 新規就農支援研修費助成事業

市内に住所を有し、申請時における
年齢が39歳以下の者で、新規就農
を目指す者および新規就農後（３年
以内）に自己の農業技術の向上を
目指す者

【助成対象経費】
農業技術を習得するため、3カ月以
上の期間研修等を受講した費用等
【助成金及び助成金限度額】
1年間に限り30万円を限度として助
成。
※指導的農家等での研修および研
修費が無料の研修については、助
成対象経費にかかわらず日額4，
000円。

随時 ― 農政課
０２８０（７
６）１５１１

www.city.ib
araki―
koga.lg.jp/

3

石岡市

園芸作物生産拡大整備支援事業

①定年退職などにより新たに就農す
65歳未満
②就農してから５年未満かつ45歳未
満の者
③新たな園芸作物の栽培又は園芸
作物の生産規模の拡大に取り組む
者

補助対象経費の１/３以内の額（限
度額50万円）

H27年度

石岡市新規就農者支援センタ― 石岡市で就農を希望する者 就農相談の受付 無

予算の範
囲内

農政課
0299-43-
1111

http://ww
w.city.ishio
ka.lg.jp

4

無 農政課
0299-43-
1112

http://ww
w.city.ishio
ka.lg.jp

1

常陸太田市
新規就農者等自立支援事業

（１）・市内在住の新規就農者（55歳
未満の者）で今後10年以上在住・営
農でき、就農後5年以内に認定農業
者を目指す者
・茨城県の就農認定を受けた者のう
ち下記の改修を前提とし、長期借家
契約（10年以上）を締結した者
①貸主が回収費用を負担、貸主が
大規模改修を認めていること
②長期居住、長期活用が保証され
ていること
③契約終了時の貸主の原状回復義
務は免除すること

（２）市内在住の新規就農者及び農
業者（55歳未満）のうち、新たに有機
ＪＡＳ規格の認定を受けようとする者

（１）・借主への支援　改修費用の１/
２（５０万円を限度）
・貸主への支援　整理費用の１/２
（１０万円を限度）

（２）有機ＪＡＳ規格の認定申請に係
る必要経費×１/２（5万円を限度　3
年間支援）

年間 制限なし
産業農政
部農政課

0294-72-
3111

nosei4@cit
y.hitachiot
a.lg.jp

9
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笠間市

新規就農者確保事業

・笠間市税の滞納がないこと。
・笠間市内に住所を有しており、そ
の住居が借家であること。
・笠間市青年就農給付金事業の給
付対象者であること。

・家賃の１／２以内を補助する。ただ
し、上限は３万円／月とする。
・助成期間は最大６０ヶ月までとす
る。

―

新規就農者定着事業

・笠間市税の滞納がないこと。
・就農時の年齢が４５歳未満であり、
笠間市内在住の認定新規就農者の
認定を受けた者、または、認定を受
けることが確実な認定農業者の後
継者であること。
・前年の総所得が２５０万円未満で
あり、笠間市青年就農給付金事業
の給付対象者でないこと。

・助成額は月額５万円とする。
・助成期間は最長３６ヶ月とする

―

担い手対策強化促進事業（長期研修支
援事業）

・笠間市税の滞納がないこと。
・笠間市内農業者の農業経営を受
け継ぎ、笠間市が認定する「認定新
規就農者」又は，公益社団法人茨城
県農林振興公社理事長から研修計
画の承認を受けた者で 、新たに研
修を受ける者。

・農業研修施設や優良農家等にお
いて１ヶ月以上の研修を行う際の費
用を助成する。
・助成額は、月額５万円とする。
・助成期間は、研修期間内の助成と
し、最長２年間とする。

―

営農研修受講料助成事業

・笠間市税の滞納がないこと。
・笠間市内に住所を有しており、農
業経営に取り組む強固な意思を有
している者。

・農業大学校又はそれに準ずる公
的研修期間の受講料等を助成す
る。
・１人１回限り１６,０００円を上限とす
る。

―

笠間市産
業経済部
農政課
農政企画
室

０２９６-７
７-１１０１

http://ww
w.city.kasa
ma.lg.jp/ind
ex.html

9

―

笠間市産
業経済部
農政課
農政企画
室

０２９６-７
７-１１０１

http://ww
w.city.kasa
ma.lg.jp/ind
ex.html

4

―

笠間市産
業経済部
農政課
農政企画
室

０２９６-７
７-１１０１

http://ww
w.city.kasa
ma.lg.jp/ind
ex.html

3

3

つくば市 新規就農者経営支援補助事業

市内在住の認定就農者又は認定新
規就農者（18歳以上65歳未満の者）
農業経営を開始している者で、認定
農業者を目指す者
市税の滞納がない者
国または県から補助金に相当する
給付を受けていない者

月額５万円
（就農月から36ヶ月を限度に助成）

随時 ― 農業課
029-883-
1111

http://ww
w.city.tsuk
uba.ibaraki.
jp/

4

― ―

笠間市産
業経済部
農政課
農政企画
室

０２９６-７
７-１１０１

http://ww
w.city.kasa
ma.lg.jp/ind
ex.html

稲敷市 いなしき農業講座
市内で農業を始めて間もない者で，
農産物を販売し収入を得ようとする
者

・農業技術習得のための講座を開
催
・受講料無料(資材費等：年間５千円
程度自己負担あり)

２６年３～
４月
※２年継
続の事業
のため，
昨年度か
らの受給
者を対象
に今年度
実施。

数名 農政課
０２９９-７
８-３３８５

http://ww
w.city.inash
iki.lg.jp/

2

城里町 新規就農者支援事業

就農３年未満の新規就農者(申請時
に１８歳以上４５歳未満の者)
就農時に町内に在住し、今後１０年
以上営農して１０年以内に認定農業
者を目指す者。

研修助成金：月額３万円
受入農家等助成金：月額３万円(以
上２年を限度に助成、受入農家は町
内に限る)
就農者経営助成金：月額３万円(上
記研修を終了後３年を超えないも
の)

随時 ―
産業振興
課

０２９-２８
８-３１１１

http//www
.town.shiro
sato.lg.jp/

1,3,6
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東海村 新規就農者育成補助事業

【独立・自営就農支援】
・村内に住所を有する満６５歳未満
の者で，就農後５年以上村内で農業
を営むことが確実な者
・村から青年等就農計画の認定を受
けてから５年以内である者
・就農後，５年以内に認定農業者と
なる誓約書を提出した者
・補助金の受給開始後，５年以上村
内に住所を有し就農する者
・青年就農交付金の対象者でない
者

【親元就農支援】
・満５０歳未満の者で親等の農業経
営に参入して新たに就農しようとす
る者で，茨城県立農業大学校が主
催する「いばらき営農塾」の営農支
援研修を終了した者

【独立・自営就農支援補助事業】
補助対象者：独立・自営就農者
補助対象経費：農業経営の安定化
に資するための経費
補助金の額：次の各号の独立・自営
就農者の区分に応じ，それぞれ当
該各号に定める額とする。
（１）　申請時における年齢が満５０
歳未満の独身者　月額１００，０００
円
（２）　申請時における年齢が満５０
歳未満の既婚者　月額１５０，０００
円（配偶者に年間１，０３０，０００円
を超える収入がある（収入の見込み
がある場合を含む。）場合は，月額１
００，０００円とする。）
（３）　申請時における年齢が満５０
歳以上満６５歳未満の独身者　月額
５０，０００円
（４）　申請時における年齢が満５０
歳以上満６５歳未満の既婚者　月額
７５，０００円（配偶者に年間１，０３
０，０００円を超える収入がある（収
入の見込みがある場合を含む。）場
合は，月額５０，０００円とする。）
補助期間：３６月を限度とする。ただ
し，第８条第２項の規定により休止
の承認を受けた場合は，当該休止
期間を除く

【生産施設等整備補助事業】
補助対象者：独立・自営就農支援補
助事業に係る補助金の交付を申請
し，又は申請しようとする新規参入
者、生産施設等整備補助事業に係
る補助金の交付を申請し，又は申請
しようとする年度中に新たに就農し
た者のうち，東海村青年就農給付金
給付要綱（平成２４年東海村告示第
１２９号）第７条の受給者
補助対象経費：村から認定された青
年等就農計画に基づく農業用機械・
施設の購入費、給付要綱第５条に
規定する経営開始計画承認申請書
に基づき，就農当初に必要な農業
用機械・施設の購入費
補助金の額：補助対象経費の合計
額に２分の１を乗じて得た額以内の
額とする。ただし，２，０００，０００円
を限度とする。
補助期間：就農した日から起算して
１年を経過する日までの間に１回を
限度とする

【農家住宅入居費補助事業】
補助対象者：独立・自営就農支援補
助事業に係る補助金の交付を申請
し，又は申請しようとする新規参入
者
補助対象経費：村内に存し，５年以
上の賃貸借契約を締結した農家住
宅の家賃
補助金の額：補助対象経費に２分の
１を乗じて得た額以内の額とする。
ただし，月額３０，０００円を限度とす
る。
補助期間：独立・自営就農支援補助
事業の補助期間とする。

【親元就農支援補助事業】
補助対象者：親元就農者※満５０歳
未満
補助対象経費：農業後継者の定着
化に資するための経費
補助金の額：次の各号の親元就農
者の区分に応じ，それぞれ当該各
号に定める額とする。
（１）　申請時において独身者　月額
５０，０００円
（２）　申請時において既婚者　月額
７５，０００円
補助期間：３６月を限度とする。ただ
し，第８条第２項の規定により休止
の承認を受けた場合は，当該休止
期間を除く。

備考：独立・自営就農支援補助事業
及び農家住宅入居費補助事業並び
に親元就農支援補助事業におい
て，月間の就農日数が１月に満たな
い場合は，１５日以上の就農をもっ
て１月とする。

― ―
東海村
農業政策
課

０２９-２８
７-７８６７

http://ww
w.vill.tokai.i
baraki.jp/

1,4,8
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農林水産
課

0291-35-
2111(内
線２４１)

http://ww
w.city.nam
egata.ibara
ki.jp/page/
page00242
6.html

―

つくばみらい市

農業用暗渠排水設置資材費補助事業
　①　転作１００％達成農家
　②　申請は，年に１回限り

消費税を除いた農業用暗渠資材費
の１００％の額を交付する。ただし，
８８，０００円を限度とする。予算枠を
超えた場合は，按分。

H26.11～
H27.1まで

なし

行方市 なめがた新規就農活力応援金補助金

・新規就農された方で以下の条件に
おいて
①市内において農業経営を行う者
②年間農業従事日数が200日以上
見込める者
③年齢が45歳未満の者
④農業経営改善計画の認定申請を
行う者(これから申請でも可)
⑤青年就農給付金（経営開始型)の
支給対象者でない者

応援金30万円を支給
(同一人につき1回が限度)

平成26年
4月1日～

H27年度
も継続実
施

―

産業経済
課

0297-58-
2111

http://ww
w.city.tsuk
ubamirai.lg.j
p/

4

農業機械等の購入及び施設整備事業費
補助事業

　①　転作１００％達成農家
　②　３戸以上で農業者で組織する
       団体または農業生産法人等

農地集積目標区分に応じて補助。
①1～5ha，10%
②5～10ha，20%
③10ha～，30%

- なし
産業経済
課

0297-58-
2111

http://ww
w.city.tsuk
ubamirai.lg.j
p/

4

阿見町
阿見町農業後継者等支援対策事業補助
金

・45歳未満である者のうち、町内在
住の認定農業者又は認定農業者と
同等の農業経営を行う農業者の経
営を引き継ぐ者で、5年以内に認定
農業者となる見込みの者
・国又は県の就農支援制度の支援
対象とならなかった者で、前年の総
所得が250万円未満である者　　等

１． 農業大学校又はそれに準ずる
公的研修機関の受講料の助成
2万円を上限
２． 農業経営に必要な機械の購入
に要する経費の助成
事業費の1/2、上限50万円
３．農業経営に必要な施設の建設に
要する経費の助成
事業費の1/2、上限50万円
※補助金の交付は、それぞれの経
費につき1回までとする。

随時 設定なし
農業振興
課

029-888-
1111

nogyoshink
oka―
ofc@town.a
mi.lg.jp

3,4

土浦市、か
すみがうら

市
【ＪＡ土浦】

新規就農支援事業

下記内容を全て満たす者
（１）管内組合員子弟・Ｉタ―ンＵタ―
ン就農者等，農業への新規参入者
で，管内で農業を営むことが確実で
あると認められる者
（２）肉体的・精神的に健康・健全で
あり，長期にわたって農業を営むこ
とが可能であると認められる者
（３）各市町村が定める。認定就農
者の認定を受けている，もしくは認
定に向けての目途がたっている者

（１）研修先の紹介
（２）栽培作物の選定
（３）資材の調達
（４）栽培指導
（５）販売ル―トの確保
（６）税務申告の相談

通年

新規就農者受入農家への支援

研修生の受入農家
①正組合員であること
②新規就農希望者を育成する事が
可能な方
③新規就農希望者を自立させる事
に快く賛同してくれる方

受入農家に対し，新規就農希望者
一人あたり，研修受入開始時に５万
円を支給する。
また，研修受入終了時に，受入期間
中の一ヶ月あたり２万円を支給す
る。（但し、受入初月分は除き、最長
一年間とする。）

通年

特に制限
なし（但
し，年度
ごとに調
整の上定
める）

営農部営
農企画課

029-823-
7001

http://ww
w.ja―
tsuchiura.c
om

1,7

特に制限
なし（但
し，年度
ごとに調
整の上定
める）

営農部営
農企画課

029-823-
7001

http://ww
w.ja―
tsuchiura.c
om

2,6

石岡市
【ＪＡやさと】

「ゆめファ―ム」新規就農制度研修事業

・1年に１家族(独身不可)
・４０歳ぐらいまで
・研修後石岡市(八郷)で就農するこ
と

次のことについて貸し出しを行う。
・研修圃場
　畑８０a，パイプハウス７５坪
・農機具
　トラクタ―，管理機，畝上機　等
・農業資材
　支柱，パイプ　等

H27.11.30
末まで

夫婦１組
営農指導
課

0299-44-
1661

jayasato―
einou@lime.
ocn.ne.jp

２，９

116

http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page002426.html


市町村名 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

常陸大宮
市農業委
員会事務
局
常陸大宮
市経済建
設部農林
課

0295-52-
1111

予算の範
囲内

http://ww
w.city.hitac
hiomiya.lg.j
p/

1,2,3,4,6

予算の範
囲内

農林課
農林担当

0295-
72-1128

-

http://ww
w.town.daig
o.ibaraki.jp
/

4

農政課
029-224-
1111
(528)

nousei_nougy
ousinkou528
@city.mito.lg.j
p

3

4

大子町 大子町農業後継者応援金

①申請時町内に住所を有し，年齢
が１８歳以上４５歳未満であること
②就農から５年以上町内に居住す
ることを誓約する者
③就農を５年以上継続することを誓
約する者
④過去にこの要綱による応援金の
交付を受けていない者
⑤町税等を滞納していない者

①独立自営型就農者３０万円
※共同型就農（夫婦）の場合５０万
円
②経営移譲型就農者２０万円
※共同型就農（夫婦）の場合３５万
円
③親元就農者１０万円
④町内に本拠地を置く農業法人就
職者１０万円

通年
Ｈ２７．１０
より開始

予定

常陸大宮市 新規就農支援事業

市内在住の新規参入者（１８歳以上
４５歳未満の者）
就農時に市内に経営面積を５０ａ以
上有していること
今後１０年以上営農し、１０年以内に
認定農業者になることを目指す者
市税等の滞納がない者

新規就農者が，就農前に農業技術
等の修得のため先進農家において
事前研修を行う場合は，2年を限度
として新規就農者及び先進農家に
対し，次の助成金を支給する。ただ
し，研修受入農家等助成金の支給
は，市内の先進農家に限る。
(1)　就農研修助成金　月額30,000円
(2)　研修受入農家等助成金　月額
30,000円

研修後就農3年未満の新規就農者
に対し，3年を限度として経営助成金
を支給する。
(１)　就農者経営助成金　月額
50,000円

随時

茨城県立農業大学，鯉淵学園農業
栄養専門学校及び日本農業実践学
園が開催する就農準備のための講
座の受講にかかる費用の助成
補助対象経費の1/2（ただし。10,000
円を上限とする。）

農業経営の開始にあたり，必要な資
材の取得等にかかる経費を助成
補助対象経費の1/2（ただし，
200,000円を上限とする。）

通年

ひたちなか
市

新規就農者確保育成事業
・市内に住所を有する就農希望者
で，直売所出荷等を目標とする者

常陸農業協同組合が主体となって
実施する野菜栽培の基本的な知識
習得を図る「基礎講座」と，就農に向
けたフォローアップを行う「ステップ・
アップ講座」の無料受講。

次回募集
平成２９
年４月～

水戸市

就農研修等支援事業

就農開始支援事業

市内に住所を有し，市内で新規就農
を希望する４５歳未満の者

市内に住所を有し，平成27年以降に
市内で新規就農した４５歳未満の新
規参入者のうち，青年等就農計画
の認定を受けている者

筑西市 新規就農者研修事業
45歳未満で農業研修を希望し，研
修終了後に市内で就農する者，また
は市内で就農後概ね３年以内の者

【補助金の交付の対象経費】
　農業技術の習得に係る研修費用
等
【補助の対象となる研修等】
・学校で学ぶ（日本農業実践学園・
鯉淵学園等）
・いばらき営農塾（茨城県立農業大
学校）
・先進農家等研修
・その他市が認めた研修
【助成額】
３６万円(上限額）　　助成期間　１年
間

随時

約３０人 農政課
029-273-
0111

nosei@city.
hitachinaka
.lg.jp

2

- 農政課
０２９６（２
０）１１６１

http://ww
w.city.chiku
sei.lg.jp/

3
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市町村名 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

栃木県

宇都宮市

新規就農支援事業 ○新規就農者及び新規就農希望者
○窓口における就農相談
○情報提供

― ― 1

新規就農者等体験実習会（主催は市農
業公社

以下の条件を全て満たす者
○18歳以上の方
○宇都宮市に将来就農を希望し，
体験実習に意欲のある方（定年後
農業に就きたい方を含む）

○体験実習内容：数品目の収穫作
業体験
○体験期間：２日間×年１回開催（２
月頃）

市広報紙
や公社Ｈ
Ｐにて周
知

１回２０人

公益財団
法人
宇都宮市
農業公社

028-660-
2701

http://ww
w2.ucatv.n
e.jp/~unk.s
ea/

2

公社ＨＰ
にて周知

―

・農業振
興課
　担い手
支援グル
―プ
・農業委
員会事務
局

028-632-
2454
028-632-
2814

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

公益財団
法人
宇都宮市
農業公社

028-660-
2701

http://ww
w2.ucatv.n
e.jp/~unk.s
ea/

1

公益財団
法人
宇都宮市
農業公社

028-660-
2701

http://ww
w2.ucatv.n
e.jp/~unk.s
ea/

2，6

新規就農相談会＆見学会 ○新規就農者及び新規就農希望者

○新たに就農を目指す人への情報
提供
○新規就農者の圃場見学
○年１回（１１月頃）

認定就農研修制度ＩＮ先進農家

以下の条件を満たす者
○農業経営に意欲ある市内在住
（予定者）者で市内就農者
○就農時年齢が４５歳未満（審査時
は４３歳以下）
○認定新規就農者（予定含む）
○農家出身は自家農業と経営類型
が異なる者

○公社が選定・斡旋する先進農家
での実地研修
○研修対象品目：いちご・アスパラ・
にら・トマト（露地栽培は除く）
○研修期間：概ね1年以上
○研修生に対して，研修修了後，就
農時に「就農助成金　６０万円」を給
付
○先進農家に対して，研修開始時
に「研修費　１５万円」を給付

― ―

7

新規就農支援事業（新規就農者との集
い）

○当該年度における市内在住かつ
市内で営農を開始した新規就農者
（専業に限る）

○説明会の部（１時間３０分程度）
　関係機関からの支援事業の紹介
　関係団体からの活動紹介
○式典・交流会の部
　新規就農者と模範的な経営を実
践している農林業士や認定農業者
との交流

― ―

農業振興
課
担い手支
援グル―
プ

028-632-
2454

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

2

新規就農者農地確保支援事業
○就農時，市内在住の認定新規就
農者であること

○園芸作物の作付けが可能な優良
農地を，貸し手との協定締結により
公社が一時保有し，新規就農者の
ために農地の斡旋を行う。

― ―

公益財団
法人
宇都宮市
農業公社

028-660-
2701

http://ww
w2.ucatv.n
e.jp/~unk.s
ea/

・公益財
団法人宇
都宮市農
業公社
・農業振
興課担い
手支援グ
ル―プ

028-660-
2701
028-632-
2454

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

4

農業金融支援事業（利子補給）

以下の条件を全て満たす者
○近代化資金の貸付けを受けた者
○本市区域内において資金の融資
対象となる事業を行っている者
○市税を滞納していない者

○利子補給率：１．０％以内
○利子補給期間：２０年以内

― ―

農業振興
課
担い手支
援グル―
プ

028-632-
2454

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

4

新規就農者生活資金貸付事業（事業主
体は農業公社）

以下の条件を全て満たす者
○市内に在住し，市内で新たに農業
を営む者（農家出身者の場合独立し
て生計を営み，新たな作型に取り組
む者）
○認定新規就農者
○４０歳未満の者（特認の場合は５
０歳未満）
○申込み資格期間は，就農した年
度からその翌年度まで

○貸付上限額　 １世帯あたり１２０
万円
○貸付実行　　　２年間
○利率：無利子
○償還期間：貸付実行の日から１０
年以内
○据置期間：貸付実行後３年以内

― ―

農業振興
課
園芸畜産
グル―プ

028-632-
2467

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

4園芸用パイプハウス整備事業

以下の条件を全て満たす者
○認定農業者又は認定新規就農者
※認定新規就農者については，市
内在住かつパイプハウスの設置場
所が宇都宮市内のほ場に限る。
○市税を滞納していないこと
○認定計画に基づく設置であること
○設置するパイプハウスの合計面
積が５ａ以上であること
○年間あたり概ね６ヶ月以上の利用
期間があること

○対象施設：野菜・花き・果樹・きの
こ類を生産するパイプハウス
○補助額
・認定農業者：事業費の３/１０以内
（事業費の上限はなし）で，補助金
限度額７０万以内
（パイプハウス本体資材費のみ。工
事費，付帯設備費は含まない）
・認定新規就農者：事業費の１/２以
内（事業費の上限はなし）で，補助
金限度額３００万以内
（パイプハウス本体資材費に工事
費，付帯設備費を含む）

― ―
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市町村名 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

奨励作物作付促進事業

○対象作物（トマト，イチゴ，アスパ
ラガス，梨，ニラ）を栽培するための
施設を概ね５ａ以上，新設または拡
大すること

○補助額
１０ａあたり１５万円（同一圃場で1回
限り）

- -

農業振興
課
水田農業
グループ

028-632-
2299

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

4

― ―

農業振興
課
担い手支
援グル―
プ

4

宇都宮市

農業振興
課
水田農業
グル―プ

028-632-
2299

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

土地利用型生産施設等整備事業
○土地利用型農業を始める新規就
農者（親元就農者を含む）

大型収穫機等の整備費用を一部補
助する。
○補助額
事業費の１/２以内，補助金限度額
３００万円（1回限り）

― ―

028-632-
2454

http://ww
w.city.utsu
nomiya.toc
higi.jp/

担い手育成金事業

以下の条件を全て満たす者
○認定新規就農者
○申請年度において４５歳未満の者
○本市内在住かつ本市内に就農を
開始して１年以内の者

○概要：宇都宮の「担い手」となり
「優れた農業者」として活躍されるよ
う一定の成果を挙げた者を対象に
育成金を支給する。
・金額：１２０万円
・審査対象期間：申請年度の４月１
日より５年間
・要件：５年間で「経営の確立」と「地
域への貢献」について一定の成果を
挙げること
［※交付にあたっては審査委員会に
よる審査がある。交付を受けた方は
市の農業振興に関する業務に協力
していただく］

5
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市町村名 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

足利市農業大学講座

（対象者）
市内に農地を所有するか、又は、市
内に農地を求める１８歳以上の方
で、農業に取り組む意欲のある新規
就農希望者

農業者になるために必要な知識を
身につけると共に、足利市の農業の
現状を実際に生産者の話を聞くこと
により理解する。
①農業者になるための基礎知識講
座（年１回）
②生産者による営農講話、ハウス見
学、収穫体験（年８回程度）
③販売講話、直売所見学（年１回）

５月上
～６月下

足利市

足利市新規就農塾事業

（対象者）
①１８歳以上６２歳以下の就農希望
者で、研修後１年以内に足利市内で
独立・自営就農を開始するもの
②①に該当する就農希望者の研修
を受け入れる農業者

①研修を開始する就農希望者に月
額５万円を支援する。（１年間以内）
②研修を受け入れる農業者に月額
５万円を支援する。（①に該当する
就農希望者の研修期間内）

随時

（対象作目）
いちご、トマト、トルコギキョウ、アス
パラガス

農業制度資金利子補給事業（うち　足利
市農業後継者育成資金利子補給補助
金）

（対象者）
１８歳以上３０歳以下の農業後継者
で、現在農業を主たる職業とし、将
来も農業経営を実質的に継承する
もの。

（対象事業）
農業後継者が自らの創意と責任に
おいて農業部門の経営を開始また
は拡大するのに必要な資金。
ただし、土地購入費を除く。

（貸付条件）
貸付利率：無利子（本人負担なし）
貸付限度額：300万円
融資機関：農業協同組合
保証人：２人（１人は経営主とする）

（概要）
農業後継者が農業経営に必要な資
金を借り受けた場合、その経済的負
担を軽減するため、その利子を補助
する。

（利子補給率）
年9.0％以内（延滞額を除く）

（対象期間）
5年以内(1年以内据置期間を含む)

随時
０２８４-２
０-２１６０

http://ww
w.city.ａｓｈｉ
ｋａｇａ.lg.jp

9

約１０名
農務課
農業振興
担当

0284-20-
2161

http://ww
w.city.ashik
aga.lg.jp

2

予算の範
囲内（２
名）

農政課
農業振興
担当

0284-20-
2161

http://ww
w.city.ashik
aga.lg.jp

3 ・ 6

―
農務課農
政担当

栃木市

栃木市新規就農サポ―ト事業費補助金

※補助金交付対象者（次の各号の
いずれにも該当する者）ただし、青
年就農給付金の交付を受ける者は
除く。
①市内に住所登録が３年以上あり、
申請時において住所を有している者
で、その後１年以上居住する見込み
のもの
②市内において農業に新規就農し、
栃木県及び市において新規就農者
であることが認められた者
③満４０歳以下である者
④認定農業者を志向している者

※新規営農費用助成
（補助対象経費）
①資材費、種苗費その他農業生産
に係る経費
②経営管理の合理化又は高度化の
ために導入する機器の購入に係る
経費
・補助金：３０万円を限度とする。

随時

栃木市新規就農サポ―タ―報償金事業

以下の要件を全て満たす農業者
○市内で就農しようとする者(研修
生)を指導する市内の農業者(農業
士・認定農業者・地域の中心的経営
対体)等
○6ヶ月以上の研修期間を設け就農
に必要な生産技術、知識及び経営
手法を研修生に習得させた者

○受け入れ研修生1人に付き2万円
(同一の研修生に対して1回限り)

随時

３人 農林課
０２８２-２
１-２３８１

― 1,4

５人 農林課
0282-21-
2381

― 6

佐野市

園芸新規就農者研修受入支援事業

（対象者）
新規就農希望者の研修受入農家

（条件）
佐野市園芸振興協議会で実施する
「佐野市新規就農塾」の研修生が、1
年間の研修終了後、市内に就農し
た場合

（概要）
「佐野市新規就農塾」において、研
修生受入農家に支給する「研修支
援料（研修生1人当たり360千円）」を
支援する。

（補助率）
1/2

（補助額）
研修生1人当たり180千円

随時

農業制度資金利子補給事業（うち佐野
市農業後継者育成資金利子補給補助
金）

（対象者）
18歳以上35歳未満の農業後継者

（対象事業）
新たな部門経営を開始または拡大
するのに必要な経費を含む資金。
ただし、土地購入費は除く。

（貸付条件）
貸付利率　　年利9.5％以内
貸付限度額　250万円
融資機関　農業協同組合

（概要）
農業後継者が農業経営に必要な資
金を借り受けた場合、その経済的負
担を軽減するため、その利子を補助
する。

（利子補給率）
年9.5％以内

（対象期間）
5年以内

随時

予算の範
囲内（２
名）

農政課農
業振興係

０２８３-６
１-１１６２

― 6

―
農政課農
政係

０２８３-６
１-１１６２

― 9

鹿沼市 新規就農支援事業

職業として農業従事を希望する者。
市内外在住の制限はないが、就農
の際には本市での就農を希望する
者。

作物の播種・定植から栽培管理・収
穫作業までの農業体験を通じ、新た
に農業従事を希望する者の栽培技
術の向上を図る。

7月下旬
～8月下
旬

10名 農政課
0289-63-
2191

http://ww
w.city.kanu
ma.tochigi.j
p/

2
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市町村名 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

4小山市 小山市農業後継者支援金

○就農時の年齢が、４５歳未満であ
る者。
○市内において専業の農業者として
新規に就農する者。
○支援金申請日以降、引き続き３年
以上市内に住所を有し、かつ市内に
おいて専ら農業に従事すると認めら
れる者。
○支援金を受ける者又は世帯員
が、人・農地プランに今後の中心と
なる経営体として位置づけられてい
る、もしくは位置づけられることが見
込まれること。
○国の青年就農給付金の給付を受
けない者。
○新規就農から２年以内での申請
であること。
○市税の滞納がない者。

種苗、肥料、農薬、機械、材料、農
地賃借料等農業生産に係る経費に
ついて、30万円を限度に助成。

随時 ３名 農政課
０２８５-２
２-９２５４

―

真岡市
産業環境
部
農政課

０２８５-８
３-８１３７

http://ww
w.city.moka
.tochigi.jp/
12,18832,4
8,338.html

3,4,6,7

大田原市 新規就農者確保育成事業

・市内に所在地等を有し、市内で営
農活動を行う農業法人等で、新規就
農・経営継承総合支援事業実施要
綱に規定する農業法人等就業実践
研修及び技術・経営継承実践研修
を実施した者
・研修期間は６か月を超えること

研修生一人につき、支出した補助対
象経費の額または１０万円のいずれ
か少ない額を補助。

随時 特になし

真岡市
真岡市新規就農者育成確保支援事業費
補助金

新規就農者農業経営支援
市内に居住し、専ら農業で生計を維
持することを目的に、市内で新規に
就農した
概ね５５歳までの農業経営者で、真
岡市より青年等就農計画の認定を
受けた者

新規就農者研修支援
新規就農塾推進協議会

新規就農者農業経営支援
支給条件等
５年以上市内で営農が見込まれる
者。ただし、市税完納者に限る。
（就農時１回限り）
補助額
施設、農業機械、農地取得等の初
期投資の合計額に、５パ―セントを
乗じた額で
６００千円以内

新規就農者研修支援
支給条件等
新規就農塾で研修終了後、市内に
おいて就農した場合、新規就農塾推
進協議会が
負担した研修費の一部を支援する。
補助額
就農時に新規就農塾研修生１人当
たり１８０千円

随時 特になし

農政課農
政係

0287-23-
8708

http://ww
w.city.ohta
wara.tochig
i.jp/

3

さくら市 園芸作物推進支援事業

○市の区域内に住所を有するもの
であって、土地利用型農業を営む者
○需給調整を達成している者又は
今後達成する意思を有するもの
○市税を完納している者
○同一年度内に同要綱により補助
金を受けていない者

○新規就農者
 　補助率５０％
 　上限額１５０万円
○新規作物導入者
　 補助率５０％
　 上限額１５０万円
○規模拡大を図る者
　 補助率３０％
　 上限額１００万円
○省エネルギ―対策に取り組む者
　 ５０％
　 上限額１００万円

― ―

上三川町 園芸産地振興対策事業

○施設園芸作物の栽培を目的に、
新規又は規模拡大のためにパイプ
ハウスを設置することに対して補助
○町内在住の認定農業者又は認定
就農者

○補助率：認定農業者
　　　　　　　　 3/10（上限60万円）
　　　　　　　 認定就農者
                   3/10（上限80万円）
○対象施設：施設園芸作物の栽培
に供されるパイプハウス（工事費及
び灌水装置、暖房機などに係る費
用は除く。ただし、認定就農者は工
事費を含む。）

　補助金
の交付を
受けよう
とする年
度の6月
30日まで
（ただし、
上記の提
出期日後
において
も、補助
金を交付
できる見
込みがあ
るときは、
予算の範
囲内にお
いて随
時）

２人

農政課
振興係

028-681-
1117

http://ww
w.city.tochi
gi―
sakura.lg.jp

4

予算の範
囲内

農林課
0285-63-
5634

― 8

産業振興
課

0285-56-
9138

http://ww
w.town.kam
inokawa.to
chigi.jp

4

茂木町 新規就農者定着支援事業

新規就農者で、心身共に健康で原
則として経営責任者の年齢が概ね５
５歳未満であり、次の要件をすべて
満たし、町長が適当であると認める
者
（１）専ら農業経営により生計を立て
ていく意思を有するもの。
（２）集落での奉仕作業や、葬祭等
の慣行的な地域の行事には積極的
に協力すること。
（３）生産調整に自主的に取り組むこ
と。
（４）本町において就農し、定住する
意思があるもの。

○修繕等補助金
【対象経費の種類】住宅の修繕、清
掃等
【支給の基準】１住宅
【金額】100,000円以内
【備考】原則、購入・修繕費等の50％

通年
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市町村名 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

農政課
０２８-６７
７-１１１０

http://ww
w.town.hag
a.tochigi.jp
/

2,9芳賀町
農業後継者育成事業（芳賀町新規就農
報奨金）

芳賀町内に住所を有する農業後継
者や他産業から転職し専従者として
新規に就農した４５歳未満の方

※国が交付する新規就農・経営継
承総合支援事業による青年就農給
付金の申請予定者以外の方

一人５０，０００円とし、１回限り

平成２５
年度から
平成２９
年度まで

各年度５
名

矢板市 新規就農者研修事業

○農業で自立を目指す農業後継者
や新規就農者等
○研修開始日における満年齢が１８
歳以上、原則４５歳未満の個人
○研修終了後、一定期間（１０年）就
農することが見込まれていること

　農業技術や経営方法についての
研修を、農協が事業主体となり(株)
グリーンさくらが委託を受けて研修
実務を実施する。
  @70,000円×12ヶ月

１月上旬
～３月上
旬

１人
農業振興
課農政担
当

0287-43-
6210

- 3
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市町村名 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

担い手支援事業（新規就農者支援事業）

・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の就
農計画の認定を受けた者で、就農
予定地が前橋市であり、就農計画
に記載された就農時期が平成２６年
度から平成２８年度である者。
・前橋市新規就農者奨励金の交付
決定を平成２５年度以降に受けた新
規就農者で、５年以内に認定農業
者を目指す者。

支援策の概要
５年以内に認定農業者を目指す新
規就農者に対して、必要な農業用機
械等の整備に要する経費の支援を
行なう。
補助内容
・補助の対象となる事業：農業用機
械等購入費
・補助率：事業に要する経費の１０分
の３以内
・補助上限額：300,000円

4月～3月 4名 農林課
027-898-
6703

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

9

農業研修者受入農家等助成金交付事業

次の要件のすべてに該当する研修
者を受け入れる市内の認定農業者
又は市長が認める農業者等
(1)農業で自立を目指す方
(2)この助成金の申請時の年齢が18
歳から63歳までの方
(3)市内に居住している方
(4)営農農地が市内にある方（取得
見込みを含む）

事業概要：本市農業の振興と発展を
図るため、農業で自立を目指す方を
研修者として受け入れ、農業技術を
指導する農家に対し、助成金を交付
する。
交付対象となる研修：連続して3ヶ月
以上の研修（最長12ヶ月）
助成金額：30,000円／月

随時
予算の範
囲内

農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

6

新規参入者等応援農家奨励金交付事業
市内に居住し、新規参入者等に農
地や農業用施設等を貸す農業者

事業概要：新規参入者等に対して、
市内にある農地又は農業用施設等
について、平成25年4月1日以降、新
たに3年以上の賃借権等の設定を
行なった場合に奨励金を交付する。
（3親等以内の賃貸借等の設定につ
いては不可）
奨励金の金額
・農地　5,000円／10a
・ハウス等（農地含む）　20,000円
・畜舎　20,000円　等

随時
予算の範
囲内

農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

7

農業青年海外研修補助金交付事業

次の要件のすべてに該当する方
(1)40歳以下の方
(2)前橋市内に住所を有する方
(3)農業に従事している方又は従事
すると見込まれる方
(4)過去、本事業の補助金交付を受
けていない方

事業概要：農業の国際化に対処し、
地域農業社会のリーダーとなる農業
青年を育成するため、先進国の農
業事情の視察を行なう海外研修に
参加する青年に対して補助金を交
付する。
対象となる研修等：国、県又は営利
を目的としない団体が企画する農業
関係の海外研修
補助率：研修参加に係る経費の2分
の1
補助上限額：200,000円

随時
予算の範
囲内

農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

3

新規参入者定着支援事業

交付申請日において、次のいずれ
にも該当する新規参入者
(1)要項制定日の平成２７年５月２２
日以降に転入し、本市で就農するこ
とに対して、強い意欲を持つ方
(2)就農時点で４５歳未満の方
(3)本事業を活用後、引き続き市内
で５年以上の農業経営を行う方
(4)市町村民税等、必要な納税につ
いて滞納がないこと。
(5)前橋市暴力団排除条例を遵守し
ていること。

事業概要：本市に転入し、新たに農
業経営を開始する者(新規参入者)
に対して、地域農業との繋がりを推
進し、就農の円滑化を図るため、市
内の空農家住宅等を借りる場合の
家賃補助を行う。
交付金額：月額２万円を上限とし、
月額家賃の２分の１の額のいずれ
か低い額とする。
ただし、居住期間が１か月に満たな
い月にあっては、上記金額を当該月
の日数に基づき日割計算で算定す
ることとする。
交付期間については連続する２４ヶ
月を限度とする。

随時
予算の範
囲内

農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

8

前橋市

群馬県
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市町村名 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

農業青年国内短期研修補助金事業

次のいずれにも該当する方
ただし、グループ研修の場合は、研
修者が、次のいずれにも該当する場
合、代表者を補助事業者とする。
（1）前橋市内に住所を有する方
（2）補助金交付申請時において、
４５歳未満の方
（3）営農する農地が前橋市内にある
方

農業技術の向上や農業経営の多角
化など、農業が直面する課題に対
応し、地域農業のリーダーとなる農
業青年を育成するため、県外での先
進地研修に参加する農業青年及び
農業青年グループに対して補助金
を交付する。
交付金額：（1）農業青年個人研修
月額３万円を上限とする。
ただし、研修を行なった日数が１ヶ
月に満たない月にあっては、上記金
額を当該月の日数に基づき日割り
計算で算定する。
（2）農業青年グループ研修
研修者１人につき３千円
ただし、１グループは３人以上とし、
１０人以上の場合は、１グループ３万
円を上限とする。
いずれの補助金も年度内１回の交
付とする。

随時
予算の範
囲内

農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

3

新規就農者奨励金交付事業

次の要件のすべてに該当する方
(1)平成２２年４月１日以降に４５歳未
満で就農し、就農してから５年以内
の方
(2)前橋市内に住所を有する方
(3)専業的に農業に従事する経営主
又は後継者の方
(4)営農の拠点の全部又は一部が前
橋市内にある方
(5)過去において新規就農者として
登録されていない方

事業概要：本市農業の振興と発展を
図るため、新規就農された方に対し
て奨励金を交付する。
交付金額：100,000円

平成２７
年６月１９
日まで

―
農業委員
会事務局

027-898-
6733

http://ww
w.city.mae
bashi.gunm
a.jp/

9

高崎市 新規就農者研修施設
農業技術を習得を目的とする者
就農条件：高崎市倉渕町に就農
入居条件：就農計画認定者

入居期間　３年間
研修入居使用料：月額20,000円

随時
空室状況
による

倉渕支所
農林建設
課

027-378-
3111

- 2

新規就農者支援事業

（１）市内在住、かつ、農業を開
始する者又は就農する農業後継
者であること。ただし、研修支援
型の場合は、市外在住の者で
あっても、研修後１年以内に市内
に移住し、かつ、市内で農業経
営を行うことが確実な者。
（２）農業後継者の場合、親の圃
場とは別の圃場において、独立
経営を行うこと及び生産した農作
物は、申請者名義で出荷・販売・
確定申告を行うこと。
（３）事業完了後２年以上、市内
で農業経営を営む者であること。
（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であ
ること。
以上の要件を全て満たす者を補
助対象者とする。

○経営支援型
新規就農者等の営農に係る経
費を補助する。
・就農1年目は対象経費の7/10
以内（上限500千円）、2年目は
5/10以内（上限300千）、3年目は
3/10以内（上限200千円）を補
助。
・助成期間は3年を限度とする。
○研修支援型
新規就農のための事前研修の
費用として、月額30,000円（定
額）を最大10カ月補助する。
ただし、1月20日間以上研修を行
うものとする。
※研修支援型はH２６年度から
館林市金券で交付

― ―

経済部
農業振
興課振
興係

0276-
72-4111
内線247

― 3,4

新規就農者育成支援事業

館林市内で農業経営を行い、新
規就農者を受入する農家等。
（就農に必要な生産技術や経営
管理能力等を指導、習得させら
れるもの）

○実習生受入業務を委託。それ
に伴う経費や生産技術等に係る
指導料等を委託料として市が一
部負担。

・委託料　　50,000円／月
（委託期間は6月～翌年3月まで
の10カ月間）
H26年度から館林市金券で交付

― ―

経済部
農業振
興課振
興係

0276-
72-4111
内線247

― 4,6

空きハウス利活用促進事業（空ハウ
ス再整備）

就農後3年以内の新規就農者
（農業後継者を含む）

○空ハウスを取得又は賃借して
再利用する際の被覆材の張替
え、除草処理に要する経費に対
する補助制度

・対象経費の1/2以内（上限1,800
千円）を補助。

― ―

経済部
農業振
興課振
興係

0276-
72-4111
内線247

― 4

前橋市

館林市
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埼玉県

さいたま市

研修派遣事業

（対象）
農業後継者（将来にわたり農業経営
を継承すると認められる新規就農者
又は認定就農者）
（条件）
 農業技術の向上や国際化時代に
対応できる経営感覚等を習得する
ための指導農家等での研修また
は、農業経営に関連する資格を取
得するための研修

・手数料、負担金及び報償費
　３分の１以内（上限５万円）

年度内、
事業計画
等の決定
後速やか
に

自立経営支援事業

（対象）
農業後継者（将来にわたり農業経営
を継承すると認められる新規就農者
又は認定就農者）
（条件）
・ 就農計画に沿った内容であるこ
と、又は自立経営に資すると認めら
れること
・設置場所又は利用場所が市内で
あること
上記内容をすべて満たす農業用機
械、施設等の導入及び設置

・工事請負費及び備品購入費
　２分の１以内（上限１００万円）

年度内、
事業計画
等の決定
後速やか
に

団体育成事業

（対象）
・農業後継者（３名以上）で組織され
た団体
（条件）
団体が主催する農業経営及び生産
に関する研究、研修及びＰＲ事業な
どで、構成員の農業経営の拡大又
は生産性の向上に資する事業

・報償費、賃金、旅費、消耗品費、印
刷製本費、通信運搬費、手数料、保
険料、委託料、使用料、賃借料、原
材料費、負担金及び広告宣伝費
　３分の２以内（別表により算出した
額を限度とする）

年度内、
事業計画
等の決定
後速やか
に

予算の範
囲内

農業政策
課

０４８-８２
９-１３７８

ｎｏｇｙｏ―ｓ
ｅｉｓａｋｕ＠ｃ
ｉｔｙ.ｓａｉｔａｍ
ａ.ｌｇ.ｊｐ

3

予算の範
囲内

農業政策
課

０４８-８２
９-１３７８

ｎｏｇｙｏ―ｓ
ｅｉｓａｋｕ＠ｃ
ｉｔｙ.ｓａｉｔａｍ
ａ.ｌｇ.ｊｐ

4

予算の範
囲内

農業政策
課

０４８-８２
９-１３７８

ｎｏｇｙｏ―ｓ
ｅｉｓａｋｕ＠ｃ
ｉｔｙ.ｓａｉｔａｍ
ａ.ｌｇ.ｊｐ

3

川越市

新規就農者相談会（川越市） 市内で新規に就農を希望する者
新規就農希望者相談票を記入して
もらい、それをもとに就農希望者の
意向をきく。

年に1回
程度実施

いるま地域明日の農業担い手育成塾
（川越市）

１　就農時にいるま野農協管内に居
住し、かつ同管内で新しく農業経営
を始めようとする意欲的な者
２　研修農地周辺等の地域農業者と
協調し、研修成果の報告や改善等
関係機関の指導に従うことを誓約し
た者
３　研修申し込み時の年齢が６４歳
以下の者
４　次の（１）から（４）のいずれかの
経験を備えた者
(1)各都道府県立農業大学校におい
て継続した1年以上の農業に係わる
教育課程を卒業し、各農業大学校
長がその旨を証明することができる
者。
(2)農業教育機関（日本農業実践学
園・鯉淵学園農業栄養専門学校・
八ヶ岳中央農業実践大学校等）にお
いて1年以上の実践的な農業教育
課程を卒業し、その機関の長がその
旨を証明できる者。
(3)先進的農業経営体（認定農業者・
地域指導農家・青年農業経営士・農
業生産法人等）において農業に関わ
る継続した１年以上の実地研修を終
了した旨の証明できる者
(4)その他（１）、（２）、（３）に相当する
経験を有する者としているま地域明
日の農業担い手育成塾連携会議が
特に認めた者
５　研修に専念することができる者
６　心身ともに健康な者で、農業研
修に耐えられる体力と精神力を持つ
者
７　就農後の農業従事日数が１５０
日以上であること
８　普通自動車免許を有する者（取
得見込みの者も含む）

１　新規就農相談は　関係機関と連
携し就農するまでの相談及び指導
を行う。
２　農業技術及び農業経営に関する
研修は、新規就農希望者の状況に
応じた就農研修を受けられるよう、
関係機関と調整を行う。
３　農地の確保は、関係機関と連携
し、新規就農希望者の営農条件に
見合った農地を紹介する。
４　就農支援資金等を必要とする場
合は､新規就農希望者の経営内容
により､適切な資金が利用できるよ
う、関係機関と連携し対応する。
５　農業に関する情報提供は、農業
者を対象とした研修会や病害虫発
生状況など、農業の経営、生産技術
に関して行う。
６　そのほか、新規就農に必要な事
項について支援を行う。

随時

―
川越市産
業観光部
農政課

０４９-２２
４-５９３９

nosei@city.
kawagoe.sa
itama.jp

1

―
川越市産
業観光部
農政課

０４９-２２
４-５９３９

nosei@city.
kawagoe.sa
itama.jp

1,2,3,6,7
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就農相談 ○熊谷市で就農を希望する者 ○農業に関する相談 ― ―

熊谷市担
い手育成
協議会
（事務局：
産業振興
部農業振
興課農業
振興係）

048-588-
9990（直
通）

nogyoshin
ko@city.ku
magaya.lg.
jp

1

http://ww
w.city.kawa
guchi.lg.jp/
kbn/87019
999/87019
99.html

1,2

熊谷市

nogyoshink
o@city.kum
agaya.lg.jp

2

川口市 川口農業塾開催事業

○新規就農希望者
○市内在住者
○20歳以上63歳未満の者
○受講料37,000円（１年間）

農業技術支援指導員による年間カ
リキュラムを通して、圃場での実習
や講義を行う。
期間は１年間。

10月1日
～11月2
日

23
農業委員
会事務局

048-258-
7922

熊谷市明日の農業担い手育成塾推進事
業

以下に該当する者
○熊谷市において就農しようとする
者
○就農時に６４歳以下である者
○入塾前に農業塾サポ―タ―と面
接し、推薦を受け、担い手塾が認め
た者
○研修開始後、埼玉県就農促進方
針に基づく就農計画を樹立できる者

研修内容
○研修期間：原則２年間
○研修場所：市内農家
○研修内容：農産物の栽培管理、出
荷・販売に関すること、農業機械等
の操作・保守点検等に関すること

支援内容
○関係機関と連携し、新規就農希
望者に合った農業塾サポ―タ―を
探します
○研修時に必要な農業資材等の一
部を負担します
○就農準備支援
○傷害保険への加入
○農地の確保に関すること

― ―

熊谷市担
い手育成
協議会
（事務局：
産業振興
部農業振
興課農業
振興係）

048-588-
9990（直
通）
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秩父市吉田明日の農業担い手育成塾
（ウィークエンド農業塾）

吉田総合
支所地域
振興課

0494-72-
6083

秩父市秩父地区明日の農業担い手育成
塾（ウィークエンド農業塾）

産業観光
部農政課

0494-25-
5210

秩父市荒川地区明日の農業担い手育成
塾（ウィークエンド農業塾）

荒川総合
支所地域
振興課

0494-54-
2114

特に定め
ていない

― 2,3秩父市

＜研修対象者＞
【農業担い手育成塾】
①秩父市内で定住し新しく農業経営
を始めようとする意欲的な者
②就農時の年齢が64歳以下の者
③次のア～エいずれかを備えた者
　ア　埼玉県農業大学校において継
続した1年以上の農業に関わる教育
課程を卒業し、埼玉県農業大学校
がその旨を証明することができる者
　イ　農業教育機関（日本農業実践
学園、鯉渕学園等）で2年以上の実
践的な農業教育課程を卒業し、その
期間の長がその旨を証明することが
できる者
　ウ先進的な農業経営体（認定農業
者、地域指導農家、青年農業経営
士、農業生産法人等）において農業
に関わる継続した1年以上の実地研
修を修了した旨を証明するができる
者
　エ　その他、塾が認めた者
④原則として就農時に秩父市内に
居住することができる者
⑤心身ともに健康な者で、農業研修
に耐えられる体力と精神力を持つ者
⑥研修に専念することができる者
⑦普通自動車運転免許を有する者

【ウィークエンド農業塾】
①秩父市内で定住し新しく農業経営
を始めようとする意欲的な者
②就農時の年齢が64歳以下の者
③原則として就農時に秩父市内に
居住することができる者
④心身ともに健康な者で、農業研修
に耐えられる体力と精神力を持つ者
⑤研修に専念することができる者
⑥普通自動車運転免許を有する者

（１）研修農家の確保
（２）研修指導員等の設置
（３）塾構成員の巡回による支援
（４）研修農地の確保

特に定め
ていない

加須市 新規就農者育成事業

○研修事業
市内に在住し、市内で就農すること
が確実と見込まれ、申込み時の年
齢が15歳以上64歳以下である方。
ただし、62歳以上の方については、
就農予定時において64歳を超えな
い方。
○助成事業
市内に住所を有する者であって、か
つ、市内で就農し、申込み時の年齢
が15歳以上64歳以下であって市が
定める要件に該当する方。

○研修事業
【農業研修を受ける方に対する支
援】
埼玉県農業大学校の研修を受ける
方、もしくは、市内農家等で実践的
な研修を受ける方に対して、一箇月
当たり３万円の就農研修奨励金を
支給する。
【研修生を受け入れる市内の農家及
び農業生産法人等に対する支援】
１箇月当たり２万円の就農研修謝金
を支給する。
○助成事業
市内で就農するときから５年以内に
必要となった農業用施設の取得（賃
借する場合における施設の資産価
値を高める大規模な修繕を含む。）
又は農業用機械の購入について１
年分に限り補助金を交付する。※費
用の２分の１以内の額（上限１００万
円）

随時 ―
農業振興
課

0480-62-
1111（内
線212）

noushin@ci
ty.kazo.lg.jp

1,2,3,4,6

本庄市 児玉地域明日の農業担い手育成塾

児玉地域明日の農業担い手育成塾
は、本庄市の他、埼玉ひびきの農業
協同組合、美里町、神川町、上里
町、各市町農業委員会、埼玉北部
農業共済組合、及び埼玉県本庄農
林振興センタ―で構成されている児
玉郡市担い手育成協議会が実施主
体である。
　入塾要件としては、①児玉地域で
新たに農業を始めようとする意欲的
な者、②就農時６４歳以下であるこ
と、③埼玉県農業大学校等で継続し
た１、２年の教育課程を卒業した者、
④先進的農業経営体で１年以上の
実施研修を修了した者、⑤その他、
塾が認めた者で,研修終了後必ず児
玉管内に居住することとなっている。

直接的な予算措置は無いが、塾構
成組織と連携した就農希望者情報
の共有化、塾生に対し空き農地情
報の提供や、空き地情報の収集を
中心として具体的な就農へ向けての
協力体制を図っている。

随時 １，２名
本庄市農
政課

0495-25-
1177

http://ww
w.city.honj
o.lg.jp/

1,7
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市町村名 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

東松山市
①農業塾（野菜コース・梨コース）
②農業公社による農地の斡旋

【対象者・条件】
①市内在住で、農業に取り組む意
欲のある方

①農業公社で借り上げた農地にお
いて、講師の方に栽培や肥培管理
の方法等を学ぶ

①H27年
度〆切
②随時

①野菜10
名＋梨3
名

農政課
0493-23-
2221

http://ww
w.city.higas
himatsuya
ma.lg.jp/

2,7

春日部市

春日部市明日の農業担い手育成塾

・市内在住で就農時４５歳以下
・農業大学校または先進的農業経
営体等に１年以上農業に従事した
方
・就農時に経営耕地面積５０アール
以上耕作できる方
　など

・塾生１人に対し、講師（指導農家）
１人で、栽培等の基礎的な知識の習
得や研修圃場での栽培と販売活動
の支援、就農後は、農地面積・販路
等の確保や就農相談など
・研修期間は原則２年

H27.7.1～
H27.10.30

春日部市農業ヘルパー事業

・市内の農家

・市内、市外問わず、農業に興味が
ある人、農業をやってみたい人、農
業を手伝いたい人

市内の農家で『農業が忙しい時期に
人手が欲しい』といった際に、市役
所に登録されたヘルパーに農業の
手伝いを頼めるもの。

ヘルパーを探す手伝い（あっせん）
をするほか、閲覧のみの利用も可
能。

閲覧場所：春日部市役所農政課、春
日部農林振興センター、ＪＡ南彩春
日部営農経済センター、ＪＡ埼玉み
ずほ南部経済センター

登録申し込み者数：１２２人（平成２７
年３月３１日時点）

そのほか、ヘルパ―講習会を実施
し、農作業の楽しさ、農業にふれあ
う機会を拡大し、就農に結び付けら
れるよう支援していく。

市の予算はなし。

随時

若干名
（選考）

春日部市
役所農政
課

０４８-７３
６-１１１１
（内線）
3555

http://ww
w.city.kasu
kabe.lg.jp

2,3

―
春日部市
役所農政
課

０４８-７３
６-１１１１

http://ww
w.city.kasu
kabe.lg.jp

１，２

羽生市

はにゅう農業担い手育成塾

・申請時の年齢が４０歳未満である
方
・農業大学校等において１年以上、
農業に関わる教育課程を修了して
いるか、農業経営体において同等
以上の実地研修を修了した方
・研修終了後羽生市内にて就農する
方
・心身共に健康な方

・研修終了後、農業担い手育成塾を
通して、埼玉県認定就農者制度の
活用に関する支援を行う。
・研修期間中は就農奨励金（月額
125,000円以内）を給付する。
・就農時に借り受ける農地や賃貸物
件や空き家等住居の斡旋を行う。

随時

新規就農・後継者育成事業

(助成対象者)
第2条　助成金の交付の対象となる
者は、親権者又はこれに代わるべき
者が市内に居住している者であっ
て、次に掲げる要件をすべて満たす
ものとする。
(1)　埼玉県農業大学校条例(平成15
年条例第35号。以下「県条例」とい
う。)第1条の規定により設置する埼
玉県農業大学校(以下「大学校」とい
う。)に在学している者
(2)　大学校を卒業後、本市において
農業を経営し、又は農業に従事する
ことを志す者
(助成対象経費)
第3条　助成金の交付の対象となる
経費は、県条例別表に定める授業
料及び教育課程の履修に必要な経
費とする。

※羽生市新規就農・後継者育成助
成金交付要綱より引用

(助成金の額等)
第4条　助成金の額は、次に掲げる
額を合算した額とし、予算の範囲内
で市長が定めるものとする。
(1)　県条例別表に定める授業料の2
分の1以内の額
(2)　大学校が定める教科書の購入
に係る経費の額
2　助成金の交付年限は、専攻する
科ごとに定められた修業期間以内と
する。

※羽生市新規就農・後継者育成助
成金交付要綱より引用

随時

２人程度 農政課
048-561-
1121

http://ww
w.city.hany
u.lg.jp/kura
shi/madog
uchi/nouse
i/02_cultur
e/04_kokut
i/ninaitejuk
u/ninaiteju
ku.html

1,2,3,6,7,8

１人程度 農政課
048-561-
1121

http://ww
w.city.hany
u.lg.jp/reiki
/reiki_honb
un/e317R
G00000915
.html

3
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市町村名 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

深谷市担
い手育成
協議会
（事務局：
産業振興
部農業振
興課農業
政策係）

1

平成27年
12月7日
～平成28
年1月29
日

1名
農業振興
課

0480-22-
1111

http://ww
w.city.fuka
ya.saitama.
jp/

―

あだち野
農業協同
組合
営農指導
課

０４８‐７２
５‐７２１１

―

〇研修期間：継続して2年
〇研修内容：申請時の品目の栽培
実践及び販売管理
〇研修終了後、認定委員会が研修
内容を評価し、研修終了認定書を交
付する
〇研修に要する費用の一部を予算
の範囲内で支援する

―

2

就農相談 ○深谷市で就農を希望する者 ○農業に関する相談 ― ―

深谷市担
い手育成
協議会
（事務局：
産業振興
部農業振
興課農業
政策係）

048-574-
6648

http://ww
w.city.fuka
ya.saitama.
jp/

深谷市明日の農業担い手育成塾推進事
業

○深谷市において農業経営を開始
し認定農業者をめざす者
○研修期間中に埼玉県就農促進方
針にもとづく就農計画を樹立できる
者

○研修期間
　　２年程度
○研修場所
　　サポートセンター
○支援内容
　　新規参入希望者の育成に理解と
熱意のある農業経営体の協力の
下、新規参入希望者に対する実践
研修を実施する。

― ―

深谷市

048-574-
6648

2

2

越谷市 新規就農・農業後継者育成支援事業

次の各事項の全てに該当する方
① 研修開始時（平成２７年７月１日）
において、年齢満１８歳以上４２歳以
下の者
②研修終了後１年以内に、越谷市
において就農を目指す市内在住の
者
③普通自動車運転免許証を有する
者
④ 研修開始時（平成２７年７月１日）
に他の就業がなく、本研修に従事・
専念できること

○研修期間：２年
○研修場所：有限会社楽農三恵園
等
○研修受入人員：３名程度
○研修内容：ねぎの栽培知識や技
術の習得
・農業経営に関する情報や知識の
習得
・出荷・流通に関する情報や知識の
習得
・農業者との交流や情報交換
・農産物販売の実習
○研修手当：155,000円／月

― ―
農業振興
課

048-963-
9193

―

上尾市 あだち野　明日の農業担い手育成塾

①あだち野農業協同組合管内で農
業経営を行う意思のある者。
②満18歳以上60歳以下の者。
③県農業大学校その他で通算１年
以上の研修を受けた者、あるいは同
程度の農業技術を有する者。

久喜市

富士見市 1,2

2

いるま地域明日の農業担い手育成塾推
進事業

・就農時に富士見市に居住し、かつ
富士見市内で新しく農業経営を始め
ようとする意欲的な者。
・就農においては、地域農業者と協
調し、関係機関の指導に従うことを
誓約した者
・研修申し込み時の年齢が64歳以
下の者
・次のいずれかの経験を備えた者
①県農業大学校において１年以上
の農業に係わる教育課程を卒業し
た者
②農業教育機関において継続した１
年以上の実践的な農業教育課程を
卒業した者
③先進的農業経営体において農業
において関わる継続した１年以上の
実地研修を終了した者
④上記と同等以上の能力を有して
いると認められる者。
・就農後の農業従事日数が１５０日
以上であること
・普通自動車免許を有する者（取得
見込み者も含む）

・研修の農地において栽培技術や
経営手法について習得するための
実践的な研修を実施する手段（研修
の農地の選定等）のサポ―トを行
う。

・関係地域に係る指導農家への紹
介等、支援を行う。

・研修終了後に農家として自立する
為の農地利用集積計画や農地法に
係る賃貸借地の手続き支援を行う。

平成27年
～平成31
年

―
産業振興
課

０４９-２５
１-２７１１

seikatsu@c
ity.fujimi.sa
itama.jp

http://ww
w.city.kuki.l
g.jp/kurash
i/nougyou/
nogyosha/
a10004002
0.html

久喜市明日の農業担い手育成塾

以下の要件を全て満たす者
・市内の農地を活用し、新たに農業
経営を始めることに意欲があるこ
と。
※農家後継者は対象外です。
・埼玉県農業大学校卒業程度の農
業技術を有していること。
・研修終了後、市内で農業を主な生
活の基盤とし、農業に年間150日以
上従事できること。
・研修生の認定申請時における年
齢が満18歳以上60歳未満であるこ
と。

・研修期間：２年間
・研修内容：指導農家での実地研
修、ほ場による営農研修等
・研修時に必要な農業資材等の一
部負担
・研修用農地の確保
・就農準備支援
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市町村名 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

吉川市役
所農政課

048-982-
9482

http://ww
w.city.yoshi
kawa.saita
ma.jp/inde
x.cfm/23,3
6280,129,7
31,html

2吉川市 農業チャレンジ吉川塾運営事業

吉川市では、農業の担い手を育成
することを目的に、吉川市で新規就
農を希望する方を対象とした専門指
導員による農業技術研修を実施し、
農業を生業として営んでいけるよう
支援します。研修後に、吉川市で居
住し引き続き営農活動を実施する方
を対象とします。
応募資格　次の条件をすべて満た
す方
①新規に農業経営を目指す意欲的
な方
②就農時において年齢が64歳以下
である方
③農業高校等レベル以上の基礎的
な技術・知識を有する方
④就農時までに吉川市に居住し、就
農後において地域で営農活動を実
施する方

専門指導員による自立就農に向け
た技術的支援研修を実施します。
①研修農地の支援
②研修指導員の支援
③農業用資材等の支援
研修期間
原則２年間

随時 ３名程度

坂戸市 坂戸市新規就農支援事業

支援対象となる新規就農希望者
は、次に掲げる要件を全て備えてい
なければならない。
（１）坂戸市内に住所を有する者又
は、坂戸市近隣に住所を有する者
（２）申込時の年齢が１８歳以上６４
歳以下である者
（３）心身ともに健康な者
（４）普通自動車免許を有する者（取
得見込の者を含む。）
そのほか、市長が特に適当と認める
者

（１）新規就農相談は　関係機関と連
携し就農するまでの相談及び指導
を行う。
（２）農業技術及び農業経営に関す
る研修は、新規就農希望者の状況
に応じた就農研修を受けられるよ
う、関係機関と調整を行う。
（３）農地の確保は、関係機関と連携
し、新規就農希望者の営農条件に
見合った農地を紹介する。
（４）就農支援資金等を必要とする場
合は､新規就農希望者の経営内容
により､適切な資金が利用できるよ
う、関係機関と連携し対応する。
（５）農業に関する情報提供は、農業
者を対象とした研修会や病害虫発
生状況など、農業の経営、生産技術
に関して行う。
（６）そのほか、新規就農に必要な事
項について支援を行うものとする。

― ―
農業振興
課

０４９-２８
３-１３３１

http://ww
w.city.saka
do.lg.jp

1,2,7

鶴ヶ島市
鶴ヶ島市新規就農支援事業
（いるま地域明日の農業担い手育成塾）

以下の条件を全て満たし、市が関係
機関との協議を経て支援を決定した
者
○鶴ヶ島市内に住所を有する者ま
たは鶴ヶ島市の隣接する市町に住
所を有する者
○研修開始時の年齢が18歳以上61
歳以下の者
○心身ともに健康な者
○普通自動車免許を有する者
○次のいずれかを備えた者。
　・埼玉県農業大学校で継続した１
年以上の農業に関わる教育過程を
卒業した者。
　・農業教育機関等で２年以上の実
践的な農業教育課程を卒業した者。
　・先進的農業経営体（認定農業
者、地域指導農家、青年農業経営
士、農業生産法人等）で農業に関わ
る継続した１年以上の実地研修を終
了した者。
　・上記と同等以上の能力を有して
いると認められる者。

○新規就農相談
○農業技術及び農業経営に関する
研修
・研修期間：２年～８年
・研修場所：研修農地
・研修内容：農業技術及び農業経営
・研修助成：指導農家の設置と販売
支援（ＪＡいるま野直売所での販売
が可能）
○研修農地の確保
○就農支援資金等の相談
○農業に関する情報の提供

※上記支援のほか、埼玉県の「明日
の農業担い手育成塾」の塾生に位
置付けられることで以下の支援が追
加で受けられる。
○研修費用助成
研修農地利用料：上限15,000円／
10ａ
資材費：80,000円／人以内
指導農家指導料：30,000円／人・年
※一部実費負担有

就農相談
を経て毎
年11月上
旬に支援
決定

概ね１人
産業振興
課農政担
当

049-271-
1131

http://ww
w.city.tsuru
gashima.lg.j
p/

1,2

日高市
日高市新規就農支援事業
（いるま地域明日の農業担い手育成塾）

（１）市内に住所を有する者又は、近
隣に住所を有する者
（２）申込時の年齢が１８歳以上６４
歳以下である者
（３）心身ともに健康な者
（４）普通自動車免許を有する者(取
得見込の者を含む。)
（５）次のいずれかの経験を備えた
者。
　・埼玉県農業大学校で継続した１
年以上の農業に関わる教育過程を
卒業した者。
　・農業教育機関等で１年以上の実
践的な農業教育課程を卒業した者。
　・先進的農業経営体で農業に関わ
る継続した１年以上の実地研修を終
了した者。
　・上記と同等以上の能力を有して
いると認められる者。
そのほか、市長が特に適当と認める
者

（１）新規就農相談は、関係機関と連
携し就農するまでの相談及び指導
を行う。
（２）農業技術及び農業経営に関す
る研修は、新規就農希望者の状況
に応じた就農研修を受けられるよ
う、関係機関と調整を行う。
（３）農地の確保は、関係機関と連携
し、新規就農希望者の営農条件に
見合った農地を紹介する。
（４）就農支援資金等を必要とする場
合は、新規就農希望者の経営内容
により、適切な資金が利用できるよ
う、関係機関と連携し対応する。
（５）農業に関する情報提供は、農業
者を対象とした研修会や病害虫発
生状況など、農業の経営、生産技術
に関して行う。
（６）そのほか、新規就農に必要な事
項について支援を行う。

随時 不定
産業振興
課

０４２-９８
９-２１１１

http://ww
w.city.hidak
a.lg.jp/

1,2,4
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市町村名 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

伊奈町 伊奈町新規就農者奨励金

１．伊奈町内に住所を有し、専業農
家又は第１種兼業農家の後継者
で、学校を卒業して直ちに就農する
者又は帰農して１年を経過した４５
歳未満の者。
２．伊奈町内に住所を有し、農業経
営基盤強化促進法第14条の4第3項
に基づく青年等就農計画の認定を
受けた４５歳未満の者であって、町
内で就農するもの。

初年度３０万円、以後第５年度まで
各年度５万円

― ―
産業振興
課

０４８-７２
１-２１１１

sangyou@t
own.saitam
a―ina.lg.jp

4

産業振興
課

０４９-２９
５-２１１２

http://ww
w.town.mor
oyama.sait
ama.jp/ww
w/toppage
/00000000
00000/AP
M03000.ht
ml

1,2,7毛呂山町 新規就農支援事業（毛呂山町）

毛呂山町または周辺自治体に定住
することが可能であり、農業経営の
ビジョンが明確で意欲的な方
就農時の年齢が６４歳以下の方
農村社会の実情を理解している方
ご家族の就農への理解がある方
農業経営が可能なレベルの農業技
術を有する方

新規就農相談
新規就農希望者の状況に応じた研
修を受けられるよう、関係機関との
調整
埼玉県が行う新規就農支援事業の
紹介（明日の農業担い手育成塾等）
新規就農希望者の営農条件に合っ
た農地の紹介
就農支援資金等の相談

随時

就農相談（有機農業）
小川町内で有機農業の就農を希望
する者

小川町有機農業推進協議会会員に
よる有機農業の就農に関することの
相談

新・農業
人フェア
（東京）開
催日
平成27年
度予定
12/12、
2/13

―

―
産業観光
課

0493-72-
1221内線
242,243

ogawa110@
town.ogawa
.saitama.jp

1

―
産業観光
課

0493-72-
1221内線
244,245,2
46

ogawa110@
town.ogawa
.saitama.jp

1

―
産業観光
課

0493-72-
1221内線
244,245,2
46

ogawa110@
town.ogawa
.saitama.jp

9

1,9

吉見町 就農相談会
町内で新しく農業を始めようと考え
ている方

町で就農する場合の初歩的な相談
から具体的な計画まで
東松山農林振興センター、ＪＡ、農業
委員会、町が連携して相談をお受け
します。

年2回、日
曜日開催
（例年6、
12月）

予約制
農政環境
課

0493-63-
5015

http://ww
w.town.yos
himi.saitam
a.jp

1

平成27年
度は未定
（平成２６
年度は１
月１８日１
９日に開
催）

―
産業観光
課

0493-72-
1221内線
244,245,2
46

ogawa110@
town.ogawa
.saitama.jp

鳩山町
鳩山町明日の農業担い手育成塾推進事
業

年齢：60歳未満
居住地：研修中（通塾できる範囲）、
研修後（鳩山町内に在住）
必要な事前研修、経験：家庭菜園程
度は必要
一部費用負担あり

担い手塾研修について
(1)研修の内容
①ほ場研修
②実践研修：研修ほ場での実践栽
培と販売活動
(2)研修期間：研修生認定から原則2
年間
(3)修了認定
支援策の概要
①先進農家等による技術指導に関
する支援
②販売活動に関する支援
③農業資材及び農業機械等に関す
る支援
④就農認定に関する支援
⑤農地取得等に関する支援
⑥住宅の紹介に関する支援

随時 ―
産業振興
課

049-296-
5895

http://ww
w.town.hat
oyama.sait
ama.jp/

1,2,7

農家用住宅情報バンク

⑴　空き農家用住宅に定住し、又は
定期的に滞在して、農林業活動及
び地域の行事・活動への積極的な
参加等を行うことにより地域の活性
化に寄与しようとする者
⑵　空き農家用住宅に定住し、積極
的に農林業に従事するとともに、地
域の農業環境保全に寄与しようとす
る者
⑶　その他町長が適当と認めた者

農林業従事希望者への住宅情報提
供。

随時

小川町

有機農業勉強会（有機農業学校）
小川町内で有機農業の就農を志す
者及び経験の浅い有機農業者

有機農業新規就農者に向けた技術
向上のための勉強会

９月から３
月まで月
2回予定

有機農業フォ―ラム 有機農業に興味のある方
有機農業の知識、技術向上のため
講演会、就農相談会

就農相談 小川町内で就農を希望する者 就農に関することの相談 随時

―
産業観光
課

0493-72-
1221内線
244,245,2
46

ogawa110@
town.ogawa
.saitama.jp

7.8
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市町村名 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

ときがわ町
ときがわ町農地情報登録制度（農地バン
ク）

利用登録者は次の3つの要件を満
たしていなければならない。
⑴　農地を耕作し、地域の活性化に
寄与できる者
⑵　農地を耕作し、地域住民と協調
して農業を営むことのできる者
⑶　農地を５年間以上耕作すること
ができる者

また、制度の利用者は、規程の書式
である利用申請書及び誓約書を町
長に提出しなければならない。

農地の貸出し等を希望する所有者
等から申し込みを受けた情報を、紹
介することにより、新規就農者を含
む農業者が営農のために必要な農
地の取得を支援する。

町は農地登録者及び農地利用登録
者に対して、農地に関する賃貸借契
約等については、直接これに関与し
ない。

農地の賃貸借契約等については、
農地法または農業経営基盤強化促
進法を遵守しなければならない。

通年 ―
産業観光
課

0493-65-
1521（代）

https://ww
w.town.toki
gawa.lg.jp/f
orms/info/i
nfo.aspx?in
fo_id=2540
4

7

小鹿野町

小鹿野町明日の農業担い手育成塾

① 小鹿野町内で定住し新しく農業
経営を始めようとする意欲的な者
② ６２歳以下（就農時の年齢が６４
歳以下）の者
③ 当塾が認める農業に関する知
識、経験について
　　「小鹿野町明日の農業担い手育
成塾営農実践研修事業運営要領」
（研修対象者）のとおり
④ 心身ともに健康で研修に耐えら
れる体力・精神力を持つ者
⑤ 普通自動車免許を有する者

・研修時に必要な農業資材等の一
部の支援
・研修用農地は、関係機関と連携し
提供
・就農準備（就農計画、営農ほ場の
確保、施設・機械整備計画、資金利
用計画の策定、　資格免許の取得）
の支援

随時募集
中（平成
２６年度
研修生）

小鹿野町新規就農者支援補助金

対象者は、次の①②③のいずれに
も該当し、かつ④のいずれかに該当
しなければならない。
①町内の農業意欲のある方(今後10
年間就農可能な方)
②町又は農協で行う各種講習会等
に参加している者
③JAちちぶ小鹿野支店長又は両神
支店長の同意を得た者
④補助対象栽培面積等(年間)
(1)　キュウリ　1,000平方メートル以
上
(2)　トマト　300平方メートル以上
（3)　なす　500平方メートル以上
(4)　菌床椎茸　4,000床以上
(5)　あんぽ柿　5,000個以上
(6)　新規作物　300平方メートル以
上
(7)　花卉　1,000平方メートル以上
(8)　その他町長が認めるもの　300
平方メートル以上

補助率
①新規就農者
必要資材費の2分の1(上限100万円)
②規模拡大者
必要資材費の3分の1(上限50万円)
③新規作物導入者
必要資材費の3分の1(上限50万円)
上限金額は、平成21年5月1日から
平成32年3月31日までの間は、「100
万円」とあるのは「150万円」と、「50
万円」とあるのは「75万円」とする。

―

２人
産業振興
課

０４９４-７
９-１１０１

― 2,3,6,7,8

―
産業振興
課

０４９４-７
９-１１０１

― 4

美里町 児玉地域明日の農業担い手育成塾

児玉地域明日の農業担い手育成塾
（実施主体：児玉郡市担い手育成協
議会）は、埼玉ひびきの農協、本庄
市、美里町、神川町、上里町、各市
町農業委員会、埼玉北部農業共済
組合及び埼玉県本庄農林振興セン
タ―から構成されており、美里町も
構成員の一員である。入塾要件とし
ては、①児玉地域で新たに農業を
はじめようとする意欲的な者。②就
農時６４歳以下である。③埼玉県農
業大学校等で継続した１，２年の教
育課程を卒業した者。④先進的農
業経営体で１年以上の実地研修を
修了した者。⑤その他、塾が認めた
者で、研修修了後必ず児玉管内に
居住することとなっている。

直接的な予算措置はないが、塾構
成組織と連携した就農希望者情報
の共有化、塾生に対し空き農地情
報の提供及び空き家情報等具体的
な就農へ向けての協力体制を図っ
ている。
　また、中心経営体等の要件に該当
しそうな新規就農者には、本町全地
域で策定済みの人・農地プランと絡
めて「青年就農給付金」の案内を
行っている。

随時 １，２名
農林商工
課

０４９５（７
６）５１３３

http://ww
w.town.sait
ama―
misato.lg.jp
/

1,7

神川町新規就農青年育成奨励金交付事
業

専ら農業に従事する１８歳以上４５
歳未満の年齢で、以下のいずれか
に該当する者をいう。
（１）　新たに耕作の目的又は主とし
て耕作若しくは養畜の事業のための
採草若しくは家畜の放牧の目的に
供される土地について、所有権、地
上権、永小作権、質権、使用貸借に
よる権利、賃借権又はその他の使
用及び収益を目的とする権利を取
得した者
（２）　新たに農業経営の開始に必要
な施設、機械又は資材を購入し、設
置し、又は貸借した者
（３）　新たに年間１５０日以上の農
作業に従事した者
※町内在住、又、町内に農地がある
者

奨励金の額は、１０万円とする
随時神川町

予算の範
囲内

経済観光
課

0495-77-
0703

http://ww
w.town.kam
ikawa.saita
ma.jp/

4
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市町村名 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

神川町 児玉地域明日の農業担い手育成塾

児玉地域明日の農業担い手育成塾
は、本庄市の他、埼玉ひびきの農業
協同組合、美里町、神川町、上里
町、各市町農業委員会、埼玉北部
農業共済組合、及び埼玉県本庄農
林振興センタ―で構成されている児
玉郡市担い手育成協議会が実施主
体である。
　入塾要件としては、①児玉地域で
新たに農業を始めようとする意欲的
な者、②就農時６４歳以下であるこ
と、③埼玉県農業大学校等で継続し
た１、２年の教育課程を卒業した者、
④先進的農業経営体で１年以上の
実施研修を修了した者、⑤その他、
塾が認めた者で,研修終了後必ず児
玉管内に居住することとなっている。

直接的な予算措置は無いが、塾構
成組織と連携した就農希望者情報
の共有化、塾生に対し空き農地情
報の提供や、空き地情報の収集を
中心として具体的な就農へ向けての
協力体制を図っている。

随時
経済観光
課

0495-77-
0703

http://ww
w.town.kam
ikawa.saita
ma.jp/

１，２名 1,7

上里町 担い手育成事業

○児玉地域担い手育成総合支援事
業
児玉地域では、埼玉ひびきの農協、
本庄市、美里町、神川町、上里町、
各市町農業委員会、埼玉北部農業
共済組合及び埼玉県本庄農林振興
センタ―を構成員とした「児玉地域
担い手育成総合支援協議会」を設
置しており、担い手育成推進活動の
一環として「児玉地域明日の農業担
い手育成塾」を開催している。入塾
要件としては、①児玉地域で新たに
農業をはじめようとする意欲的な
者。②就農時６４歳以下であること。
③埼玉県農業大学校等で継続した
１，２年の教育課程を卒業した者。
④先進的農業経営体で１年以上の
実地研修を修了した者。⑤その他、
塾が認めた者で、研修修了後必ず
児玉管内に居住することとなってい
る。
○就農相談
当町では、農業委員会や埼玉県本
庄農林振興センターと連携し、就農
相談を随時受付けており、新規参入
希望者が就農できる体制をとってい
る。

直接的な予算措置はないが、塾構
成組織と連携した就農希望者情報
の共有化、塾生に対し空き農地情
報の提供や空き家情報の収集を中
心として具体的な就農へ向けての協
力体制を図っている。

随時 １，２名
産業振興
課　農政
商工係

0495-35-
1232（直
通）

― 1,2,7

寄居町明日の農業担い手育成塾

※以下に該当する者
○県農業大学校等で１年程度の研
修、経験があること
○寄居町で就農を希望する方
○就農時に64歳以下である者
○サポーターから推薦を受け、担い
手塾が認めた者
○研修開始後、埼玉県就農促進方
針に基づく就農計画を樹立できる者

※　支援策の概要
研修期間：2年
研修場所：町内農家
研修内容：露地野菜栽培、米麦栽
培、酪農、花木鉢物等の生産及び
経営計画
研修助成金：指導員報酬、必要資材
の一部を補助（新規就農者が営農
のために要する経費の一部を支
援）。

2月

寄居町

就農相談 ○寄居町で就農を希望する方
○就農に関する相談（随時）
○就農支援セミナー（2月頃開催）

―

―
（要相談）

寄居町担
い手育成
協議会
（事務局：
農林課）

048-581-
2121

http://ww
w.town.yori
i.saitama.jp
/

2,3,6

―

寄居町担
い手育成
協議会
（事務局：
農林課）

048-581-
2121

http://ww
w.town.yori
i.saitama.jp
/

1
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市町村名 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

産業観光
課農業振
興担当

０４８０-３
４-１１１１
（内線２６
２・２６３）

http://ww
w.town.miy
ashiro.saita
ma.jp

1,2,3,6,7,9宮代町
明日の農業担い手支援対策事業（宮代
町農業担い手塾）

【応募資格】
・次の要件を全て満たす方
　①満１８歳以上５７歳以下であるこ
と（入塾申込時）。
　②農業に対し情熱と忍耐力をもっ
て努力し、継続して積極的に取り組
むことができること。
　③地域の人々と協調して地域活動
に参画し、地域からの信頼を得るこ
とができること。
　④将来にわたって宮代町内で農業
経営を行う意志のあること。
　⑤担い手塾を卒塾後、農業を主な
生活の基盤として、農業に年間１５０
日以上従事し、経営耕地面積２０㌃
以上耕作できること。
　⑥研修圃場への通作が可能なこ
と。
　⑦１年間無収入でも生活できる自
己資金を保有していること。
　⑧農業関係機関等が実施する農
業研修や農業法人等での農作業従
事、又は市民農園等での栽培経験
があること。
【修了認定】
・次の要件を満たす方
①研修内容について概ね良好な成
績で習得し、実践活動を行ったと見
込まれること。
②研修最終年度の年間販売額（売
上額）が１２０万円以上であること。
③研修修了後、宮代町内で営農活
動が実践できる見込みがあること。
④研修修了時までに宮代町内に在
住していること。
※特別な事情があると認められると
きは、研修期間を１年間延長する場
合があります。

【研修内容】
①講義（座学）
　野菜栽培等の基礎的な知識を習
得する座学形式の講義（講師は、宮
代町新規就農者支援委員会の委員
である専門知識及び技術を兼ね備
えた方等が務めます）
②実践研修
　研修圃場での実践栽培と販売活
動（塾生自らが研修圃場で作物の
栽培から収穫・出荷販売まで一貫し
た作業を実践）
【研修期間】
　原則３年間（特別な事情があると
認められる場合、１年に限って延長
する場合あり。ただし、別に定める
修了基準を満たせば修了を認定）
【支援体制】
①新規就農里親制度による地域密
着型の支援体制
　塾生は、農業機械や倉庫等の生
産基盤を提供（貸出し）していただけ
る農家（生産基盤支援農家）の周辺
に確保した研修圃場で実践研修を
行い、圃場に隣接する篤農家（農業
技術支援農家）が技術的な指導を
行う。
②新規就農者支援委員会による組
織としての支援体制
　その他の各種相談や技術支援、
販売支援など総合的な支援につい
ては、宮代町新規就農者支援委員
会が行う。

未定
※28年4
月からの
研修開始
を想定
し、募集
を行う予
定です。

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

制限なし 農林課
042-973-
2122（直
通）

http://ww
w.city.hann
o.saitama.j
p/
（飯能市Ｈ
Ｐ）

　４,７

飯能市

飯能市新規就農支援事業

次に掲げる要件全てを備えていなけ
ればならない。
（１）飯能市内に住所を有する者又
は研修期間中に飯能市内に住所を
有する見込みである者（又は、飯能
市近隣に住所を有する者）
（２）申込時の年齢が１８歳以上６４
歳以下である者
（３）心身ともに健康な者
（４）普通自動車免許を有する者（取
得見込の者を含む。）
（５）前項に掲げる者のほか、市長が
特に適当と認める者

（１）新規就農相談
（２）農業技術及び農業経営に関す
る研修
（３）農地の確保
（４）就農支援資金等の相談
（５）農業に関する情報提供
（６）その他

随時 制限なし 農林課
042-973-
2122（直
通）

http://ww
w.city.hann
o.saitama.j
p/
（飯能市Ｈ
Ｐ）

１、７

飯能市青年就農給付金

１　（１）青年の自営就農者であるこ
と。
（２）市が策定する人・農地プランに
おいて、中心となる経営体として位
置づけられていること。
（３）経営開始計画が、実現可能で
あると見込まれること。
（４）農業経営の全部又は一部を継
承した場合においては、継承した農
業の経営に従事してから５年を経過
していないこと。
（５）過去に農業の経営に関する生
活費の確保等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。
２　青年がその配偶者とともに農業
を経営している場合、主要な経営資
産を青年及びその配偶者で共有し
ており、かつ青年及びその配偶者の
それぞれが人・農地プランにおいて
中心となる経営体として位置づけら
れていること。
３　農業の経営を開始した後５年を
経過しない複数の青年が、市内にお
いて農業生産法人に対する投資の
円滑化に関する特別措置法第２条
第１項に規定する農業法人を設立
し、及び共同で経営し、かつ当該青
年及び農業法人のそれぞれが人・
農地プランにおいて中心となる経営
体として位置づけられている場合に
おいては、当該青年を交付対象者と
する。

年額１５０万円（青年がその配偶者
とともに農業を経営している場合、２
２５万円）とし、交付期間は５年を限
度とする

4随時

3行田市 行田市農業後継者奨学資金給付事業

次の各号のいずれにも該当する者
　⑴　市内の住民基本台帳に記録さ
れていて年齢が満４５歳未満の埼玉
県農業大学校に在学している者
　⑵　習得した技能及び知識を本市
の農業の振興に結び付けようとする
意欲が十分にあると市長が認めた
者
　⑶　埼玉県農業大学校を卒業後、
速やかに市内に居住し、及び就農
し、３年以上農業に従事することが
見込まれる者

埼玉県農業大学校の１年間の授業
料の相当額を交付する。

随時 若干名

所沢市 所沢市新規就農円滑化推進事業

環境経済
部　農政
課

048-556-
1111

－

予算対象年度に新規就農した者
※農地の貸借については、新規就
農後３年間補助。

○農地の貸借に対する補助
①遊休農地を賃借した場合
年間１０a当たり１４,３００円を補助。
ただし、実際の賃借料を上限とす
る。
②遊休農地以外を賃借した場合
年間１０a当たり７,０００円を補助。た
だし、実際の賃借料を上限とする。

○農業機械の導入
次に掲げる農業機械の導入
（１）耕うん機
（２）運搬機
（３）その他上記に類する機械
購入費（消費税除く。）の２分の１以
内を補助。上限額は、２５万円。

対象年度
内常時

対象年度
に市内で
新規就農
した者
（※平成
２７年度
は３名）

農業振興
課

04-2998-
9158

－

135

mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp
mailto:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp


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

若干名
産業観光
課

0494-62-
1462

- 1.2皆野町 皆野町明日の農業担い手育成塾

以下の要件を満たす者。
1)皆野町内で定住し新しく農業経営
を始めようとする意欲的な者

2)就農時の年齢が64歳以下の者

3)次の要件のいずれかを満たす者。
・埼玉県農業大学校において継続し
た1年以上の農業に関わる教育課
程を卒業し、埼玉県農業大学校長
がその旨を証明することができる者

・農業教育機関（日本農業実践学
園、鯖渕学園等）で2年以上の実践
的な農業教育課程を卒業し、その期
間の長がその旨を証明することがで
きる者

・先進的農業経営体（認定農業者、
地域指導農家、青年農業経営士、
農業生産法人等）において農業に関
わる継続した1年以上の実地研修を
修了した旨の証明ができる者

・その他、塾が認めた者

・研修農地の確保
・研修指導員等の設置
・巡回による支援

平成28年
4月～

1名 振興課
0494-25-
0114

shinkou@town.yokoze.s
aitama.jp 1.2横瀬町 横瀬町明日の農業担い手育成塾

１、横瀬町内在住し新しく農業経営
を始めようとする者
２、62歳以下（就農時の年齢６４歳
以下の者）
３、農業大学校等において農業に関
わる教育課程を卒業し、その旨を証
明できる者
４、普通自動車免許を有する者
以上の条件を全て満たす方が対象
です。

研修時に必要な農業資材の一部を
支援します。
研修の農地は、関係機関と連携して
提供いたします。
就農準備（就農計画、営農ほ場の確
保、施設、機械整備計画、資金利用
計画の策定、資格免許の取得）を支
援いたします。

平成27年
度

制限なし 農林課
042-973-
2122（直
通）

http://ww
w.city.hann
o.saitama.j
p/
（飯能市Ｈ
Ｐ）

4飯能市 飯能市青年就農給付金

１　（１）青年の自営就農者であるこ
と。
（２）市が策定する人・農地プランに
おいて、中心となる経営体として位
置づけられていること。
（３）経営開始計画が、実現可能で
あると見込まれること。
（４）農業経営の全部又は一部を継
承した場合においては、継承した農
業の経営に従事してから５年を経過
していないこと。
（５）過去に農業の経営に関する生
活費の確保等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。
２　青年がその配偶者とともに農業
を経営している場合、主要な経営資
産を青年及びその配偶者で共有し
ており、かつ青年及びその配偶者の
それぞれが人・農地プランにおいて
中心となる経営体として位置づけら
れていること。
３　農業の経営を開始した後５年を
経過しない複数の青年が、市内にお
いて農業生産法人に対する投資の
円滑化に関する特別措置法第２条
第１項に規定する農業法人を設立
し、及び共同で経営し、かつ当該青
年及び農業法人のそれぞれが人・
農地プランにおいて中心となる経営
体として位置づけられている場合に
おいては、当該青年を交付対象者と
する。

年額１５０万円（青年がその配偶者
とともに農業を経営している場合、２
２５万円）とし、交付期間は５年を限
度とする

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

規定なし
農政産業
課

049-299-
1760

http://ww
w.town.kaw
ajima.saita
ma.jp

4川島町 川島町農業者支援対策事業

・町内在住者
・町税等滞納していない者
・この事業の補助金及び青年等就
農給付金の交付を受けていない者
・営農面積要件あり

○新規就農者
・認定新規就農者及び認定農業者
・年齢15歳以上～49歳以下
○新規観光農園開設者
・認定新規就農者及び認定農業者
・年齢15歳以上～49歳以下
○観光農園への切替者
・認定農業者
・年齢64歳以下

・農園の開設に要する経費が50万
円以上の場合が対象で、経費の1/2
を助成

○新規就農者
・上限300万円
○新規観光農園開設者
・上限300万円
○観光農園への切替者
・上限100万円

随時

1
産業観光
課

０４９４-６
６-３１１１

sangyo@to
wn.nagator
o.saitama.j
p

1.2長瀞町 長瀞町明日の農業担い手育成塾

⑴　長瀞町内で定住し新しく農業経営
を始めようとする意欲的な者
⑵　就農時の年齢が６４歳以下の者
⑶　次のアからエのいずれかを備えた
者
ア　埼玉県農業大学校において継続し
た１年以上の農業に関わる教育過程を
卒業し、埼玉県農業大学校長がその旨
を証明することができる者
イ　農業教育機関（日本農業実践学
園、鯉渕学園等）で２年以上の実践的
な農業教育課程を卒業し、その機関の
長がその旨を証明することができる者
ウ　先進的農業経営体（認定農業者、
地域指導農家、青年農業経営士、農業
生産法人等）において農業に関わる継
続した１年以上の実地研修を終了した
旨の証明ができる者。
エ　その他塾が認めた者
⑷　心身ともに健康な者で、農業研修
に耐えられる体力と精神力を持つ者
⑸　研修に専念することができる者
⑹　普通自動車免許を有する者

⑴　研修農地の確保
塾は、研修に必要な農地を関係機関等
と連携して選定し調整する。
⑵　研修指導員等の設置
塾は、研修対象者の栽培技術や農村
生活技術の向上を支援するため、研修
指導
員等を設置する。
⑶　巡回による支援
塾は、研修対象者に対し巡回相談を行
い、必要に応じた助言を行う。また、対
象者の就農が円滑に行えるよう関係機
関や生産組織と随時連絡調整を行うも
のと
する。

通年
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市町村名 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

2

柏市
（１）新規就農者への支援・相談活動
（２）就農支援事業補助金
（３）研修里親農家支援事業補助金

（１）新規就農者希望者
（２）独立新規就農者
（３）就農を目的とする研修生を受け
入れた農業経営体

（１）新規就農を希望する者に対し，
研修受入農家等での実地研修を行
うための支援や独立就農に向けた
準備として農地のあっせん等を支援
する。

（２）独立で新規就農した者に対し，
営農開始直後の農業資材等に係る
経費に対し６０万円を上限として補
助を行い，就農後の安定した定着を
促進することを目的とする。

（３）柏市内において新規就農希望
者の農業研修先及び就農の里親と
して受け入れる農家に対して，最大
月４万円の補助を行う。

― ― 農政課
047-
7167-
1143

― 2,7

市原市 定年帰農者支援事業
定年帰農者など市内で就農などを
目指す者。

農業の基礎的な知識や技術を習得
するための研修を行い、農業の担い
手確保を推進する。

― ―
経済部農
林振興課

0436-36-
4187

―

千葉県

５名

農業経営
支援課担
い手育成
班

043-228-
6273

http://ww
w.city.chib
a.jp/keizain
osei/nosei
/center/ke
ieishien/sh
inki―
kari.html

1,2,3千葉市 千葉市新規就農希望者研修

市内の就農を希望する者で次の要
件に該当する者。
（１）市内在住及び在住見込みの
者。
（２）研修申し込み時点で、年齢が１
８歳以上６１歳以下の者。
（３）研修終了後、直ちに市内で農業
経営を開始する者。
（４）農家子弟にあっては、農業を引
き継がず独立した農業経営を希望
する者
（５）研修期間中、通所可能な者。
（６）市町村税の未納がない者。

円滑な就農の推進を図ることを目的
に、２年３か月に渡る農業の技術及
び経営方法の習得のための研修を
実施するほか、農地の確保などス
ムーズに就農できるよう支援する。
　また、２年目、３年目の研修生に対
し、奨励金を交付する（月額５万
円）。

平成２７
年９～１０
月を予定

―
経済部
農水産課

047-436-
2492

― 9船橋市 農地流動化推進事業
新規就農認定を受けた者が、農業
経営基盤強化促進法による、農地
の貸し借りに対して支援する。

貸し手・借り手、両者に対して
新規　３年以上　10,000円/10a
        ６年以上　20,000円/10a
更新　３年以上　　5,000円/10a
        ６年以上　10,000円/10a

―

2野田市
都市部の就農希望者に対する就農支援
事業

都市部に在住する４５歳以下の者
で、野田市において新たに就農を希
望するもの。

・市内の優良先進農家への研修。
・(株)自然共生ファームで借り受けた
遊休農地で、野菜の栽培に取り組
む。

平成２７
年４月～

男性７２
名、女性
６９名

経済振興
部農政課

047-366-
7328

mcnousei@
city.matsu
do.chiba.jp

9松戸市 農業後継者育成支援業務 独身の農業者

５回の農業体験を通じて、人柄を知
り、農業への関心、理解を深め結婚
に結びつけるとともに、新規就農希
望者の発掘をする。

平成２７
年８月か
ら８月末

４名
野田自然
共生
ファーム

04-7157-
4200

―
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市町村名 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

― 2

https://ww
w.city.abiko
.chiba.jp/in
dex.html

2

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市援農ボランティア事業 援農ボランティア登録希望者

基本的な農業知識を習得するため、
「援農ボランティア養成講座」にて専
門講師による講義及び農家での実
際の実習体験を行い、援農ボラン
ティアの育成を図る。

― ―
農業振興
課

047-445-
1141
（内）245

＜支援対象者＞
市内において就農を目指す者で市
長が認めるもの

新規就農予定者が就農に必要な技
術、知識を習得するため市民農園
内練習圃場の提供
１．新規就農希望者を募集し面接
２．農業事務所及び先進農家等によ
る相談、技術指導など（無料）
３．使用期間２年（更新可）

随時 ２区画分 農政課
04-7185-
1111（内
線510)

１０月～１
２月（前
年実績）

２０名 農政課
04-7185-
1111（内
線510)

https://ww
w.city.abiko
.chiba.jp/in
dex.html

1

我孫子市新規就農者支援研修事業

＜支援対象者＞
次のいずれかに該当する者
（１）我孫子市が定めた「農業経営基
盤の強化の促進に関する基本的な
構想」の中の「利用権の設定等を受
ける者の備えるべき要件」を満たし
ている者
（２）その他、新規就農に強い意欲を
持つ者で、研修を受けることが適当
であると我孫子市が特に認めた者

＜条件＞
・研修期間は原則として６ヶ月以上１
年以内
・年度途中で研修を行う必要がある
場合は、６か月未満の研修期間とす
ることができる
・当初の研修期間終了後、継続して
研修を行うことが適当であると我孫
子市が認めた場合は、１年以内の
範囲で研修を延長することができ
る。

農業に関する知識・経験・技術につ
いて豊富な実績があると認められる
我孫子市内の農業経営者又は農業
者団体に研修事業を委託することに
より、新規就農者支援のための研修
を行う。
研修業務に係る委託金額は、市予
算の範囲内で定めるものとする。
＜研修単価＞
　①技術指導　　５,０００円以内（１人
あたり/月）
　②技術指導・研修に要する経費
　　　　　１０,０００円以内（１人あたり
/月）

随時 定めなし 農政課
04-7185-
1111（内
線510)

https://ww
w.city.abiko
.chiba.jp/in
dex.html

6

04-7185-
1111（内
線510)

https://ww
w.city.abiko
.chiba.jp/in
dex.html

4.7

新規就農前練習圃場の提供　（日秀新
田市民農園内）

我孫子市新規就農者補助金

＜支援対象者＞
（１）次のいずれにも該当する者
ア　市内に住所を有する者
イ　就農後５年未満の農業者又は青
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第４条
第１項の規定により就農計画の認
定を受けた就農予定者
ウ　農業経営基盤強化促進法第６
条第１項の規定により本市が定める
農業経営基盤の強化に関する基本
的な構想に定める利用権の設定等
を受ける者の備えるべき要件を満た
している者
（２）その他市長が特に必要があると
認める者

＜条件＞
支援内容欄を参照

新規就農者及び新規就農予定者を
対象とした補助金の交付
１．農地を賃借した場合に5年間、年
10万円を上限に賃借料を補助。
 ２．農業用施設、設備、機材等の整
備費について、1/2の補助。ただし、
5年間で50万円を上限。
３．就農研修費について、1/2の補
助。ただし、5年間で10万円を上限。
４．宣伝広告費について、5年間、年
10万円を上限に賃借料を補助。

随時 定めなし 農政課

我孫子市

新規就農ガイダンス 新規就農希望者
新規就農予定者を対象とした支援
策等の説明、現就農者の体験報告
等を交えた就農ガイダンスの実施
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市町村名 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

―
まちづくり
課産業振
興係

0479-77-
3918

http://ww
w.town.shib
ayama.lg.jp

3芝山町 芝山町就農者研修支援事業

〈対象者〉
　本町で生産活動を行う農業経営体
の後継者及び本町に住所を有し農
業技術を習得する研修をしようとす
る者で、６ヶ月以上の研修を行う者。
　本町に住所を有し、就農を目的と
する研修生を６ヶ月以上受け入れた
農業経営体。

農業者の育成を図るため農業後継
者及び新規就農者の研修に対して
補助金を交付する。
〈助成額〉　　月１万円

―

― 農水産課
0479-68-
1174

― 3

― 農水産課
0479-68-
1174

― 9

旭市

羽ばたくルーキー農業者激励事業

①当該年度に新規就農者または翌
年度に新規就農予定の者。
②旭市に住所を置く者。
③年齢が35歳以下の者。

・新規就農者と関係機関との交流の
機会を設け、就農後の支援を受け
やすくすることを目的とした事業

―

旭市農林水産業後継者育成事業

①市内で農林水産業に従事してい
る者。
②申請日において市内に引き続き1
年以上居住し、かつ、住民基本台帳
法に基づき記録されている者。
③申請日において40歳未満の者。
④世帯員全員の市税に未納がない
者。

旭市の農林水産業の次世代を担う
リーダー及び後継者を育成するため
の講演会などの開催や研修参加に
対し、補助金を交付する事業

【講演会等開催事業】
補助額：対象経費の１／２以内
※補助限度額　１００，０００円

【研修参加支援事業】
補助額：対象経費の１／２以内
※補助限度額　２５０，０００円

―

―
産業振興
課

０４７９-７
３-００８９

― 4匝瑳市 匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金

市内に住所を有する４０歳以下の新
規就農者で千葉県海匝農業事務所
が開催する農業経営体育成セミナ
―の受講者又は千葉県指導農業士
によるおおむね６ヶ月以上の技術研
修を受けるものであり、かつ、市税
及び国民健康保険税に未納のない
者

農業後継者の確保と新規就農者の
営農意欲を助長するため、１年度当
たり２０万円を助成する

―

―
まちづくり
課産業振
興係

0478-86-
1111

― 3東庄町 新規就農農業経営者研修費助成 農業経営体育成セミナ―参加者
農業経営体育成セミナ―参加者に
対し参加費用として５万円を助成す
る。

―

―

経済環境
部
農政課
生産振興
班

0478-50-
1258

― 3香取市 香取市農業後継者新規就農助成金

①市内の自立経営を志向する農家
の後継者であること
②直接自家農業に従事していること
③将来にわたり農業を営む意欲を
有する者
④市内に住所を有する35歳以下の
新規就農者

市の将来を担う優秀な農業後継者
を確保し、優れた資質を有する若者
を次代の農業の担い手として育て、
本市農業の安定した発展を期するこ
とを目的としている。
千葉県香取農業事務所が開催する
農業経営体育成セミナ―の受講者
に対し、助成金は1人につき毎年12
万円とし、基本研修、専門研修及び
総合研修の修了年度毎に交付す
る。

―

― 農政課
043-443-
1402

― 4八街市 八街市農業後継者育成支援給付金事業

次の各号のいずれにも該当する者
(1)農業経営者になることに強い意
欲を有する者
(2)本市に在住し、本市の住民基本
台帳に記録されている４５歳未満の
者
(3)主たる農用地が市内にある者
(4)平成26年4月1日以降の新規就農
者であって、就農後３年以内の者

本市における新規就農者の就農意
欲の喚起と育成を図ることを目的と
して、予算の範囲内で、農業の後継
者として新たに就農した農業者に対
し、月額２万円を最長２４ヶ月給付す
る。

―

― 農政課
043-484-
6142

― 4佐倉市
耕作放棄地対策事業
（１）新規就農者支援事業
（２）耕作放棄予防対策事業

①新規就農者
②市内在住であること
③佐倉市内の農地であること
④10a以上の農地に利用権を設定し
ていること
⑤利用権が3年以上の設定であるこ
と

（１）新規就農者として認められた場
合に新規就農に必要な経費につい
て、1/2以内を助成する。（限度額：
15万円）

（２）新規に利用権を設定した面積に
応じ、耕作に必要な経費について、
1/2以内を3年間助成する。（限度
額：1.5万円/10a）

―

銚子市
農業人材育成確保支援事業
・新規就農者激励会

新規就農者

新規就農者が市役所、ＪＡ、県農業
事務所と関係機関を訪問し、激励の
言葉をいただき、アドバイスを受け
る。

- - 農産課
0479-24-
8939

- 9
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市町村名 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

―
地域資源
再生課

0470-33-
1073

― 4
南房総市新規就農者支援事業
【経営自立安定支援事業】

概ね５５歳以下で市内に住所があ
り、就農後３年以内で今後５年以上
市内で営農および居住する者

地域農業の中心的な農業者になる
ことを目指し営農する新規就農者に
対し、補助金を交付する事業

補助額：就農後３年の間で次のとお
り
【非農家出身者】
交付１年目・１人につき５万円／月
交付２年目・１人につき３万円／月
【農家出身者】最長１年
１人につき３万円／月

―

南房総市

三芳新規就農支援施設

市への定住意思がある、農業実務、
農業研修の経験者、または、市内で
農業研修を受ける者。

目的：新規就農者の定住を促進させ
るため初期段階として、農業経営者
となることに強い意思を有するととも
に農業で生計が成り立つ営農計画
を作成できる者の住居として安価に
借りられる施設

施設内容：和室（６畳）、洋室（１０
畳・１５畳）、作業室（１６畳）、浴室、
トイレ
使用料：月額３５，０００円

―

南房総市新規就農者支援事業
【研修生受入支援事業】

指導農業士、農業士、認定農業者、
農業生産法人または３戸以上の農
家の集合体で、市内に住所がある
者（事前に市長の認定を受けてもら
います。）

６ヶ月以上かつ月間１００時間以上
の研修期間を設けて、研修生が就
農に必要となる農業技術などを教え
る者に対し、補助金を交付する事業

補助額：研修生１人につき３万円／
月・同一研修生につき最長２年

―

南房総市新規就農者支援事業
【就農研修支援事業】

（１）市内に住所があり、地域の中心
的な農業者を目指す者で、農業経
営体育成セミナ―を受講する者

（２）原則５５歳以下で市内に住所が
あり、研修終了後１年以内に市内で
営農または雇用就農を開始する者

（１）県安房農業事務所が実施する
農業経営体育成セミナ―の受講者
に対し、補助金を交付する
補助額：１人につき５万円／年・最長
３年

（２）市長が認定した市内の研修機
関において６ヶ月以上の研修を受け
る者に対し、補助金を交付する事業
補助額：１人につき５万円／月・最長
２年

― ― 6

0470-33-
1073

― 3

地域資源
再生課

0470-33-
1073

地域資源
再生課

――

農水産課
0470-22-
3396

nousuisank
a@city.tate
yama.chiba.
jp

1

―

農水商工
課
農林水産
振興係

04-7093-
7834

http://ww
w.furusato
―
kamogawa.
net/

2

8
地域資源
再生課

0470-33-
1073

――

鴨川市 鴨川いきいき帰農者セミナ―
本市へ移住・２地域居住を検討され
ている都市住民または、既存移住
者

農的生活・援農に関する知識・ノウ
ハウを取得するために、座学・実習
を組合わせた農業セミナ―を開催。
いずれ直売所等へ農産物を出荷で
きるまでに達することを目標とする。
（鴨川市ふるさと回帰支援センタ―
連絡協議会主催）

―

総務課政
策企画班

0475-44-
2501

― 8

館山市 新規就農者への支援・相談活動 新規就農希望者

新規就農を希望する者に対し、研修
受入施設等での実地研修を行うた
めの支援や独立就農に向けた準備
等を支援する。

― ―

睦沢町
（１）睦沢町若者定住促進事業
（２）空き家バンク制度

（１）若者夫婦世帯が本町に住むた
めに以下の助成を行います。
　 『若者夫婦世帯』とは…夫婦のど
ちらかが満40歳以下の世帯
※平成24年4月1日以降に取得また
は賃貸契約を締結した方が対象と
なります。

（２）移住希望者

（１)マイホ―ムの取得、中央団地・
長者住宅団地の土地の取得、賃貸
住宅等の家賃に助成します。助成
額や対象・条件等は、次のホ―ムペ
―ジを参照してください。
http://www.town.mutsuzawa.chiba.j
p/kurashi/sumai/jakunenteiju.html

（２）空き家の売買や賃貸を希望す
る方の「空き家バンク」登録申込み
を受け、空き家物件等の情報を提供
します。
http://www.town.mutsuzawa.chiba.j
p/kurashi/sumai/akiya/

― ―

東金市
東金市定年退職者等農産物栽培講習会
事業

定年退職等しており、農産物生産に
興味・意欲のある者

野菜などの栽培方法を農業専門家
が直接指導し、将来的に直売所へ
出荷可能となる農産物生産者の育
成を目指す。

平成２７
年３月１８
日（水）～
４月３日
（金）

15
東金市産
業振興課
農政係

0475-50-
1138

- 2

大多喜町 大多喜町施設園芸農家育成事業

本町の住民で、かつ、町内において
施設園芸を営む農家（生産法人を
除く。）で、年間150日以上これに従
事する者

100㎡以上の施設園芸用ハウス新
規設置に要する費用。ただし、国又
は県の補助対象事業を除く。

通年 2名程度
産業振興
課

0470-82-
2176

nourin@tow
n.otaki.lg.jp

4
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市町村名 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

―
経済振興
課

0438-62-
3426

― 3袖ヶ浦市
袖ケ浦市新規就農者育成事業補助金事
業

市内に居住する４０歳未満の農業後
継者又は新規参入者であること。
袖ケ浦市の市税等の未納がないも
のであること

（１）千葉県農業大学校が実施する
研修受講者１人につき１年度当たり
８万円以内を補助する。ただし、最
高２年度間とする。

（２）千葉県君津農業事務所が実施
する農業経営体育成セミナ―受講
者１人につき１年度当たり６万円以
内を補助する。ただし、最高三年度
間とする。

―

―
農林振興
課

0439-56-
1671

― ―君津市 君津市新規就農支援事業
新規就農希望者

君津市新規就農支援センタ―を設
置
農地・住宅・農機情報の提供
新規就農希望者の研修受け入れに
対する委託費（月額2万円）
君津市就農奨励金貸付制度（最大
月10万円×１２ヶ月×３年以内で貸
付

―
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市町村名 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未定
②希望者

農業振興
課

０４２-７２
４-２１６６

― 2,7町田市
①農業研修事業

②農地あっせん事業

①農業研修事業
・市内在住者
・ある程度の農業経験のある者

②農地あっせん事業
・町田市農業研修修了生
・東京都担い手育成総合支援協議
会の新規就農者経営計画支援会議
の助言を受けた者等

①農業研修事業
　露地野菜について、自ら耕作でき
る技術の習得を目的とした研修の実
施

②農地あっせん事業
　耕作するために必要な農地の賃
貸借を仲介する

①１月下
旬～２月
上旬

②年１～
２回

―
産業観光
課

042-528-
4318

― 9立川市 立川市農業後継者顕彰

①農業後継者新規就農顕彰
毎年３月31日までに就農した39歳ま
での者であって就農後１年未満のも
の

②農業後継者10年従事顕彰
農業後継者新規就農顕彰を受けた
者であって、毎年３月31日において
就農後10年に達したもの

①顕彰状を贈呈する。

②顕彰状及び記念品を贈呈する。
―

東京都

世田谷区 せたがや農業塾

１．世田谷区内の農業後継者である
こと
２． せたがや農業塾卒塾後、販売
農家として意欲的に営農活動に取り
組むこと
３． 原則として実習・講義に全回出
席できること

○せたがや農業塾概要
世田谷の農業を守り発展させていく
ために、世田谷区内の農業後継者
に農業の基礎的技術、農業経営の
基本的知識を修得してもらい、農業
者としての資質向上を図る。併せ
て、農業経営者及び農業後継者の
交流を進め、協力関係を強化する。
○期間
３年間
○実施内容
（１）栽培実習、講義
（２）土壌診断
（３）塾生の圃場巡回
（４）農業経営講義
（５）農業先進地視察研修
○その他
（１）農業の専門的知識をもつコ―
ディネ―タ―（東京都農業改良普及
指導員）を配置し、栽培指導は、区
内先輩農家及びコ―ディネ―タ―
が、実習と講義により行う。
（２）経費については、区が措置し、
塾生の参加料は無料。

３年に一
度、７月
～１０月
頃に募集

１０名程
度

産業政策
部都市農
業課

０３-３４１
１-６６５８

― 2,9

目黒区 目黒区都市農業支援事業

1.目黒区内に住所を有すること。
2．（1）区内で1アール以上の農地で
営農する農家の経営主または
（2）都内で5アール以上の農地で営
農し、区民への農産物供給を行って
いる農家の経営主であること。
3．栽培技術の向上のための研修等
に参加する新規就農者（農業に専
念してから3年以内の者）であるこ
と。

栽培技術の向上を目的とした研修
への参加等に要する必要経費を、
10万円を上限として交付する。

年度内
予算の範
囲内

産業経
済・消費
生活課

03-5722-
9879

http://ww
w.city.meg
uro.tokyo.jp

3

八王子市 農地バンク制度
東京都担い手育成総合支援協議会
の新規就農者経営計画支援会議の
助言を受けた者

市街化調整区域内で貸付けを希望
する農地の情報を集約し、農業の経
営規模を拡大したい農家や法人、新
規就農者に農地の情報を提供し、
利用権設定による貸借につなげて
いく制度

随時 希望者
産業振興
部農林課

042-620-
7250

http://ww
w.city.hach
ioji.tokyo.jp
/sangyo/n
ogyo/0428
16.html

7

三鷹市 三鷹市農業委員会後継者表彰 市内の45歳以下の農業後継者 表彰状を贈呈する。

毎年11月
に農業委
員会定例
総会に諮
り決定す
る。

１人～２
人

農業委員
会事務局

0422-45-
1151内線
3063

- 9
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市町村名 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

1,2,3,4,7,9

2

八丈町
八丈町農業担い手育成研修センタ―事
業

・新規に八丈町で農業に取り組む見
込みであること
・概ね50歳以下の健康な方
・出身については島内外問わず
・募集定員は約３名
・研修期間は４年程度
（H20年度から研修センターがスター
トしており、１期生はH24年度で卒
業。H25.4～2期生が研修を始めて
いる）

【支援内容】
・主要園芸作物の栽培技術、経営知
識等農業技術の指導
・小型建設機械の技能の習得
・園芸作物の栽培に係る一切の経
費

【支援期間】
・4年程度

現在は２
期生が研
修中。３
期生は平
成28年度
に募集す
る。

約３名（３
期生以降
は増員す
る予定）

産業観光
課

04996-2-
1125

http://ww
w.town.hac
hijo.tokyo.j
p/

神津島村 農業研修事業 神津島在住で概ね60歳以下

基幹作物である、レザーファン・アシ
タバを中心とした作物を研修対象作
物としています。

研修期間は5年間（平成30年3月31
日）で、基礎的な研修である座学や
圃場の研修は2年間です。

3年目以降は、研修所内圃場での耕
作をしながら、他の農地で営農開始
するべく準備を平行して行って頂き
ます。

平成30年
以降第2
期生募集
予定

3
産業観光
課

04992-8-
0011

http://vill.k
ouzushima.
tokyo.jp/

1,4約３名 農林課
042-558-
1489
（直通）

―あきる野市 新規就農者提案型支援事業

(1)次の要件を全て満たす者
　①市内に住所を有する方で、概ね
６５歳以下の方
　②秋川・五日市ファーマーズセン
ター直売所｢朝露」に入会を予定して
いる者
　　　  ただし、酪農経営希望者につ
いては、別途協議する。
　③あきる野市農業振興会に入会
する者
（２）農業以外からの就農希望者
　①（１）の要件を満たし、新規就農
希望経営計画支援会議の推薦を受
けた者
（３）農業後継者
　①（１）の要件を満たし、東京都農
業改良普及センタ―主催の農業研
修を修了した者、農業大学校、その
他あきる野市担い手育成総合支援
協議会が認める研修を修了また
は、卒業後、５年以内の者

   新たな担い手の育成・確保を目的
とし、就農に必要な経費を助成す
る。
 
   助成費は、 事業費の２分の１以
内で上限 ５０万円

７月～９
月

大島町
就農者育成・支援施設整備事業

（大島町新規就農者支援研修センター）

・新規に大島町で農業に取り組む見
込みであること
・概ね40歳以下の健康な方
・出身については島内外問わず
・募集定員は約３名
・研修期間は２年
（H27年度からスタート）

【支援内容】
・主要園芸作物の栽培技術、経営知
識等農業技術の指導

【支援期間】
・2年程度

未定
(10～12
月予定)

約3名
観光産業
課農業係

04992-2-
1446

http://ww
w.town.oshi
ma.tokyo.jp
/

１．２．３．
７．９

東村山市 東村山市農業後継者育成事業

・市内に在住していること。
・研修参加時において年齢が４０歳
未満であること。
・市内で農業に従事する見込みのあ
る者又は市内で農業に従事してから
おおむね３年以内の者であること。
・既にこの規則による助成を受けた
者については、その内容が重複しな
いこと。

農業後継者の育成を目的として行
われる研修で、財団法人東京都農
林水産振興財団の助成金を受ける
ことができるもの。民間企業等が実
施する研修で、その内容が前号に
規定する研修に準ずるものと市長が
認めるもの。ただし、その期間が３日
以上のもに限る

上記の研修を受けた農業者に対し
て、研修受講料（他の団体から助成
金を受けることができる場合は、当
該助成金額を控除した額）の２分の
１以内の額で、毎年度予算で定める
額とする。だたし、１回につき５万円
を限度とする。

― ―
産業振興
課

０４２-３９
３-５１１１
（内線２５
７３）

― 3

武蔵村山市 農業教育講座 主に５０歳以下の農業後継者等
農業後継者の育成を図るため、先
進地視察をすることで、農業技術を
習得し、農業情報収集を行う。

１年に一
度、６月
頃募集

３０人
産業観光
課

０４２-５６
５-１１１１
（内線２２
６）

― 2
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市町村名 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

10名

農産課
はだの都
市農業支
援セン
ター

０４６３-８
１-７８００

http://ww
w.city.hada
no.kanagaw
a.jp/nosan
/kanko-
sangyo/no
gyo/nougy
oujyuku1.ht
ml

2秦野市 はだの市民農業塾

・新規就農希望者
・原則は、秦野市民であること
　※　ただし、就農時までに市内に
転居することが前提であれば、要相
談
・年齢制限なし
・研修終了後は、秦野市内で農地を
借りること
・研修期間：原則２年間
・研修終了後は、県の「かながわ農
業サポーター」の認定を経て、就農
地の斡旋を受ける。
・就農面積：10ａ～40ａ

・露地野菜栽培に必要な知識、技術
を身につける。
・1年間を通じておよそ20品目の野
菜の作付けを行う。
・研修日数：40～45回のコース（3月
から１２月の毎週水曜日）
・農家研修40日以上
・講義、農場実習により、新規就農
に必要な農業経営の知識、農作物
の栽培技術等を習得する。

毎年2月
上旬
説明会、
面接あり

－ 農水産課
０４６３-３
５-８１０３

http://ww
w.city.hada
no.kanagaw
a.jp/nosan
/kanko-
sangyo/no
gyo/nougy
oujyuku1.ht
ml

1平塚市 農業支援ワンストップ相談窓口 市内において就農を希望する者

新規就農希望者の相談に対して、
市・農業委員会・ＪＡなどの関係機関
が連携を図り就農に向けて状況に
応じた指導を行う。

窓口開設場所：ＪＡ湘南経済セン
ター
開設日時：毎週水曜日
１３時３０分～１６時３０分

－

－
農業水産
課

０４６６-５
０-３５３２

- 3藤沢市 担い手育成支援事業

【かながわ農業アカデミー就学助
成】
・卒業後藤沢市へ就農を希望する
神奈川県立かながわ農業アカデ
ミーの学生

【かながわ農業アカデミー就学助
成】
・藤沢市へ就農を希望する者が農
業に関する知識・技術等を習得する
ため、神奈川県立かながわ農業ア
カデミーに就学した際にかかる経費
に対する助成（補助率１／２以内）

－

－

藤沢市経
済部農業
水産課
茅ヶ崎市
経済部農
業水産課
寒川町環
境経済部
産業振興
課

0466-25-
1111（藤
沢市）代
表
0467-82-
1111
（茅ヶ崎
市）代表
0467-74-
1111（寒
川町）代
表

http://ww
w.city.fujisa
wa.kanaga
wa.jp/nous
ui/page100
307.shtml
（藤沢市）
http://ww
w.city.chiga
saki.kanaga
wa.jp/nous
ui_nogyo/3
0626/0295
30.html
（茅ヶ崎市）
http://ww
w.town.sam
ukawa.kana
gawa.jp/bu
siness/nou
gyou/nous
ei/1362023
351871.ht
ml（寒川
町）

1,7
藤沢市・

茅ヶ崎市・
寒川町

藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町広域連携
による新規就農者受入支援

就農を希望する者

①２市１町で受け入れ態勢を統一
②２市１町で貸出可能な農地情報を
共有化。

※農業の新たな担い手の確保、耕
作放棄地の発生防止、農業振興、
農地保全を目的として、新規就農者
受入支援態勢の統一化と農地情報
の共有化について、平成24年10月
に2市1町間で協定を締結している。

－

神奈川県

横浜市 横浜チャレンジファーマー支援事業

①農外から横浜市内で就農を希望
する67歳以下の市民で、横浜市が
指定する研修を修了し、ステップアッ
プファーマーとして認定を受けた者
②神奈川県認定の認定就農者
③横浜市認定の認定新規就農者
④農業従事経験者（横浜市農業参
入に関する事務処理要綱第８条に
定められた審査会において農業に
参入することを認められた者）

・ステップアップファーマーの研修実
施と認定
・横浜チャレンジファーマーの認定
・横浜チャレンジファーマーの就農
時及び規模拡大時における農地の
紹介
・横浜チャレンジファーマー就農後に
おける相談対応

ステップ
アップ
ファー
マー募
集：平成
28年2月
予定

ステップ
アップ
ファー
マー：5人
以内

環境活動
支援セン
ター

045-711-
0635

http://ww
w.city.yoko
hama.lg.jp/
kankyo/no
usan/shien
center/

2、7､9

厚木市

厚木市新規就農支度金
厚木市青年就農給付金交付要綱に
よる青年就農給付金（以下「給付
金」という。）を受給された方

厚木市内における青年新規就農者
の創出へ向け、青年の就農意欲の
喚起を図るとともに、就農後の営農
定着を促進する。
・助成額　100,000円(承認時に1回）

-

厚木市都市農業支援センター
（新規就農支援窓口）

厚木市内での就農を希望される方

厚木市・農業委員会・ＪＡあつぎが連
携し、市内で就農するために必要な
相談・支援を行う。
・農地のマッチング
・就農計画書の作成支援
・経営相談
・農業機械のレンタル支援等
厚木市都市農業支援センター
場所：ＪＡあつぎ本所本館内２階
時間：午前８時30分から午後５時ま
で

-

-
農業政策
課

046-225-
2800

http://ww
w.city.atsu
gi.kanagaw
a.jp/outline
/23/3600/
d032158.ht
ml

4

-
都市農業
支援セン
ター

046-221-
5511

http://ww
w.city.atsu
gi.kanagaw
a.jp/faciliti
es/others/
sonota/d0
28270.html

1.4
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市町村名 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

―
南足柄市
農業委員
会

０４６５-７
３-８０４１

― 9

―
南足柄市
農業委員
会

０４６５-７
３-８０４１

― 9

南足柄市

南足柄市新規就農基準

以下の条件を全て満たすもの

○就農計画（施行期間用）提出
○２０歳以上６５歳未満で、かつ本
市で農業が営める距離に居住
○１年間の利用権設定、耕作面積１
０ａ以上
○年間所得目標は市の基本構想の
３５％以上
○年間労働日数１５０日以上

＊職員が本人と面談後、農業委員
にプレゼンを行い支援対象とするか
を判断する。

○期間：１年の施行期間後就農認
定

○場所：市内農地の斡旋

○助成金：なし

―

市民農業者制度

以下の要件を全て満たすもの
○営農計画書提出
○定年退職者を対象
○３年間の利用権設定、耕作面積１
０ａ未満３ａまで
○基盤法第１８条第３項第２号の要
件（全て耕作、常時従事、効率的利
用）

＊職員が本人と面談後、農業委員
にプレゼンを行い支援対象とするか
を判断する。

○期間：３年間（３年間の耕作経験
後、就農希望者へステップアップで
きる）

○場所：市内農地の斡旋

○助成金：なし

―

中井町 新規就農者等支援事業

Ⅰ新規就農者
下記の全ての要件を満たす方
①町内の農地で独立・自営する新
規就農者
②農業経営強化基盤法の利用権の
設定または農地法の許可のあった
農地もしくは農地中間管理機構から
借り受けた農地で就農する方
③義務教育を修了し、就農開始年
度の4月1日現在において16歳以上
65歳以下である方
Ⅱ受け入れ農家
1日約4時間、年間150日以上の研修
を受け入れる方

Ⅰ新規就農者
支援金62,000円
就農時
回数1回

Ⅱ受入農家
125,000円
（受入研修生1人当たり1回限り/年
額）

― ―
環境経済
課

0465-81-
1115

― 4.6

小田原市 新規就農者就学支援事業費補助金

○目的
小田原市において就農意欲のある
農業後継者等が、農業に関する知
識・技術等を習得することを支援す
る。

○補助対象者
かながわ農業アカデミーに在学して
いる者で、次の要件を満たす者
・小田原市内に住所を有する者
・入校した年の３月３１日時点におい
て４８歳未満の者
・小田原市において農業者として農
業経営を行おうとする者
・市税の滞納がない者
※交付条件等の詳細は、問合せ先
に確認

○補助金額
かながわ農業アカデミーでの就学に
係る学費のうち、授業料、教材資材
費及び研修費に係る額の１／２以内
（上限１０万円）

申請期
限：１月３
１日

予算の範
囲内

小田原市
経済部農
政課

０４６５-３
３-１４９４

－ 3
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市町村名 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

予算の範
囲内

農政課
0551-42-
1352

http://ww
w.city.hoku
to.yamanas
hi.jp/

1北杜市 農業教育研修助成

北杜市市内担い手育成総合支援協
議会が認める研修受入農家が研修
生を受け入れた場合、助成金を支
給

○研修生1人につき、1日1,500円以
内（年額50万円を限度）
○助成期間は2年間

随時

予算の範
囲内

農業振興
課

055-282-
6207

http://ww
w.city.mina
mi-
alps.yaman
ashi.jp/san
gyo/nougy
o

9

予算の範
囲内

農業振興
課

055-282-
6207

http://ww
w.city.mina
mi-
alps.yaman
ashi.jp/san
gyo/nougy
o

2

南ｱﾙﾌﾟｽ市

農業後継者奨学助成金

南アルプス市に在住で、県立農業
大学校に通う者
卒業後30歳に達するまでに農業後
継者等として市内に定着出来る者

県立農業大学校の在学生への助成
96,000円/年

毎年4～5
月末

南アルプス市農業振興資金貸付制度

南アルプス市内在住の農業に従事
しているかたで、貸付日の時点で65
歳以下の者
貸付けた資金の返済について、十
分な返済能力を持っている方
資金の貸付けの目的である事業の
完遂能力を持っている者

認定農業者の方は200万円以内

認定農業者以外の方は150万円以
内

貸付け利率：無利子
　
貸付期間：5年以内

返済方法：元金均等

毎年9/1
～9/30

予算の範
囲内

農林課
0551-22-
1111

http://ww
w.city.niras
aki.lg.jp/

8

予算の範
囲内

農林課
0551-22-
1111

http://ww
w.city.niras
aki.lg.jp/

1

韮崎市

新規就農者生活支援事業

○市内に住居を有し、事業終了後3
年以内で営農の継続が見込まれる
者（市内において新規就農から2年
以内に限る）
○概ね55歳までに市内で新たに農
業を営む予定の者
○就農1年以内において生活に窮す
る者

１世帯あたり月額50,000円以内（最
大2年間）
助成金の支給は月単位とする。

随時

新規就農者住居助成事業

○市内に住居を有し、事業終了後3
年以上市内で営農の継続が見込ま
れる者（市内において新規就農から
2年以内に限る）
○概ね55歳までの市内で新たに農
業を営む予定の者で、市内に生活
の拠点がないもの又は、住宅事情
等でやむを得ず家族と別居する者
（賃貸住宅で、営農拠点への通勤が
可能となる場合）

1世帯あたり月額30,000円以内（最
大2年間）
助成金の支給は、月単位とする。

随時

産業部農
林振興室
農政課農
業セン
ター係

055-241-
5616

http://ww
w.city.kofu.
yamanashi.j
p/nogyoshi
nko/shiset
su/sonoho
ka/nogyo.h
tml

9

甲府市新規就農者農地集積支援事業

市の認定就農者の認定を受けてか
ら３年以内の甲府市在住の新規就
農者へ、農業経営基盤強化促進法
に基づき農地を貸した者に、奨励金
を交付する。

奨励金の額
農用地区域以外：利用権設定３年
以上６年未満　10,000円/10ａ、６年
以上　20,000円/10ａ
農用地区域域内：利用権設定３年
以上６年未満　15,000円/10ａ、６年
以上　30,000円/10ａ

― ―

産業部農
林振興室
農政課振
興係

055-298-
4834

― 9

山梨県

甲府市

ワンストップ窓口による相談事業 甲府市での就農を希望する者
新規就農希望者の状況に応じた専
門家を手配し、相談に対応するとと
もに就農に向けた指導を行なう。

― ―

産業部農
林振興室
農政課振
興係

055-298-
4834

http://ww
w.city.kofu.
yamanashi.j
p/index.ht
ml

1

貸出農機具事業（新規就農者無料化）
甲府市在住者、新規就農（農地基本
台帳登録）してから３年間

甲府市で実施している農機具の貸
出について、新規就農者は、就農し
てから3年間、無料で借りることがで
きる。

― ―
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市町村名 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

http://ww
w.city.kosh
u.yamanas
hi.jp/

2,3,6

24名
産業振興
課果樹農
林担当

0553-32-
2111

http://ww
w.city.kosh
u.yamanas
hi.jp/

4

○事業内容
市内に就農する農業後継者に対し
て補助金を交付し、営農を支援
○助成額
１年間（4月1日～翌年の3月31日）に
つき　100,000円
○補助率
定額
○支援期間
市の交付決定から３年間

随時受付

果樹栽培
を希望す
る者を中
心に数名

産業振興
課果樹農
林担当

0553-32-
2111

特になし
農林振興
課農林経
営担当

055-262-
4111

http://ww
w.city.fuefu
ki.yamanas
hi.jp/

4

特になし
農林振興
課農林経
営担当

055-262-
4111

http://ww
w.city.fuefu
ki.yamanas
hi.jp/

4

笛吹市

笛吹市新規就農農業後継者支援事業

親等の経営に参入する方のうち、以
下の条件をすべて満たす方
○市内に住所を有し、かつ市内にお
いて継続して就農することを希望す
る30歳未満の方
○補助金の交付終了後、３年間以
上市内において就農する見込みの
方
○年間150日以上農業に従事し、翌
年の確定申告時に事業専従者にな
る見込みの方

○事業内容
市内に就農する農業後継者に対し
て補助金を交付し、営農を支援
○助成額
1世帯あたり30,000円／月
○補助率
定額
○支援期間
市の交付決定から５年間または支
援対象者が30歳になる月の前月ま
でのどちらか短い期間
○事業実施期間
平成31年度まで

随時受付

新規就農者支援事業

Ｉターン、Uターン、新規学卒、転職に
よる新規就農者のうち、以下の条件
をすべて満たす方
○市内に住所を有し、かつ市内にお
いて継続して就農することを希望す
る45歳未満の方
○補助金の交付終了後、３年間以
上市内において就農する見込みの
方
○年間200日以上農業に従事し、翌
年の確定申告時に事業主になる見
込みの方
○市で認定された新規就農者

○事業内容
市内に就農する新規就農者に対し
て補助金を交付し、営農を支援
○補助額
Iターンによる新規就農者：１世帯あ
たり1,000,000円／年
Uターン、新規学卒、転職による新
規就農者：１世帯あたり500,000円／
年
○補助率
定額
○支援期間
２年間
○事業実施期間
平成28年度まで

随時受付

予算の範
囲内

農政課
0551-42-

1352
9

http://ww
w.city.hoku
to.yamanas

hi.jp/

予算の範
囲内

農政課
0551-42-

1352

http://ww
w.city.hoku
to.yamanas

hi.jp/

7

チャレンジ農業助成金 認定農業者・認定就農者

休耕田・遊休畑等を有効活用して、
高収益の農業にチャレンジする者及
び特産品を開発した者に対し交付す
る。

随時

北杜市

農地集積助成金
認定就農者が新規で利用権設定を
行った場合、助成金を支給

賃借料の1/2以内を助成
助成期間は3年間

随時

制度資金等の利子補給助成金
認定農業者が制度資金を借入れた
場合、利子分に対して助成

○利子助成の利率は、年間2％以内
○助成期間は償還期間内

随時

予算の範
囲内

農政課農
政担当

0551-42-
1352

http://www.ci
ty.hokuto.yam
anashi.jp/

9

産業振興
課果樹農
林担当

0553-32-
2111

http://ww
w.city.kosh
u.yamanas
hi.jp/

2,3,6

甲州市

甲州市農業支援事業（新規）

平成27年4月1日現在で20歳以上概
ね45歳以下の者で、以下の条件を
すべて満たす方
○三大都市圏をはじめとする都市
地域に在住しており、採用後甲州市
内に移住し、住民票を移せる者。
○住民と共に地域活動に取り組む
意欲のある者。
○新規就農を目指す者で、期間終
了後に、甲州市に定住する意欲の
ある者。

○事業内容
農業で自立を目指す方を支援する
ことにより、農業振興と地域活性化
を目指す。
○助成額
報償費　月額150,000円
○補助率
定額
○支援期間
委嘱の日から平成28年3月31日まで

5月18日
まで（定
員に満た
ない場
合、随時
募集）

5名

甲州市就農定着支援制度推進事業

○就農に対し強い意欲を持ち、研修
終了後、甲州市内へ就農することが
確実と見込まれる方
○中型自動車免許等を有する方
（研修開始までに取得する見込みの
方を含む）
○研修期間中は傷害保険への加入
が必須

○事業内容
研修生が就農に向け、アグリマス
ター（市が委嘱した篤農家）のもとで
栽培技術、農業経営管理手法等の
研修を実施する際に支援
○助成額
アグリマスター（報償費）：50,000円
／月、研修生（研修費）：50,000円／
月
○補助率
定額
○研修期間
１年以内

毎年５月
（状況に
よっては
年度途中
も可）

甲州市親元就農促進事業

農業者の2等親内の直系卑属であっ
て、以下の条件をすべて満たす方
○市内に住所を有し、かつ市内にお
いて農業経営を行う方。
○就農日における年齢が45歳未満
の方
○平成25年度の年間従事日数が
150日以上の方。
○確定申告又は市民税・県民税の
申告で事業専従者とされている方
※ただし、青年就農給付金を受けて
いる方は対象外。
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市町村名 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

山梨市就農定着支援制度推進事業

研修生の条件
（1）就農に対し強い意欲を持ち、研
修終了後山梨市内へ就農すること
が確実と見込まれる方。
（2）研修が実施できる基礎的な知
識・技術等を有し、農作業に連続し
て従事できる体力と健康を有する
方。
（3）研修後、1年以内に山梨市内で
就農すること。

○事業内容：研修生が就農に向け、
アグリマスターのもとで栽培技術、
農業経営管理手法等の研修を実施
する際に支援

○助成額：アグリマスター（報償費）：
50,000円／月、研修生（研修費）：
50,000円／月

○補助率：定額

○研修期間：原則１年以内（研修は
年間100日以上実施）

随時

山梨市

親元就農支援補助金（新規）

次の条件をすべて満たす者。
(1)農業者の子か孫
(2)市内に住所を有し、かつ市内で
農業経営を行う者。
(3)年間農業従事日数が150日以上
(4)H26もしくはH27に、新たに事業主
として確定申告を行う者。
(5)就農日における年齢が45歳未満

○事業内容
親等の後継者として独立就農した人
に対して補助金を交付する。
○助成額
月額　50,000円
○補助率
定額
○支援期間
就農日から最長３年間

H27年度
は9月末
日まで

市川三郷町 農業協力隊推進事業

○三大都市圏等から市川三郷町内
への移住

○全国の条件不利地域を有さない
市町村から、市川三郷町への移住
※移住は住民票の移動

○普通自動車免許等を有する方

○事業内容
町は公募により支援機関を決定し、
支援期関に農業協力隊員の募集・
選考、農業活動の指導・ 支援や生
活支援等を委託する。
○助成内容
支援機関への委託費888千円/年
農業協力隊活動報償費
                           166千円/月
○補助率
定額
○実施期間
24ヶ月間

支援機関
決定後

前年度、
山梨県就
農定着支
援制度推
進事業
の制度を
利用した
方のうち
希望する
方

農林商工
課　農地
担当

0553-22-
1111

http://ww
w.city.yama
nashi.yama
nashi.jp/

9

2,3,6

H2７年度
１名

市川三郷
町役場産
業振興課

055-240-
4157

http://ww
w.town.ichi
kawamisat
o.yamanas
hi.jp/

農林課
農林担当

0553-22-
1111

http://ww
w.city.yama
nashi.yama
nashi.jp/

4
予算の範
囲内

南部町 制度資金等の利子補給助成金
認定農業者が制度資金を借入れた
場合、利子分に対して助成

○貸付利率を０.５％引下げるのに
必要な額を限度とする

随時
予算の範
囲内

産業振興
課

０５５６-６
４-４８３９

http://ww
w.town.nan
bu.yamana
shi.jp/

9
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10名
上田市役
所農政課

0268-23-
5122

http://ww
w.city.ueda.
nagano.jp/
hp/index.ht
ml

2

30名
上田市役
所農政課

0268-23-
5122

http://ww
w.city.ueda.
nagano.jp/
hp/index.ht
ml

2

上田市

就農支援事業
（農業経営講座）

○里親研修生
○独立就農を目指している方
○新規就農者
○農業後継者

　農業後継者はもとより、新規就農
希望者の円滑な就農を促進するた
め、農業経営に関する講座を開催
し、経営感覚の優れた担い手の確
保・育成を図る。
商品開発、農業簿記、マーケティン
グなど

10月頃

就農支援事業
（就農自立支援実習事業）

野菜や果樹など経営を目指す新規
就農者で次のいずれかの条件を満
たしている方
○H25年度農業経営講座受講者
○青年就農給付金受給者
○上田市内で就農予定の方
○里親研修生又は里親研修修了者

水稲との複合経営を行うための機
械作業を通しての水稲の生産作業
研修

5/15～
5/31

http://ww
w.city.mats
umoto.naga
no.jp/

1,2,3,4

４名程度

農政課担
い手担当
（本庁管
内）

西部農林
課（安曇、
奈川、梓
川、波田
地区）

０２６３-３
４-３２２２
（農政課）

２０６３-６
４-３１１５
（西部農
林課）

http://ww
w.city.mats
umoto.naga
no.jp/

4

農業政策
課

026-224-
5037

http://ww
w.city.naga
no.nagano.j
p/soshiki/
nosei/

―

松本市

松本新規就農者育成対策事業

以下の条件をすべて満たす者
○松本市内に居住、または研修開
始時に松本市に居住していること
○概ね60歳以下の、健康で中核的
農業者となり得る者
○原則として農家子弟でない者
○研修修了後直ちに松本市内で就
農し、３年以上農業経営を継続でき
る者
○青年就農給付金準備型との重複
申請は不可

研修期間：３年
研修場所：市内の農地をＪＡ等が借
上げ、研修生が専属で耕作
研修内容：ＪＡ松本ハイランドの指導
の下でＪＡ推奨作物（りんご、ぶど
う、すいか、セルリー、施設野菜な
ど）の栽培を行う。
支援内容：営農生活資金７万円/月
の支給
研修用農地借上げ料をＪＡが負担
最低限必要な農業機械の無償貸与
研修修了後に貸与機械を取得額の
１／７で払い下げ
果樹苗木購入費１／２補助
施設園芸ハウス建設費１／５補助
（上限20万円）
採用数　：平成２７年度２名以内、８
月募集予定

平成２７
年８月１
日～８月
３１日

新規就農者支援事業

以下の条件をすべて満たす者
○松本市内に居住する者
○主業農家の子弟、または主業農
家を目指して新規参入した者
○就農後３年を経過していない者
○認定農業者でない者
○市税全般を滞納していない者

内容：農業機械等の取得費用の一
部を補助
対象：１件５０万円以上の農業機械
又は農業用施設（中古機械も対象）
補助率：１／２以内、上限５０万円
予算額：平成２６年度１５０万円
審査：松本市農業支援センター経営
改善指導班会議で事業計画を審査
（年４回）
※平成２７年度は申請数が予算枠
に達したため受付を終了。

４月～翌
年１月
（予算枠
に達し次
第終了）

２名
農政課担
い手担当

０２６３-３
４-３２２２

長野県

長野市

１　長野市新規就農者支援事業

研修費助成
•おおむね40歳以下であること
•市内において就農計画等に従い就
農し、または就農しようとする方
•研修終了後は、すみやかに専業農
家の経営主となり、市内で10年以上
営農を継続する方

営農資金助成
•新規就農者(市内において就農計
画等に従い就農する方）
•市内に住所を有する方
•おおむね40歳以下であること
•助成金の交付申請をする日前１年
以内に指定研修、またはこれに相当
するものとして市長が認める研修を
修了した方
•助成金の交付申請をする日前１年
以内に就農したこと
•就農後すみやかに専業農家の経営
主となり、市内で10年以上営農を継
続する方

両助成とも認定新規就農者制度、ま
たは、認定農業者制度に該当する
方（市長が認定した方）

研修費助成
・新規参入者／月額10万円限度に
最長３年間助成、農家子弟／同上
で最長２年間助成

営農資金助成
・新規参入者／２年月額10万円を２
年間限度に助成、農家子弟／２年
月額５万円を２年間限度に助成

年2回（7
月末日、1
月末日ま
で）

予算の範
囲内

農業政策
課

026-224-
5037

http://ww
w.city.naga
no.nagano.j
p/soshiki/
nosei/

1,2,3,4

２　就農促進奨励金支給事業

・農業に意欲と情熱を持って従事し
ていること。
・新規就農後1年を経過し、就農時
の年齢が55歳以下であること。
・応募資格を得たときより5年以内で
あること。
就農時年齢５５歳まで（農業委員の
推薦が必要）の、新規就農後１年を
経過し意欲的に農業に取り組んで
いる就農者

5万円（1人1回） 随時
予算の範
囲内
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http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/nosei/


市町村名 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

新規就農者支援事業

市の認定新規就農者（家業の農家
を継承する者を除く。）で、農地法
（昭和27年法律第229号）で定める
別段面積以上を今後５年以上継続
して耕作しようとする者

１、就農に必要な機械・器具を購入
するための経費の2分の1の額。た
だし、1経営体当たり20万円を限度と
し、1回限りとなります。
２、新規就農に必要な農産物のハウ
ス栽培施設、リンゴ用トレリス、果樹
棚及びかん水施設の新設又は修繕
に要する経費の2分の1の額。ただ
し、10アール当たり20万円、１経営
体当たり50アールを限度となりま
す。

随時 同上 同上 同上 ― 4

6月1日現
在募集
中、定員
になり次
第締め切
り

若干名
市役所農
林課

０２６５-８
３-２１１１
（代表）

― 9

小諸市

伊那市

駒ケ根市

駒ケ根市新規就農準備校
将来農業に就こうと考えている人、
農業に興味のある人

週末を利用した1泊2日の農作業体
験
（田植え、リンゴの摘花作業など）

０２６５-８
３-２１１１
（代表）

― 1,2,3

市役所農
政課

０２６５-７
８-４１１１
（代表）

― 1,2,3

ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

http://ww
w.city.suza
ka.nagano.j
p/roudou/
nourin/syu
nou/

1,2,3

須坂市

新規就農者研修給付金

市内在住で、次のいずれかの研修
を1年以上受ける55歳未満の方

1.長野県農業大学校総合農学科、
研修部、実科・研究科や長野県新規
就農里親制度に登録している里親
農家などで受ける研修
2.農業後継者が、親元で受ける農業
研修（研修時間が年間で概ね1200
時間以上）
•会社等と常勤の雇用契約を結んで
いる場合は対象となりません。
•研修終了後は、
1)　速やかに市内で就農し、
2)　認定農業者の認定を受け、
3)　5年以上農業に従事することが
条件です。

月２万円を２年間支給
※青年就農給付金（準備型）受給者
には１万５千円を給付。
※４５歳以上で独立・自営就農を目
指し、住居を必要とする方につき８
万円を加算
※農家子弟が実家等で受ける場合
も加算

随時 （申
請した月
分から給
付しま
す。前月
の実績を
確認後、
翌月支給
します。）

予算の範
囲内

産業振興
部　農林
課

026-245-
1400　内
線3412、
3414、
3415

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

若干名
市役所農
林課

ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

若干名

農林課農
業振興係

0267-22-
1700　内
線267

http://ww
w.city.kom
oro.nagano.
jp

1,4,6,7小諸市新規就農者支援事業補助金

新規就農希望者の就農にあたり、
必要な経費（中古機械、農地借入
金、道具準備等）についての助成、
また新規就農者を育成しようとする
農家等に対する助成。
■対象者：専ら農業で生計を維持す
ることを目的に、小諸市内にⅠター
ン等をした概ね４５歳までの市内で
新たに農業を営む予定の者（年間
農業従事日数が150日以上の者）。
①新規就農者：農業者の子弟以外
の者で、長野県農業大学校や県の
里親制度等で２年以上の研修を終
了した者。
②農業経営継承者：農業者の子弟
以外の者で、長野県農業大学校や
県の里親制度等で２年以上の研修
を終了し、市内農家の経営を実質的
に引き継ぎ、後継者となる新規就農
者。
③農業者の子弟：市内在住の農業
者の子弟で、２年間の営農を行った
後、申請をした者（但し申請時点で
家族経営協定書の締結及び認定農
業者の承認を受けていること）。
④農家・集落等就農者育成支援：新
規就農者を育成しようとする農家
等。
■①～③の条件 ：市内に住居を有
し、事業決定後３年以上、市内で営
農の継続が見込まれる者。３年経過
後には実績を報告すること。
■④の条件 ：県の里親制度等の研
修を終了している者又は同等以上
の農業技術を有する者で、市内に
住居を有し、事業終了後３年以上、
市内で営農の継続が見込まれる新
規就農希望者を研修させること。

小諸市新規就農者承認申請書及び
営農計画書による書類・面接審査を
行い、適正な農業経営を行える新規
就農者であることが認められた者に
対し補助金を交付する。
■補助金額（一世帯あたり）
①新規就農者：１，０００，０００円（定
額）
②農業経営継承者：５００，０００円
（定額）
③農業者の子弟：３００，０００円（定
額）
④農家・集落等就農者育成支援助
成事業：一団体あたり４００，０００円
以内（里親期間1年の場合：200,000
円、2年の場合：300,000円、4年の場
合：400,000円）
■その他
・補助金の使途は、農業を営む上で
必要な経費に限定されること。
・補助金の支給は、あくまで予算の
範囲内での支給であること。

随時
予算の範
囲内
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市町村名 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

農業後継者研修支援事業

・45才以下の方
・中野市内の農家の子弟
・就農前に又は、就農を一時中断
し、先進農家、農業研究機関等で研
修をする方
・研修先から支給を受ける場合は、
給与額が年間150万円未満の方
・事業終了後１年以内に中野市内で
就農し、５年以上営農の継続が見込
まれる方
・市税に滞納のない方
・国が実施する新規就農支援の補
助金の交付要件または交付を受け
ていない方

・研修開始日から２年以内
・１人当たり月額４万円以内

― ― 農政課
0269-22-
2111

http//www
.city.nakan
o.nagano.jp
/

3

農業後継者営農支援事業

・45才以下の方
・中野市内の農家の子弟又はその
配偶者で中野市内に居住し、主とし
て農業に従事する方
・家族経営協定を締結し経営に参画
できる方
・当該家族経営協定の締結者に兄
弟姉妹がいない方
・事業終了後５年以上、中野市内で
営農の継続が見込まれる方
・就農する農家の前年の農業所得
が中野市基本構想における目標所
得未満の方
・市税に滞納のない方
・国が実施する新規就農支援の補
助金の交付要件または交付を受け
ていない方

・家族経営協定の締結日から３年以
内
・１人当たり月額５万円以内。配偶
者は月２万５千円以内

― ― 農政課
0269-22-
2111

http//www
.city.nakan
o.nagano.jp
/

4

新規参入者経営支援事業

・45才以下の方
・中野市に居住し、主として農業に
従事する方
・過去３年以内で、卒業、農業以外
の就業からの離職、研修の終了又
は農業の営む者からの独立により
就農する方
・市内に農業又は農業法人の経営
を行っている1親等以内の親族及び
兄弟姉妹がいない方
・農業委員会が定める下限面積以
上の農地の所有権又は利用権を有
する方（2親等以内の親族からの取
得又は賃借の場合は対象としな
い。）
・事業終了後５年以上中野市内で営
農の継続が見込まれる方
・市税に滞納のない方

・中野市内で農地を取得又は農業
機械・農業施設を取得又はリースす
る場合（総額50万円以上）
・取得額の３分の1以内上限100万
円以内
・リース料の３分の１以内上限月額１
万５千円以内、リース開始日から３
年以内

― ― 農政課
0269-22-
2111

http//www
.city.nakan
o.nagano.jp
/

4.7

新規参入者定住支援事業

・45才以下の方
・中野市外から転入して５年以内
で、農業を主として従事している方
・過去３年以内で、卒業、農業以外
の職業からの離職、研修の終了又
は農業の営む者からの独立により
就農する方
・市内に農業又は農業法人の経営
を行っている１親等以内の親族及び
兄弟姉妹がいない方
・農業委員会が定める下限面積以
上の農地の所有権又は利用権を有
する方（ただし、２親等以内の親族
からの取得又は賃借の場合は対象
としない。）
・事業終了後５年以上、中野市内で
営農の継続が見込まれる方
・市税に滞納のない方

・中野市内の住居の取得又は賃借
する場合
・取得額の２分の1以内上限200万
円以内
・賃貸料の２分の１以内上限月額3
万円以内最長３年以内

― ― 農政課
0269-22-
2111

http//www
.city.nakan
o.nagano.jp
/

8

中野市

塩尻市 新規就農者就農支援金給付事業

60歳以下で農業に新規参入する（農
家子弟を除く）、次の全てに該当す
る者
○長野県の新規就農里親研修を受
ける者
○塩尻市内に居住か居住予定の者
○国等の類似する補助（県担い手
基金の研修支援を除く）を受けない
者
○研修終了後１年以内に塩尻市内
で独立就農する者
○支援後３年以上塩尻市内で独立
営農する者

支援内容：就農前後（研修２年、就
農１年の連続した３年間）に、支援金
を給付する。
給付額　 ：７万円／月以内

大町市 就農促進支援事業

就農後１年以内の新規就農者（三
親等以内の者が経営する農業を継
承する場合を除き、新たに農地を取
得又は利用権の設定を受けた者）

営農用の機械及び資材購入に要す
る経費への補助

営農用機械及び資材購入費の１／
２　限度額３０万円

1,3,4

4―
農林水産
課

０２６１-２
２-０４２０

――

―

塩尻市農
業再生協
議会
（塩尻市
農林課）

０２６３-５
２-０２８０

――
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市町村名 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

塩尻市農
林課

０２６３-５
２-０２８０

― 4塩尻市 農業担い手育成対策事業補助金

６５歳以下で次の全てに該当する者
○新規就農者、農業後継者、定年
帰農者
○長野県新規就農里親研修制度又
は同程度の研修終了者
○認定就農者又は認定農業者を目
指す者

内容：塩尻市内で新たに就農するた
めに必要な機械、器具等の購入に
要する経費の一部補助
補助率等：経費の１／２以内、新規
就農者は上限１００万円（農業後継
者、定年帰農者は上限５０万円）
その他 ：補助金の交付は２年度に
限る

― ―

0267-62-
3203

http://ww
w.city.saku.
nagano.jp/
cms/html/
top/main/i
ndex.htm

4

東御市

佐久市新規就農者定着支援事業

（１）新規就農者：都道府県が実施し
た長期就農研修を終了した者で、平
成２２年４月１日以降に市内におい
て専業で就農したもの。
（２）農業後継者：平成２２年４月１日
以降に家業として農業経営を引き継
いだ者（１人に限る。）で、市内にお
いて専業で就農したもの。
（３）市町村民税の滞納がないもの
（４）就農時において満６０歳未満の
者であって、市内に住所を有するも
の
（５）就農後３年以上継続して農業経
営する見込みがあり、かつ５年以内
に認定農業者になる見込みがある
と市長が認めた者

・就農補助金（就農一時金）１０分の
１０以内。ただし、１人につき年額３０
万円を限度とし、１回限りとする。
新規就農者及び農業後継者が、就
農時に必要な機械・設備等の購入
経費１人当たり300,000円以内。
・営農補助金（就農後、最長３年間）
１０分の１０以内。ただし、１人につき
年額２０万円を限度とし、３年間継続
して申請することができる。
新規就農者の経営が安定する間に
必要な農地賃借料、農業共済掛
金、住居費などの賃借料等の経費１
人当たり年額200,000円以内。

年度ごと
予算の範
囲内

農政課

佐久市

0267-62-
3203

http://ww
w.city.saku.
nagano.jp/
cms/html/
top/main/i
ndex.htm

http://ww
w.city.tomi.
nagano.jp/
shisei_info/
sangyou/n
ougyou/00
0707.html

1,2,4,6,7,8

http://ww
w.city.chiku
ma.nagano.j
p/app/b-
keizai/k-
nourin/200
701181006
57724.html

1

新規就農者支援事業助成金

（１）市内に住所を有し、長野県の里
親研修制度を利用している者及び
里親研修制度を終了し、就農後３年
以内のものであり、かつ、市内にお
いて専業で就農しているもの
（２）市税等の滞納がない者
（３）就農時において満６０歳未満の
者。
（４）里親研修制度を終了後、３年以
上継続して専業で就農する見込み
があり、就農後５年以内に認定農業
者になる見込みがあると会長が認
めた者

長野県農業担い手育成基金が減
額、休止した助成金の一部を補填。
・研修費助成（里親研修期間中、最
長３年間）
県担い手育成基金業務細則の上限
月額（40,000円）から同基金が支給
した月額を除いた金額
・住居費助成（就農後、最長３年間）
県担い手育成基金業務細則の上限
月額（10,000円）から同基金が支給
した月額を除いた金額

年度ごと
予算の範
囲内

農政課
0267-62-
3203

http://ww
w.city.saku.
nagano.jp/
cms/html/
top/main/i
ndex.html

3,4

就農相談会
ＩターンやＵターン等で佐久管内に定
住し、新規就農を考えている方

住宅、農地、営農指導、補助金等の
制度について、紹介、支援を実施。

毎月１回
１回につ
き、６名
程度

農政課

1,4

新規就農確保育成事業

●農業経営に意欲を持ち、東御市
内へ就農を希望する者
●研修実施農家に通勤可能な者

また、東御市就農トレーニングセン
ター条例に、農業経営に意欲的で、
現実的な営農計画を持ち、農業の
担い手として市の農業農村の活性
化に貢献が期待できる者であって、
市税等を滞納していないものとす
る。
とあるため、認定就農者となる必要
がある。

○制度資金に関する相談窓口
○新規就農祝い金制度（１５年度か
ら）
   「農業基本条例」の策定に伴い、
後継者を含め若年の新規就農者に
対して就農祝い金を交付する。
○就農トレーニングセンター(就農住
宅含む)の設置
　東御市就農トレーニングセンター
条例により規定
【利用の条件】
センターを利用できる者は、東御市
に就農を希望する者のうち、農業経
営に意欲的で、現実的な営農計画
を持ち、農業の担い手として市の農
業農村の活性化に貢献が期待でき
る者であって、市税等を滞納してい
ないものとする。
（現実的な営農計画持つということ
から認定就農者となる必要がある）
○東御市新規就農等補助金交付要
綱に基づく助成

随時（要
相談）

―

東御市役
所
農林課担
い手支援
係

0268-64-
5894

予算の範
囲内

経済部
農林課

026-275-
1050

千曲市 新規就農者支援事業

・新規就農祝い金
長野県担い手育成基金助成対象者
で、登録里親農業者の下で1年以上
研修を受け、かつ千曲市内で3年以
上就農する見込みのある者。
・研修費補助
長野県担い手育成基金助成対象者
で、登録里親農業者の下で1年以上
研修を受け、かつ千曲市内で3年以
上就農する見込みのある者。
・新規就農者借家補助
新規就農祝い金交付対象者で、借
家をしている場合。
・新規就農者農機具等購入補助
新規就農祝い金交付対象者で就農
月から3年以内に農機具等を購入す
る場合

・農業後継者就農祝い金
農家の後継者が離職して就農し、3
年以上就農する見込みのある50歳
以下の者。

・新規就農祝い金
30万円（１回限り）
・研修費助成
月額4万円
・新規就農者借家補助
就農月から最長3年間。
家賃　（共益費、駐車料含む）1/2以
内。（上限月3万円以内）
・新規就農者農機具等購入補助
購入金額の1/2以内。（上限30万円）
・農業後継者就農祝い金
5万円（１回限り）

随時
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市町村名 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

若干名
町役場産
業振興課

０２６６-４
１-１１１１
（代表）

― 1,2,3

１０名
産業課営
農推進係

０２６６-６
２-９３２８

―
1,2,3,4,7,8

,9

辰野町 ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

佐久穂町

富士見町 新規就農者支援パッケージ事業

支援対象者
富士見町で農業所得300万円を目
指す就農希望者
条件
認定新規就農者であって、有識者
の審査に合格したもの
※詳細は町担当者に要確認

・研修先（里親）、住居、農地をセット
にして紹介
・研修2年間の生活費助成（月額4万
円以内）、独立1年目の就農支援金
（一時金48万円）
※国や県の助成金（青年就農給付
金など）との重複支給はできない。
※審査により支援の可否が決まる。

次の条件をすべて満たす者

１　佐久穂町内に居住
２　認定農業者
３　１８歳以上５５歳未満
４　青年就農給付金（経営開始型）
を受けていない、又は受ける見込み
がない。
５　５年以上営農の継続が確実

補助金５０万円を交付する。
（使途は営農の経費、１人１回に限
る、就農後２年以内に申請）

年度内

3,4

　親元就農促進事業

認定農業者の2親等内の直系卑属
で、次に掲げる要件の全てを満たす
者
○安曇野市内に住所を有し、かつ、
安曇野市内において農業経営を行
う者
○年間農業従事日数が200日以上
である者
○就農日における年齢が55歳未満
の者

①親元就農機械等整備支援事業
内容：農業経営に必要な農業機械・
施設の取得費用の助成（国庫等補
助事業を活用できない場合に限り助
成）
補助率：３／１０以内（上限１００万
円）
その他要件等：就農から5年以内の
者（経営状況に応じて親等の認定農
業者を対象とする場合あり）
②親元就農支援金交付事業
内容：親元就農者に対し定額の支
援金を交付（国の青年就農給付金
を受給できる者は対象外）
交付額： 年額２０万円（最長５年間
給付）
その他要件等：就農日が平成１８年
４月以降の者、かつ、前年所得が
500万円未満の者
※交付の可否は、関係者による審
査会を設け、地域への貢献度等を
審査した上で決定

― ―
農政課集
落支援担
当

０２６３-７
７-３１１１

― 4,9

http://ww
w.town.sak
uho.nagano
.jp/

4

http://ww
w.town.sak
uho.nagano
.jp/

4

新規就農者支援事業補助金

― 8

新規就農者生活支援金給付事業

安曇野市内在住の認定新規就農者
で、以下の条件をすべて満たす者
○研修中、若しくは就農後３年以内
の者
○長野県農業担い手育成基金によ
る研修費助成を受けていないこと
○安曇野市が設置した「新規就農
者住宅」に居住していないこと
○国や県等から月３万円以上の生
活支援目的の補助を受けていない
こと
○認定農業者の子弟の場合は、同
一経営でないこと
○企業等による常勤の雇用を受け
ていないこと

給付額：月額４万円～５万円
給付期間：最長３６ヶ月間
その他：受給者は、給付完了後５年
以上安曇野市内に居住し、農業に
従事しなければならない。

― ―
農政課集
落支援担
当

０２６３-７
７-３１１１

―

―
農政課集
落支援担
当

０２６３-７
７-３１１１

安曇野市

新規就農者住宅の設置

次のいずれかを満たす者
○安曇野市内で就農して５年以内
の者
○３年以内に安曇野市内で就農す
ることが確実な農業研修者

家賃：月１万５千円
居住期間：最長５年間
その他：５棟設置　空き状況に応じ
て入居者を募集する

―

― ―
産業振興
課　農政
係

0267-88-
2528

新規就農研修センター事業

１　入居できる者
①　新規に常時農業に従事しようと
するおおむね４０歳以下の者
②　農業経営に意欲のある者
③　入居期間は最長３年

２　研修室を利用できる者
農業経営に意欲のある者

１　居室
1ＤＫ（単身用）　2部屋　10,000円／
月
２ＤＫ（世帯用）　2部屋　20,000円／
月

２　研修室
2,000円／回（夏期）
3,000円／回（冬期）

― ４部屋
産業振興
課　農政
係

0267-88-
2528
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市町村名 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

ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供
住宅情報の提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

飯島町 ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供
住宅情報の提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

南箕輪村

1,2,3

宮田村

中川村 ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供
住宅情報の提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

若干名
村役場振
興課

０２６５-８
８-３００１
（代表）

―

ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

1,2,3

若干名
町役場産
業振興課

０２６５-８
６-３１１１
（代表）

― 1,2,3

若干名
村役場産
業課

０２６５-７
２-２１０４
（代表）

― 1,2,3

箕輪町 ＪＡ上伊那農業インターン制度

支援対象者
①ＪＡ上伊那管内の組合員農家の
後継者、Iターン・Uターンで農業で新
規参入する者
②年齢は概ね18～45歳でJA上伊那
管内で農業をすることが確実と見込
まれ、地域の住民になる者
③研修終了後10年以上農業を継続
するもの

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始

若干名
町役場産
業振興課

０２６５-７
９-３１１１
（代表）

―

木祖村 木祖村　畜産担い手確保育成事業

将来、木祖村に居住して畜産経営
（繁殖和牛経営等）を行う意欲のあ
る者で、以下の条件を満たす者。
・原則として満１８歳からおおむね４
０歳までの健康な者。
・農業への就農、体験や研修など
に、強い意欲のある者。
・普通運転免許以上を有する者（ＡＴ
限定は不可）。
・研修終了後、木祖村に就農して３
年以上居住する者。
・研修中から、地域の行事等（地域
自治協議会への参加、消防団への
参加など）に参加して、地域住民と
協調できる者。

原則として２年間、村内の里親農業
者のもとで研修を行い、３年後には
独立就農して頂くため、以下の支援
を行う。
・当初から、どのような経営を目指す
のか、「就農計画」を立てながら研修
を進め、長野県の「認定就農者」の
取得を目指す。具体的には、必要資
産の検討、資金借り入れ、国県村の
補助事業の活用等についてサポー
トする。
・普及センターや農業協同組合と連
携し、定期的にミーティングを行い、
就農研修や就農に向けた相談・助
言を行う。
・研修期間中の住宅は村で手配す
る。
・農地は村で手配し、就農後の居住
地については当事者と相談しながら
手配する。
・研修生１名当り月額２５，０００円を
限度に支給する。
・国の青年就農給付金制度を活用
できるよう支援する。

随時

1,2,3

１～２名
木祖村農
林課

０２６４-３
６-２００１

http://ww
w.vill.kiso.n
agano.jp/

若干名
村役場振
興課

０２６５-８
５-５８６４

―

1,2,3,4,7,8

研修手当の支給（Ｈ26年度13万円/
月）
農作業及び出荷流通などの体験、
栽培技術の習得、就農支援情報の
提供
住宅情報の提供

10月締
切、審査
決定すれ
ば翌年4
月研修開
始
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http://ww
w.town.obu
se.nagano.j
p/site/sink
isyunouwe
b/

4

3.4

農地賃借料助成事業

小布施町から青年就農給付金（経
営開始型）を受給している者
ただし、親族から借り受けた農地は
対象外
農地の他、土地改良区の負担金や
水利等に係る費用も含む

補助率：1/2以内
上限：10万円/年
期間：最長5年間

随時 若干名
産業振興
課

026-214-
9104

http://ww
w.town.obu
se.nagano.j
p/site/sink
isyunouwe
b/

4.7

4

新規就農者用住宅の貸与

町外出身者の内、町内在住で里親
研修を利用し青年就農給付金（準備
型）を受給している者、もしくは、受
給すると認められる者

家賃：17,000円/月（単身用）、30,000
円/月（世帯用）
期間：青年就農給付金（準備型）受
給終了まで

随時 若干名
産業振興
課

026-214-
9104

http://ww
w.town.obu
se.nagano.j
p/site/sink
isyunouwe
b/

3

小布施町

青年就農給付金（経営開始型）事業
町内在住で国の定める要綱を満た
した者

支援額：最大150万円/年
期間：最長5年間

7月頃～ 若干名
産業振興
課

026-214-
9104

http://ww
w.town.obu
se.nagano.j
p/site/sink
isyunouwe
b/

住居費助成事業

町外出身者の内、町内在住で里親
研修を利用し青年就農給付金（準備
型）を受給している者、もしくは、受
給すると認められる者、または、小
布施町から青年就農給付金（経営
開始型）を受給している者

補助率：2/3以内
上限：4万円/月
期間：最長7年間

随時 若干名
産業振興
課

026-214-
9104

http://ww
w.town.obu
se.nagano.j
p/site/sink
isyunouwe
b/

共同利用倉庫の貸与
町外出身者で小布施町から青年就
農給付金（経営開始型）を受給して
いる者、または、町長が認めた者

家賃：1,000円/月
期間：青年就農給付金（経営開始
型）受給終了まで

随時 若干名
産業振興
課

026-214-
9104
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市町村名 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

信濃町 新規就農者支援

１　農地賃借料助成
　町内に住所を有する新規就農者
に対し、利用権設定を行った農地の
賃借料を助成

２　家賃補助制度
　町内に住所がある者で、40歳以下
かつ世帯の総収入が800万円以下
の者に補助

１　農地賃借料助成
　　利用権設定を行った初年度のみ
　　8,000円以内／10a

２　家賃補助制度
　　５年間を限度（または41歳まで）
　　15,000円以内/月

随時
予算の範
囲内

信濃町役
場
産業観光
課

026-255-
31１3

http://ww
w.town.shin
anomachi.n
agano.jp/

1,3,4

飯綱町 １　農業研修生受け入れ事業

１　農業研修生受け入れ事業
年齢40歳未満の認定就農者で、2年
間の研修修了後3年間飯綱町で就
農する者
※上記以外で研修を希望される方

１　農業研修生受け入れ事業
・家賃補助（長期研修期間（最大2年
間）、月額35,000円を上限）
※短期・中期の研修を希望される場
合は、町の宿泊施設を通常より安く
利用できる制度あり

随時
予算の範
囲内

木島平村
役場産業
建設課
農林振興
室

０２６９-８
２-３１１１

― 1,3,4

予算の範
囲内

産業観光
課農林係

026-253-
4765

http://ww
w.town.iizu
na.nagano.j
p/14/111/i
ndex.html

1,2,3

建設経済
課産業係

０２６-２６
９-２３２３

http://ww
w.vill.ogawa
.nagano.jp/i
ndex.html

1,4小川村 新規就農者支援事業

村内に移住されて生産出荷をする
農業経営者でおおむね60歳までの
方が対象、最長3年間

・農地の借料に支援（借料の3分の
2、限度額40,000円）
・生産施設、農業機械のﾘーｽや購
入に支援
（購入費･借料の10分の3、限度額
80,000円）

随時

農林課
農業振興
係

0269-33-
3112

shinko＠
town.yama
nouchi.nag
ano.jp

9

木島平村
木島平村農業後継者等育成奨励金交付
事業

農業後継者、新規農業参入者であ
り、次の各号に掲げる要件をすべて
満たす者とする。ただし、村長が特
に認めた者は、この限りではない。
(１)　村民である者又は新たに村民
となろうとする者
(２)　農業後継者又は新規就農者で
ある者
(３)　年齢が概ね45歳以下である者
(４)　農家等で営農研修を１年以上
行うことができる者
(５)　村内で５年以上農業経営に従
事することができる者
(６)　概ね１年以内に使用貸借又は
賃貸借により40a以上の耕作者とな
ることができる者
(７)　概ね３年以内に認定農業者と
なることができる者
(８)　農業者年金に加入できる者
(９)　市町村税その他義務的納金を
滞納していない者
(10)　暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律（平成３年法律
第77号）第２条第６号に規定する暴
力団員でない者

奨励金１００万円を支給する（単年
度）。

随時 ―

産業振興
課

026-245-
1100

http://ww
w.vill.takay
ama.nagan
o.jp/life/e
migration/
work.html

1,3,4,6

山ノ内町 がんばる農業就農奨励金

町内に住所及び就業場所を有する
65歳未満の新規就農者で、将来に
わたり専業農家として農業経営を続
けていく意思と条件を有し、人・農地
プランにおける中心経営体（同一経
営体を含む）に認定される見込みの
ある者

奨励金として年齢が50歳以下の者
は10万円、年齢が51歳以上の者は5
万円、Iターン就農者（50歳の制限な
く）10万円を1回限り支給。

― ―

高山村 新規就農者支援事業
対象は、概ね55歳未満で、村が認
定する認定就農者

・先進的経営体における研修費助
成（月額２０千円以内、２年間を限
度）
・農業機械等賃借料の助成（賃借料
の２／３但し２００千円以内、２年間
を限度）
・就農支援金（５０千円以内、配偶者
も就農した場合は１世帯１００千円
以内）
・農地賃借料の助成（賃借料の2/3
１人８５千円以内、２年間を限度）
・農業共済制度の掛金助成（共済掛
金の2/3相当額、２年間を限度）
・住居費の助成（月額１０千円以内、
２年間を限度）
・住宅修繕の助成（補助率1/3以内、
100万円を上限）
・転入経費助成（仲介手数料5万円
を上限）
・奨学金返還助成
・農業技術研修指導指導助成（月1
万円以内、2年限度）

随時
予算の範
囲内
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市町村名 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

http://ww
w.city.iida.l
g.jp/

9

http://ww
w.
city.iida.lg.j
p/

3,4,7,8

― 農業課
0265-
21-
3217

http://ww
w.city.iida.l
g.jp/

6

― 農業課
0265-
21-
3217

― 農業課
0265-
21-
3217

飯綱町
026-253-
4765

飯田市

○新規就農者支援事業補助金　農業経
営基盤を有しない研修生の生活・経営支
援。

長野県新規就農里親制度に基づく
里親研修を実施した者等であって、
飯田市内に住所を有し､研修修了後
3年間飯田市内での営農を継続する
見込みである者｡

①研修費助成金　里親研修期間
中、月額４万円（※）を支給
②新規就農者就農時支援　里親研
修を修了して就農した際の、一人一
回35万円（一定以上農作業に従事
する配偶者と共に就農した場合は
45万円）
③農業後継者就農時支援　農家の
後継者が就農した際、一人一回10
万円
④農地賃借料助成金　就農後の3年
間、の農地賃借料として年額85,000
円以内（※）
⑤住居費助成金　就農後の3年間、
住居費として月額10,000円以内（※）
（※は、長野県農業担い手育成基金
の同種の助成金と合算した金額。）

―

○新規就農者生活支援　里親農家に対
する賃金補填で間接的に研修生を支
援。

対象者：長野県新規就農里親制度
の研修を飯田市内で実施している
者。
ただし、青年就農給付金（準備型）
受給者は対象外。

飯田市が里親農家に対し、研修生
の賃金時給750円のうち400円を補
填。

―

○あぐりチャレンジ資金

市内に住所を有し、以下の条件に該
当する者もしくは農業法人
（1）新規就農者及び新たな農業分
野に従事しようとする後継者
（2）農業に関する生産、加工、販売
等事業を新たに開始しようとする者
や法人
（3）認定農業者
（4）その他市長が特に必要と認めた
者や法人

市とJAの融資審査を経た新規就農
者等に対し、限度額500万円以内を
農業資金として融資。（最大10年償
還で5年間は無利子）

―

www.mina
miaiki.jp/

4.7

原村 ○新規就農後継者育成支援事業

○農業後継者
　村内在住の農家の子弟で就農前
に自宅以外の先進農家、農業研修
機関等で月15日以上研修を受ける
40歳未満の者で、研修終了後5年以
上村内で営農の継続が見込まれる
者
○新規就農者
　上記以外の者で、専ら農業で生計
を維持することを目的に、新たに農
業を営む計画で、就農前に先進農
家、農業研修機関等で月15日以上
研修を受ける40歳未満の者で、研
修終了後5年以上村内で営農の継
続が見込まれる者

・補助率　農業後継者　月額30,000
円（1年を限度）
　新規就農者　月額20,000円（2年を
限度）

研修開始
前に役場
にご相談
ください。

予算の範
囲内

農林商工
観光課
農政係

0266-79-
7931

http://ww
w.vill.hara.n
agano.jp/w
ww/index.j
sp

2,3

http://ww
w.town.iizu
na.nagano.j
p/14/111/i
ndex.html

4

南相木村
南相木村農林振興対策事業補助金交付
要領に基づく助成

南相木村に住所を有し、村内で農業
を営む者

・ほ場整備事業（補助率1/3）
・産業振興資金利子補給事業（審議
会にて決定）
・有害鳥獣電気柵購入補助事業
・農業用廃プラスチック処理助成
・ビニールハウス購入補助（補助率
1/3）

年度ごと
予算の範
囲

経済建設
課

２　新規就農者支援事業

２　新規就農者支援事業
①就農支援金
新規参入者（認定就農者）は、2年間
の研修修了者で、3年以上飯綱町で
営農をする者。
農業後継者は就農１年以上自宅で
農業に従事した者
以下、認定就農者のみ対象
②農機具・農業用施設整備補助金
③土壌診断の無料実施

２　新規就農者支援事業
①就農支援金（新規参入者は研修
後の就農時、農業後継者は就農１
年後に30万円を町から支給：青年就
農給付金受給者は対象外）
②農機具・農業用施設整備補助金
（就農後５年間、農機具等の購入の
10％を補助。但し、上限10万円）
③土壌診断に係る費用を４検体まで
町が負担する。（就農後５年間）

随時
予算の範
囲内

産業観光
課農林係

0267-78-
2121
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市町村名 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

○里親研修期間の補助金
国（青年就農給付金）の対象者でな
い者

研修2年目の住宅費への助成
　　　　月額　１０，０００円以内

― ―
産業
観光課

0265-
34-7066

http://ww
w.matsuka
wa-
town.jp/
cms-
sypher/ww
w/normal_t
op.jsp

3

○新規就農者への補助金
国（青年就農給付金）の対象者でな
い者

里親研修期間を経た後、就農された
方就農２～３年目の農地賃借料と住
居費への助成
　①農地賃借料 年額　８５，０００円
以内
　②住居　 月額　１０，０００円以内

― ―
産業
観光課

0265-
34-7066

http://ww
w.matsuka
wa-
town.jp/
cms-
sypher/ww
w/normal_t
op.jsp

7,8

遊休後背地活性化対策事業 ー
遊休農地の解消をはかる草刈り、起
耕等に要する経費　１０ａあたり3万
円以内

― ― 振興課
0260-22-
４０５５

http://ww
w.town.ana
n.nagano.jp
/

4

― ―

○農業用パイプハウス購入補助 ―
事業費の４０％以内を補助（30万
円）

― ―

http://ww
w.town.ana
n.nagano.jp
/

http://ww
w.town.ana
n.nagano.jp
/

8

振興課

4

0260-22-
４０５５

http://ww
w.town.ana
n.nagano.jp
/

4

振興課
0260-22-
４０５５

産業課
0265-
35-
3111

http://ww
w.town.
takamori.na
gano.jp/

9

○住宅新築事業等補助金 ―

①住宅リフォーム事業補助
　住宅リフォームに要する費用の
20％補助（上限20万円）
 ②住宅用地取得補助
　　工事費が1000万円以上の場合
上限100万円（転入者400万円）

― ―

○就農祝金の交付 ―
町内に就農して10ヵ月を経過した場
合8万円を交付 (就農した日が50歳
未満の方）

― ―

振興課
0260-22-
４０５５

― 4

○農業経営規模拡大事業
５０ａ以上耕作し、農業委員会が認
める農業者及び農業生産法人等で
次に掲げる者。

　農業経営の拡大を図るため、農業
経営基盤強化法による農用地利用
集積計画に基づき、３年以上の利用
権の設定をした１０ａ以上の農用地
を借り受けた者の借り手地代の軽
減。
　次に掲げる利用権設定期間に応じ
て対象面積（０．１ａ未満切捨て）に１
０ａ当たりの単価を乗じて得た額
①３年以上６年未満　５，０００円
②６年以上１０年未満　１０，０００円
③１０年以上　２０，０００円　　ただ
し、対象農用地について１回を限度
とする。

― ―
産業
観光課

0265-
36-
7027

http://ww
w.matsuka
wa-
town.jp/
cms―
sypher/ww
w/normal_t
op.jsp

4,7

―
産業
観光課

0265-
36-
7027

http://ww
w.matsuka
watown.jp/
cms―
sypher/ww
w/normal_t
op.jsp

阿南町

松川町
○農業振興産地育成事業 ○町内在住の農業者

農業の振興を図り、産地を育成する
ための新たな取組みに対し支援す
る。
　①施設園芸等パイプハウス設置
事業（補助率：２／１０以内）
   施設園芸等の栽培に供するパイ
プハウスを設置ために要した経費
（資材）
　②果樹品種更新対策事業（補助
率：１／１０以内）
　　新品種・推奨品種等に品種更新
を行うための苗木・穂木の購入に要
した経費
　③花木振興事業（補助率：１／１０
以内）
　　　花木の新品種の苗等を導入す
るために要した経費
　　　　　　　　　　（ダリア、デルフィニ
ウム、トルコギキョウ、オキシペタル
ム）

高森町

○農業用パイプハウス施設チャレンジ栽
培事業

―
パイプハウスを町が無償貸与し、３
年後に払い下げる。おおむね200㎡
以上の規模が
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市町村名 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

― ―

○新規就農者等が村が指定する振
興作物を新たに作付けした場合の
苗代及び雨除け資材の補助(1／2
以内)

― ―
ふるさと
整備課

0265-
43-
2220

http://ww
w.vill.achi.n
agano.jp/

4

○住宅用地取得補助金 ―
取得費(消費税は除く)の10%以内(上
限100万円)

― ― 振興課
0265-
49-
2111

http://ww
w.nebamur
a.jp/

8

○若者定住促進事業 年齢上限45歳・農業分野に限らず

①住宅新築補助　　1000万円以上
の工事費の10％以内を補助(限度額
１００万円)
②住宅増改築・中古住宅取得補助
工事費または取得費の10％以内を
補助(限度額５０万円)

― ― ―
0260-
27-
2311

http://ww
w.vill―
shimojo.jp/

8

○農業用パイプハウス購入補助 ―
事業費の２５％以内を補助（限度額
１０万円）

― ― ―
0260-
27-
2311

http://ww
w.vill―
shimojo.jp/

4

―
http://ww
w.vill.tenry
u.jp/

8,9

0260-
28-
2311

http://ww
w.urugi.jp/

9― ― 産業課

―
総務課ま
ちづくり推
進係

0260-
32-
2001

天竜村
○若者定住促進事業　(年齢上限45歳・
農業分野に限らず）

―

―

①住宅新築補助
　　1000万円以上の工事費の10％
以内を補助(限度額１００万円)
②住宅増改築・空家取得補助
　300万円以上の工事費または取得
費の10％以内を補助(限度額３０万
円)
③住宅用地取得補助
　100万円を限度として、取得額の５
０％以内を補助
④Ｕ・Ｉターン助成金　夫婦の場合１０
万円、単身の場合５万円、１８歳以
下の方　　　一律２万円を支給
⑤後継者助成金　新規学卒者で卒
業当該年度に村内に就職の場合５
万円支給

― ― 振興課

下條村

売木村
○村内の生産者の新規事業・新技術・
規模拡大等を支援するための無利子資
金融資。

―
個人の場合は100万円以内で2年以
内（繁殖和牛は5年以内）に償還。

○住宅取得・新増改築補助 ―
取得費(消費税は除く)の10%以内(上
限100万円)

根羽村

 ○若者定住祝金
夫婦の場合２０万円、単身の場合１
０万円、子供（15歳未満１人につき）
５万円を支給

― ―

http://ww
w.nebamur
a.jp/

8
0265-
49-
2111

0265-
49-
2111

http://ww
w.nebamur
a.jp/

9振興課

平谷村

産業
建設課

産業
建設課

0265-
48-
2211

http://ww
w.vill.hiraya
.nagano.jp/

4

○住宅新増築補助金 ―

①住宅新築補助　１００㎡以上の新
築の場合１００万円
②住宅増築補助　　２０㎡以上の増
築の場合　２５万円

― ―

○農業用機械貸し出し事業 ―

村内の農地を管理する者にトラク
ター、管理機、マルチャーを有償で
貸し出す。各1日1,000円(半日500
円)

― ―

http://ww
w.vill.hiraya
.nagano.jp/

8
0265-
48-
2211

9

○阿智村後継者育成事業
研修終了後、村内で農業を営むこと
のできる、
４３歳未満の者。

実施者：阿智村産業振興公社
研修期間：２年間
研修内容：野菜、干し柿等の栽培技
術や経営ノウハウ。
研修後の支援措置：農地の賃借の
斡旋、営農指導、資金の融資相談。

― ―
ふるさと
整備課

0265-
43-
2220

http://ww
w.vill.achi.n
agano.jp/

4,7,9

―
ふるさと
整備課

0265-
43-
2220

http://ww
w.vill.achi.n
agano.jp/

阿智村

○新規就農者支援事業

対象者：
村内に住居を有し居住しているも
の、または新たに村内に住居を設け
居住するもので、新規に就農し3年
以上引き続き将来ともに農業に年
200日以上従事する意志のある45才
以下の者。

○就農に必要な資金の貸付
貸付限度額
①村内に住居を有し居住し、主に自
作用農地を基盤に新規に就農する
ものにあっては、1年間60万円(月額
5万円)以内とする。
②新たに村内に住居を設け居住す
る者で新規に就農する者にあっては
1年間120万円(月額10万円)以内と
する。

―
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市町村名 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

○農業後継者育成対策事業 ー
県の新規就農支援研修制度に準ず
る金額（村長が認める農業後継者）

― ― 振興課
0260-26-
2111

http://vill.y
asuoka.nag
ano.jp/

9

○農地及び空家（住居）の斡旋 ー ー ― ―
産業
建設課

0265-
35-
9056

http://ww
w.vill.
Nagano-
toyooka.lg.j
p/

9

○営農（技術・経営）相談 ー ー ― ―
産業
建設課

0265-
35-
9056

http://ww
w.vill.
Nagano-
toyooka.lg.j
p/

9

大鹿村
○Ｉターン・Ｕターン助成事業　(年齢上限
40歳・農業分野に限らず）

ー

①住宅新築補助金 ：建築費の1/3、
限度額100万円
 ②住宅用地取得補助金 ：取得価額
の1/3以内、限度額60万円
③住宅改築補助金：工事費の1/2以
内、上限50万円(工事費20万円以
上)
④新規就農者支援事業（認定農業
者45歳～50歳未満　5年以上村内で
営農を継続する新規就農者）　年間
150万最長2年間

―

―
産業
建設課

0265-
35-
9056

http://ww
w.vill.
Nagano-
toyooka.lg.j
p/

8

3,4,6,8,9

― ―
0265-
39-
2001

http://ww
w.vill.ooshi
ka.nagano.j
p/

豊丘村

○新規就農者支援事業 ー

・里親研修支援金　　10万円×1人
（研修開始から３ヶ月後）
・就農支援金　　20万円×1人（就農
時支給）
・住宅支援金　　12万円（1万円×
12ヶ月×1人。村内アパートの家賃
から月額1万円を上限に補助する）
・フレッシュ農業者支援金　　里親研
修中2～３年目が対象。月額４万円
×1人を支援。
・営農事業支援金　上限30万円×1
人
営農の為の施設・機械整備、種苗購
入費等の費用に事業費の1/2を補
助する
 ・里親農家支援金　　20万円（里親
研修終了時に、里親に支給）

―

9

喬木村 ○新規就農者支援 ー

①対象経費
　里親研修2年目の研修生とその里
親への研修支援
　・ 研修生へ月額　2万円、研修終
了時に　25万円、引き続き就農後1
年目の就農者について月額　2万円
　・里親へ研修終了時に　20万円、
　＊研修とは、県の認定した里親研
修制度をいう。研修終了後、村内に
居住し村内の農地を耕作すること。
②農地及び空家（住居）の斡旋
③営農（技術・経営）相談
④新規就農者住宅支援
　・新規就農者が村内の住宅を賃貸
借する場合の経費助成
　　月額　１０，０００円　　研修中の2
年間と研修終了後の1年間
　＊認定就農者の資格を有し、研修
修了後、村内に定住し、村内の農地
を耕作すること。賃料が月額3万円
以上の住宅であること。

― ―
産業
振興課

0265-
33-
5126

http://ww
w.vill.takagi
.nagano.jp/

泰阜村

0260-
26-
2111

1,3,8

http://vill.y
asuoka.nag
ano.jp/

8

○農業振興資金
0260-26-
2111

http://vill.y
asuoka.nag
ano.jp/

○Ｉターン・Ｕターン助成事業　(年齢上限
45歳)

ー

①住宅新増改築補助金
 　　定額８０万円、Ｉ・Ｕターンして建
設する場合100万円
  ②住宅用地取得補助金
 　　取得価額の100分の30以内、限
度額100万円

― ― 振興課

ー

①貸付対象者：村内在住で10ｱーﾙ
の農地について耕作している者。
農業者の組織する団体。
　　②貸付対象事業：生産基盤確立
事業、村・農協政策普及推進事業、
特認事業
　 ③貸付条件：最低貸付額　10万
円、
貸付限度額　一般(個人)200万円以
内、一般(団体)・特認300万円以内

― ― 振興課
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― 農林課
0269-62-
3111

8

― 4,5

― 農林課
0269-62-
3111

―

飯山市

○飯山市農業後継者等総合支援事業

・個人就農支援
　就農から5年以内で、認定就農者又
は一定の研修を修了（見込みも含む）
した者のうち、一定の条件を満たす者

・法人等研修支援及び法人等雇用定
着支援
　一定の要件を満たした法人が、一定
の要件を満たす従業員を新たに雇用
し、市長が認めた研修の修了又は資
格の取得等をさせた場合

・個人就農支援
　農業用資産・資材等の購入及び修
繕費用・農業に関する研修費用・居
住に要する経費の一部の3/4以内
(限度額50万円)を最長3年間補助
　
・法人等研修支援及び法人等雇用
定着支援
　賃金相当分（限度額50万円）を最
長3年間補助

―

○飯山市農村定住支援住宅事業 飯山市内で、主に農業に従事する者
初段階（おおむね2年間）に安価（家
賃：月2万円（諸経費別））な住宅を
提供

―

― ― ― ― 9
須坂市

【JA 須 高】
― ―

○新規就農者祝い金：  １人当たり１
万円の出資証書を支給する

―

若干名
㈲農地ホ
スピタル
朝日

0263-99-
3072

― 2,7,8,9朝日村 ○新規就農者研修受入事業 おおむね４５歳までの就農希望者

・露地野菜栽培技術の習得のため
の研修生の受入支援(45歳まで､最
大５名)
  ・研修終了後は農地､資金等の相
談に応じる

１１月～２
月

4
産業振興
課

0263-98-
5664

― 4山形村 ○新規就農者支援事業 ―

就農支援金 30万円（H25～）
【対象者】
・就農時の年齢が45歳未満で青年
就農給付金の対象にならない者
・平成25年度に就農した者（平成24
年度以前に就農した者は対象外）
・村内に居住する者(他の市村に居
住し、山形村に出作している者は対
象外）

随時

― 産業課
0263
-67-
2002

― 7筑北村 ○農地流動化奨励金

・村内に住所を有すること
・農地取得後の耕作面積が40a以上
になること
（野菜、花卉の栽培の場合は20a以
上）
・村内の農家との農地の貸し借り
・農業振興地域内の農用地であること
・3年以上の利用権の設定した農地で
１回限り

【交付額】
借り手農家に対して
３年以上６年未満 　　5,000円/10a
６年以上10年未満　 10,000円/10a
10年以上　　　　　    15,000円/10a

随時

http://ww
w.ja―
mis.iijan.or.j
p/

1,9

木 曽 町
開田高原 ― ―

 ○就農トレーニングハウスの設置
による、新規就農希望者の農業研
修用住居の確保及び新規就農希望
者に対する農業研修の実施（募集
人数1名）
 ○基盤整備済み優良農地の新規
就農者への貸付斡旋（農業委員会
と連携）
 ○農業研修コーディネーターの設
置
 ○研修ほ場の確保

― ― ― ―

飯田市
【ＪＡみなみ

信州】

― 1,2,9

0265-
52-
6644

http://ww
w.ja―
mis.iijan.or.j
p/

9

企画課
0265-52-
6644

○新規就農支援金

　 農家後継者及び新規参入就農者。
ただし50歳以下。正組合員である者。
新規就農登録者。
　生産部会に属し、当組合に全量出
荷している者。当組合に就農者本人
名義の口座を開設。

・支援期間：購買品は就農した時よ
り１年期間分。
・対象購買品：ＪＡから購入した購買
品（種苗、肥料、農薬等）。ただし、
農業機械は3万円未満。
　 総額に対し2/3を対象限度として
就農支援金を交付。
・支援限度額：新規参入就農者、後
継就農者とも一律10万円以内。

― ― 企画課

○新規就農者支援農家の設置 ―
新規就農者の相談機能として支援
する農家を設置し、農家に支援金3
万円/年を助成する。

― ―
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市町村名 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

下田市 就農相談 条件は特にない。

就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農業委員会とともに支
援を行っている。
また、国の補助金制度等の活用も
行っている。

相談は随
時受け付
け

―
産業振興
課

0558-22-
3914

sangyou@ci
ty.shimoda.
shizuoka.jp

1

東伊豆町 就農相談 東伊豆町内に就農を希望される方
窓口において新規就農者希望者に
対する相談を行う。

随時 -
建設産業
課

0557-95-
6305

nousui@tow
n.higashiizu
.shizuoka.jp

1

河津町 就農相談 河津町内に就農を希望する方
就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農業委員会とともに支
援を行う。

相談は随
時受け付
け

―
産業振興
課

0558‐34‐
1946

http://www
.town.kawa
zu.shizuoka
.jp

1

南伊豆町 就農相談 南伊豆町内に就農を希望する方
就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農林事務所等とともに
支援を行う。

随時 ―
産業観光
課

0558-62-
6300

― 1

松崎町農業後継者対策奨励金

新規参入者もしくは後継者で以下の
条件を全て満たす者
○町内に居住し、住所を有する者
○町内で新規に農業従事し、将来
にわたり町内で農業経営を行うと認
められる者
○年間農業従事日数が200日以上
見込まれ、申請時に50歳以下の者
○町税等の滞納がない者
○奨励金交付終了後、引き続き5年
以上就農しなければならない
○奨励金交付決定後、夫婦で従事
する場合は、速やかに家族経営協
定を締結しなければならない

町内において新規に農業従事する
者（新規参入者）及び町内で現に農
業経営を行っている親等と同一の経
営部門に、新規に農業に従事する
者（後継者）に対し、奨励金を交付
○交付額
・新規参入者
単身者…480,000円
夫婦で従事…840,000円
・後継者
単身者…240,000円
夫婦で従事…420,000円

松崎町農地活用条件整備対策事業

以下の条件を満たすこと
○新規就農者（50歳以下）
○町内に居住し、住所を有する者
○町税等の滞納がない者
○耕作面積10a以上に使用する機
械であること

新規就農者（50歳以下）の機械器具
購入に要する経費を1/2以内（限度
額300千円）で助成
※その他、畦の撤去等に係る委託
経費等は新規就農者に限らず、1/2
以内（限度額300千円）で助成

西伊豆町 就農相談 西伊豆町内に就農を希望する方
就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農林事務所等とともに
支援を行う。

― ―
産業建設
課

0558-52-
1115

― 1

御殿場市 就農相談 御殿場市内に就農を希望する方

農業相談員を配置し、課窓口におい
て新規就農希望者対し、就農、支援
制度、農地貸付等の相談に随時対
応している。

― ― 農政課
0550-82-
4620

― 1.7

富士市 就農相談 なし

就農希望者の相談に随時対応。
必要に応じて、富士市農業委員会
や富士農林事務所、富士市農協と
連携して、技術習得のための研修
や農地の斡旋等の支援を行ってい
る。

随時 ― 農政課
0545-55-
2781

nousei@div.
city.fuji.shiz
uoka.jp

1.7

アグリチャレンジパーク蒲原新規就農者
支援

・就農を希望する原則43歳未満の
個人（将来的に農業を生業として検
討している方）
・就農を希望する原則63歳未満の
個人（例：定年退職後に就農を検討
している方）

就農を希望している方へ、静岡市が
所有する研修ほ場を有料で貸出し、
栽培講習会、栽培相談、経営講習
会等を行い就農に向けてサポートす
る。

今期募集
終了
次期募集
未定

研修ほ場
の空き状
況による

2

静岡市担い手経営基盤強化事業補助金

新規就農者（次の要件の全てを満
たす者）
・申請年度の3月31日現在における
年齢が満65歳未満であること
・主に農業を営む者又はその後継
者であって、補助金の交付決定日に
おいて就農から5年以内の期間であ
る者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
静岡市内に居住していること

経営基盤の強化を促進するための
次の各事業において対象となる施
設又は機器を設置、又は購入する
経費への補助
○生産管理施設導入事業
○先進的技術導入事業
○加工貯蔵施設導入事業
○先端的技術実証事業
【補助率】３分の１以内、80万円上限

― ― 4

島田市 就農相談 条件は特にない。

就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農業委員会とともに支
援を行っている。
また、国の補助金制度等の活用も
行っている。

相談は随
時受け付
け

― 農林課
0547-36-
7168

nourin@city
.shimada.sh
izuoka.jp

1

静岡県

松崎町 ―

静岡市

―
産業建設
課

0558-42-
3965

www.tow
n.matsuz
aki.shizu
oka.jp

4

農業政策
課
農業支援
係

054-354-
2085

http://www
.city.shizuo
ka.jp
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市町村名 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

焼津市新規就農者サポート事業補助金
（農業施設等補助事業・農地等確保支援
事業・住居借入支援事業）

補助対象者
【共通】
専ら農業で生計を維持することを目
的に、市内に新規就農した45歳未
満の就農後３年以内の農業経営者
で、焼津市長から就農計画の認定
を受けたもの又は認定が確実と認
められるもの。ただし、国、県その他
の団体の補助金又は本市の他の補
助金の交付を受けるものは、補助対
象としない
＊ただし書きについては、事業の意
図・種類が重複していなければよい

【特例】
平成27年度中に要綱に基づく補助
金交付決定前に下記に該当する事
業を実施した農業経営者も補助の
対象とする

補助対象経費・補助率
【農業施設等補助事業】
・自らの就農計画実現のために必要
な農業用施設、設備、資材等の整
備費
・整備費の２分の１以内とし、年
100,000円を限度とする

【農地等確保支援事業】
・就農に際し、農地法若しくは農業
経営基盤強化法に基づき借地する
農地の賃借料
・賃借料の２分の１以内とし、年
100,000円を限度とする

【住居借入支援事業】
・就農のために市内に賃借した住居
に係る家賃
・家賃の２分の１以内とし、年
100,000円を限度とする

4,7,8

就農相談 焼津市内に就農を希望する方。
各種制度の照会
農地情報の提供

1.7

藤枝市 農業ワンストップ支援窓口 藤枝市内に就農を希望する方。
農業相談員を配置し、課窓口におい
て新規就農希望者に対する相談を
行う。

随時 ―
産業振興
部　農林
課

０５４-６４
３-３２６６
（直通）

http://city.
fujieda.shiz
uoka.jp

1

牧之原市 就農相談 牧之原市内に就農を希望する方。
各種制度の照会
農地情報の提供

― ―
お茶特産
課

0548-53-
2621

sangyo@cit
y.makinoha
ra.shizuoka.
jp

1.7

吉田町 就農相談 特になし
新規就農者へ農地利用集積円滑化
事業等を活用して農用地を斡旋す
ると共に農地情報を提供。

― ―
産業課
（農政部
門）

0548-33-
2121

sangyou@t
own.yoshid
a.shizuoka.j
p

1.7

川根本町 就農相談 特になし
各種制度の照会
農地情報の提供

― ― 産業課
0547-56-
2226

sangyou@t
own.kawan
ehon.lg.jp

1.7

磐田市 農業経営者育成事業

研修開始時の年齢が概ね40歳以下
の方で以下の条件を全て満たす方
①独立･自営タイプ（将来の独立・自
営就農に向けて研修を受ける方）
・研修終了後、1年以内に市内で就
農・営農再開する方
・市税を滞納していない方
②雇用派遣タイプ（法人等が雇用す
る又は雇用する見込みの方）
・市内に事務所等を有する法人又は
市内に住所を有する農業者に雇用
されている方（雇用見込みの方を含
む）
・市税を滞納していない方（雇用主を
含む）

研修機関で働きながら、栽培技術だ
けでなく、経営ノウハウ、営業スキル
を習得する。研修期間は1年を基本
として最長2年とする。
参加費（自己負担）
独立・自営タイプ　10,000円（月あた
り）
雇用派遣タイプ　30,000円（月あた
り）

平成27年
11月30日
（月）締切
予定

予定定員
2名（書類
審査、面
接審査に
よる）

農林水産
課　農林
水産振興
グループ

0538-37-
4813

http://www
.city.iwata.s
hizuoka.jp/

2

袋井市
農業振興推進事業費補助金
（新規・青年農業者等機械整備事業）

【対象者】
申請年度の４月１日現在、45歳未満
で就農後３年以下の独立・自営就農
者

補助対象経費の10分の１と150,000
円を比較していずれか少ない額 随時

予算の範
囲内

農政課
0538-44-
3133

http://www
.city.fukuroi
.shizuoka.jp

4

御前崎市新規就農者支援事業補助金

県のがんばる新農業人支援事業の
研修期間を修了した研修生で、研修
終了後、市内に就農が確実な者。実
践研修（6カ月）を受講できる者。（青
年就農給付金受給者は対象外）

6ヶ月間
研修者に対し生活費等として月額5
万円

9

御前崎市新規就農者支援家賃補助金

市の新規就農者支援事業の研修を
終了した者で、市内の借家、賃貸マ
ンション、アパート等に3ヶ月以上居
住し、家賃が月額2万円以上である
こと。（青年就農給付金受給者は対
象外）

研修終了後1年間
家賃の1/2以内の額とし、月額2万
円を上限とする

8

浜松市 合同就農相談会 浜松市に新規就農を希望する方

浜松市、静岡県西部農林事務所、Ｊ
Ａとぴあ浜松等の新規就農を支援
する担当者が集まり、毎月第２水曜
日と木曜日に相談会を開催する。
（木曜日はＪＡとぴあ浜松に関係す
る就農者、水曜日はそれ以外の就
農者に対する相談会）
新規就農希望者が就農するために
必要な技術の習得、農地や労働力
の確保、資金の準備などへの助言
から、就農計画の作成支援までを行
う。

新規就農
担当にお
問い合わ
せ下さ
い。

最大５人
／回

農業振興
課　担い
手支援グ
ル―プ

053-457-
2331

http://www
.city.hama
matsu.shiz
uoka.jp/

1.7

湖西市 就農相談 湖西市に新規就農を希望する方

就農についての相談を随時行い、
必要に応じて農業委員会、農協、静
岡県西部農林事務所等と連携し支
援を行っている。

相談は随
時受け付
け

―
農林水産
課

053-576-
1216

nourin@city
.kosai.shizu
oka.jp

1

http://www
.city.omaez
aki.shizuok
a.jp/

焼津市 随時募集
予算の範
囲内

焼津市水
産経済部
農政課農
業振興担
当

054-626-
2157

http://www
.city.yaizu.l
g.jp/index.h
tml

御前崎市 - -
農林水産
課

0537-85-
1125
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