
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

制限無し 1

農業振興
課

0748-65-
0711

―

1

農業振興
課

制限無し

甲賀市

定年就農支援事業 定年後に就農を希望する者 説明会、相談会の開催 随時

青年等就農相談事業 就農を希望する青年等 説明会、相談会の開催 随時

6

nousei@cit
y.nagaham
a.lg.jp

3,4,7,8

農政課

予算の範
囲内

農政課

0749-65-
6522

予算の範
囲内

長浜市

新規就農者支援事業（新規就農支援事
業）

５ヵ年の就農計画書を提出した者で、
次の要件を全て満たす者
ア　基準日（補助金の交付を受けようと
する年度の４月１日）において市内に住
所を有し、かつ市内で独立・自営就農
する者（経営継承者を含む。）で、独
立・自営就農時の年齢が５５歳未満で
あること。
イ　農業従事日数が年間１５０日以上
見込まれること。
ウ　農業経営開始日から５年以内であ
ること。
エ　補助金の交付申請時において、納
期限が到来している市税及び国民健
康保険料（税）に未納がないこと。

新規就農に係る必要な経費で次に掲
げる経費への助成
　（１）研修に係る経費（旅費、負担金、
教材費等）
　（２）生産に係る経費（小作料、農業用
資材、経理用備品等）
　（３）生活に係る経費（家賃）
補助率：対象経費の２分の１以内とし、
１人当たりの補助上限額は150万円（１
年度50万円を上限）で、助成期間は３
年を限度とする。
ただし、経営開始型青年就農給付金に
係る計画承認を受けている者の補助
上限額は、次に定めるとおりとする。
(１)３年度目の交付決定までに計画承
認を受けていない場合　150万円
(２)２年度目の交付決定までに計画承
認を受けていない場合　75万円又は１
年度目の交付額と２年度目の交付決
定額の合計額のどちらか高い方の額
(３)２年度目の交付決定までに計画承
認を受けている場合　75万円

随時

新規就農者支援事業（農業実践研修事
業）

市内に就農する者を受入れる認定
農業者

実践研修を中心に年間研修プログ
ラムを作成し、農業の基礎及び専
門的な技術を習得するために必要
な経費で次に掲げる経費への助成
　（１）研修会に係る経費
　（２）実践研修の実施に係る経費
　（３）実践研修農場の設置に係る
経費
補助率：１／２以内、上限２０万円
（助成期間は２年を限度）

随時

予算の範
囲内

3

新規就農希望者へのワンストップ相談窓
口の設置

市内で農業を開始される新規就農
者

専門的な知識を持った者が相談に
のり情報を集約し、一つの窓口で相
談できるように整備し新規就農希望
者の支えとなる体制を構築する。
（例）体験農場、支援者による研修
受け入れ
（例）空き農場、農園の紹介（中間
管理機構利用も含む）
（例）関係機関のチーム制による相
談体制の整備
（例）公的資金や借入金による支援
と指導
（例）地域社会のサポート体制の醸
成などの支援を予定している。

随時 -
農業水産
課

1

滋賀県

東近江市

次世代担い手確保・育成支援事業(独立
新規就農型)

市内認定就農者

１. 新規就農者が設置するハウス等
に対する補助金
２. 空きハウス等の有効利用に関す
る補助
３. ６次産業化に必要な商品開発支
援

随時
農業水産
課

0748-24-
5561

noshin@cit
y.higashio
mi.shiga.jp

4

次世代担い手確保・育成支援事業(集落
営農リーダ育成型）

市内認定就農者

1.農業生産法人が担い手を雇用す
るために必要な経費に対する補助
2.若者雇用を促進するための取り
組みに対する支援 （説明会・研修
会等）

随時
予算の範
囲内

農業水産
課
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農業政策
課

0740-25-
8511

http://ww
w.city.taka
shima.lg.jp

2,4,6適宜

予算の範
囲内

米原市農
政課

0749-58-
2228

http://ww
w.city.maib
ara.lg.jp

予算の範
囲内

3,4,7,8

米原市農
政課

3,4,5,6

高島市 新規就農者研修支援事業

農業技術等の習得のため、新規就
農者が市内の農家等で受ける研修
を支援する。

助成対象者
①(研修生)
(1)　新規就農(雇用就農を含む。)希
望者で、農業経営を開始していない
こと。
(2)　研修開始時に15歳以上(義務教
育過程にある者を除く。)45歳未満で
あること。
(3)　研修終了後は、3年以上市内で
居住および就農する意向があること

②(研修生受入農家等)
(1)　市内の認定農業者
(2)　市内の農業法人

助成内容
①（研修生への支援）
農業研修に要する図書教材費、農
業資材費、研修中の生活費等に対
し研修生1人当たり月額100,000円
以内を助成

②(研修生受入農家等への支援)
農業研修に要する研修生の指導等
に要する経費に対し研修生1人当た
り月額20,000円以内を助成

特に定め
なし

米原市

新規就農者等支援費補助金

・市内に居住し、市内で農業経営の
基盤を取得し、農業経営を始めよう
とする18歳以上55歳未満の者（区
分：新規就農志向者、新規就農者、
独立就農者）
・認定農業者、認定就農者または市
の新規就農者等の認定を受けた者
・就農時における農業従事日数が
年間150日以上見込まれること
・米原市の基本構想に掲げられた
目標に向けて、就農後５年以上農
業経営を行うことが見込まれること

［補助金額］
月額３万円×36か月（１人１回限り）

［補助対象経費］
進学経費、研修に係る経費、就農
の準備および生産に係る経費、農
用地・農業用施設及び農業機械等
の取得および賃借に係る経費、そ
の他農業経営の確立および改善に
必要な経費

随時

新規就農希望者受入支援事業補助金

○新規就農希望者
・市内で新規就農を希望する者で、
農業経営を開始していない者
・研修開始時に18歳以上45歳未満
である者
・新規就農者等支援費補助金およ
び青年就農給付金の交付を受けて
いないこと
○農業法人等
・年間150日以上農業を営むもので
あって、市内の農業法人、市内の特
定農業団体、市内で10年意表農業
経営を行い、市長が特に認めた団
体
・事前に、研修受入事業に係る研修
メニュー計画書を市長に提出し、適
当であると認められた農業法人等

○研修受入事業
１　研修メニュー取組事業
[補助金額]
１メニュー当たり５万円以内（定額）
[補助対象経費]
研修生に対して技術・経営ノウハウ
等を習得させるために行う研修経
費、農業研修に要する謝金、図書
教材費、農業資材費等で市長が適
当と認めるもの

２　研修生受入事業
[補助金額]
研修生１人当たり日額6,500円
[補助対象経費]
農業研修に要する研修生の日当

○新規雇用事業
[補助金額]
月額15万円以内×36か月以内
[補助対象経費]
新規就農者の人件費として、当該
雇用者の賃金のほか、直接雇用者
に支払う諸手当等市長が適当と認
めるもの

随時
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京都府

京都市
新規就農総合支援事業
（新規就農サポーター設置）

新規就農者
及び新規就農希望者

新規就農者の就農後の定着を図る
ため，就農地域で後見人として支援
するとともに，技術的支援も行うアド
バイザーを設置する。

－
（京都市か
ら委嘱）

－
（委嘱人
数を毎年
適宜決

定）

農政企画
課

075-222-
3351

－ 1,2

宇治市

新規就農者定着促進事業
【新規就農者研修支援事業】

○新規就農希望者で、農業経営を
開始していないこと
○研修開始時の年齢が原則45歳以
下であること
○市の認定を受けた受入農家で研
修を受けること
○研修終了後は5年以上市内で就
農及び居住する意思があること

○就農に必要な研修に要する経費
に対して補助する
　・補助額（上限）300,000円
　・補助率　2/3
　・補助対象期間　2年以内

随時

新規就農者定着促進事業
【研修指導推進支援事業】

○市内在住の農業者で研修機関と
して市の認定を受けていること

○市の認定を受けた受入農家が、
新規就農希望者を受入れ実施する
実践的な研修に対して支援する
　・補助額　2.5万円/月
　・補助対象期間　2年以内

随時

予算の範
囲内

市民環境
部農林茶
業課

0774-20-
8723

－ 3

予算の範
囲内

市民環境
部農林茶
業課

0774-20-
8723

－ 6

城陽市ま
ちづくり
活性部農
政課

0774-56-
4005

－ 3

京田辺市
京田辺市単独農業振興事業補助金「ナ
ス農家育成事業」

現にナスを作付けしていない65歳以
下の認定農業者若しくは認定に必
要な要件を満たしている者又は京都
やましろ農業協同組合京田辺市茄
子園芸部会主催の塾生及びその修
了生が、新規に5アール以上京都や
ましろ農業協同組合が作成する栽
培ごよみに基づいてナスを栽培し、
共同出荷し、及び農産物価格安定
対策に加入した場合。ただし、1農家
世帯1人限りとし、3年間上記の条件
を継続してナスを作付けすること。

(1)　農機具の購入に対する補助
1件5万円以上の動力噴霧器及び管
理機購入費の1／2以内とし、合計
25万円を上限とする。(作付け初年
度に購入したものに限る。)
(2)　作付面積に応じた補助
初年度については、作付面積1アー
ルあたり2万5千円とし、50万円を上
限とする。2年目及び3年目について
は、作付面積1アールあたり1万円と
し、20万円を上限とする。作付面積
20アール以下の範囲において前年
度から増加した面積については、1
アールあたり1万5千円を増額する。
いずれの面積も1アール未満の端
数を切り捨てる。

随時
予算の範
囲内

城陽市 若い農業者就農促進事業

〇目的
あれゆる点で厳しい環境の中にある
農業を守り育てていくため、実践的
で高度な経営能力・技術を有する優
れた若い農業後継者を育成確保す
る。
〇事業実施主体
市内農家組合
〇後継者の選定
後継者の選定に当っては、事業開
始の時点で次の要件を満たすもの
を選定する。
（１）年齢が概ね３５歳以下（Uターン
は概ね４０歳以下）であること。
（２）新規就農者であること
（３）将来的に専業農家として経営の
自立が図られると見込まれる者
（４）事業実施地域集落で選定され
かつ城陽市地域担い手育成総合支
援協議会で選定された者であること

〇事業の実施期間,２年間とする。
〇実践研修農場の設置
実践研修農場については、事業実
施地域内において、土地利用型作
物については概ね５０a、集約作物
については概ね2000千円以上の収
益が見込まれる規模で設置し、専
任講師の濃密的な指導のもとに後
継者の実践研修を行う。
〇事業の内容
集落で選定した後継者を対象とし、
専任講師を中心に技術・経営等に
ついて実践研修を行い、優れた担
い手又はオペレーターとして育成す
る。
〇事業助成
事業費の２分の１以内を補助、最高
４０万円）

随時

経済環境
部農政課

0774-63-
1122（代
表）

http://www.k
yotanabe.jp/

4

201

http://www.kyotanabe.jp/
http://www.kyotanabe.jp/
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亀岡市 農の担い手新規就農支援事業

【支援対象者】
（１）「京の農林水産業」未来を担う
人づくり推進事業の「就農サポー
ター」として認められた者
（２）農業経営基盤強化促進法（昭和
55年法律第65号）第12条に規定す
る農業経営改善計画について認定
を受けた者及び農事組合法人等

【支援要件】
　支援対象者が、亀岡市の地域農
業の担い手となることを目指す新規
就農希望者（新たに農業を始めよう
とする者、新たな生産部門に取組も
うとする農家子弟等）に農業の生産
及び経営技術の習得等を研修・指
導するために要する経費の一部を
助成する

【助成対象経費】
１　機械借上費（トラクタ、コンバイ
ン、管理機、動噴などの農業用機
械）
２　ハウス借上費（パイプハウス）
３　農地借上費（法的手続きに基づ
く農地）
４　その他研修・指導をするために
必要不可欠な経費

【補助率】
研修・指導するために要する経費の
２分の１以内

【助成限度額】
２５０，０００円

－ －
産業観光
部農林振
興課

0771-25-
5036

http://www.c
ity.kameoka.k
yoto.jp/ninait
e/sangyo/no
gyo/kee/shu
noshien.html

6

木津川市 木津川市地域農業担い手支援事業
木津川市地域農業担い手認定制度
実施要領に基づき認定された地域
農業担い手認定農業者等

種別（補助事業名）
 補助金交付基準
 備考
 
交付条件
 補助率
 
(１)　認定農業者等利用施設整備事業
 認定農業者等が、利用するため農業用
施設を新設又は改良等する場合
 事業費の１／10以内。ただし、補助金
の上限を１人当たり20万円とする。
 事業費が10万円以上
 
(２)　認定農業者等利用機械整備事業
 認定農業者等が、利用するため農業用
機械を導入又は改良等する場合
 事業費の１／10以内。ただし、補助金
の上限を１人当たり20万円とする。
 事業費が10万円以上
 
(３)　認定農業者等研修事業
 認定農業者等が、農業経営の改善を
図るために研修等を行う場合
 事業費の１／10以内。ただし、補助金
の上限を１人当たり５万円とする。
 
(４)　特認事業
 上記事業のほか、特に市長が必要と認
めた事業
 市長が認めた範囲
 

通年
予算の範
囲内

農政課
0774-75-
1220

－ 3,4,9

南山城村 仲田明育英資金交付基金

【対象者】
（１）農林業の後継者（担い手）とし
て、農林業に関連する分野の高等
学校、専門学校又は大学に就業し
た者。
（２）村内において、農林業の新規就
労を計画している者。

【交付金額】
・１人につき年額100,000円（定額）
　※申請者一人につき２年間を限度
とする。

随時

予算の範
囲内（基
金残額の
範囲内）

産業生活
課

0743-93-
0105

http://www.v
ill.minamiyam
ashiro.lg.jp/

9

京丹波町 京丹波町農業後継者育成対策補助金

町内に住所を有し、農業に取組む意
欲がある新規就農者及び農業後継
者であって、就農計画又は経営開始
計画（青年就農給付金）の承認を受
けた者。

施設・機械整備等に係る経費補助
○補助率１／２以内
○補助金の上限３００万円以内

随時 －
農林振興
課農林振
興係

0771-82-
3808

－ 9

舞鶴市

集落営農組織等担い手育成支援事業

集落営農組織、農作業受託組織、
又はこれに準じる組織
認定農業者
認定新規就農者
京力農場プランの中核的担い手に
位置付けられている者

農業経営の規模拡大・経営改善・
新規作物の導入等を検討するため
に先進農家への視察、研修会・講
習会の受講にかかる経費の一部を
補助

12月25日
まで

－

舞鶴市農村集落空き家バンク制度

舞鶴市内の農村集落に存する空き
家（空き家となる予定のものを含む）
に関する登録及び新規就農、農村
回帰等を目的として空き家の利用を
希望する者

対象者に有用な情報をあっせんす
る。
農村集落の空き家を提供すること
によって、地域の担い手を養成する
ことにつながる。
農村地域において就農を考えてい
る者への住宅取得支援となる。

－ －
0773-66-
1023

－ 8

農林課
0773-66-
1023

－ 3

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

豊中市 自治体連携による就労促進事業 農業に興味のある方

作物栽培、田植え、収穫、農業経営
について等。
研修期間：1週間～1ヶ月
(座学) 事業受託者施設
(実技) 高知県内（土佐町）農家

「参加費と宿泊費」は無料、「往復交
通費や食料、保険等」は自己負担
研修後、事業受託者より就農支援
制度有り

要問い合
わせ

50名程度

豊中市市
民協働部
くらし支援
課

06-6858-
6861

http://ww
w.fpi-
group.jp/o
musubi-z/

1,2

枚方市 都市農業ひらかた道場
・主に高等学校以上の教育課程を
修了した者(卒業見込みも含む)
・就農希望者

・技術力養成(農作物の種類と収穫
期、肥料と微生物の役割・防除、体
業体系、農業機械等)
・経営力養成(日本の農業の現状、
法律と税制度、経営について等)
・人間力養成(都市農業の課題と可
能性等)
・女性の能力を活かすための教育
(男女協同参画による農商工の連携
等)

研修期間：2年間

原則年1
回

定員5名
枚方市地
域振興部
農政課

050-
7102-
3211(直
通)

http://ww
w.city.hirak
ata.osaka.j
p/soshiki/
nosei/

2

河内長野市 農業研修講座
将来農業に就くことを考えている市
内在住者

農業に関する基礎知識と栽培管理
技術の習得(講義と実習)
研修期間：5月上旬から12月上旬
(原則水曜日、月1～2回程度開催)

5月上旬
から12月
上旬

7名

河内長野
市農業経
済部農林
課農政係

0721-53-
1111

http://ww
w.city.kawa
chinagano.l
g.jp/kakuk
a/sangyou
keizai/nou
rin/index.h
tml

2

羽曳野市
羽曳野市ぶどう就農促進
協議会

・ぶどうの新規就農希望者
・協議会役員と面談し、認められた
者
・駒ヶ谷地区で営農を目指す意思が
あること
・概ね35歳以下の者

農の匠のもとでぶどう栽培
研修期間：2年間

原則平成
27年3月
31日まで
※受入可
能の場
合、随時
受け付け

定員の定
めなし
(年1名程
度)

羽曳野市
産業振興
課
農政・耕
地担当

072-958-
1111

http://ww
w.city.habi
kino.lg.jp/1
0kakuka/1
1sangyoshi
nkou/

2

大阪狭山市 営農指導事業 大阪狭山市民
営農指導者会による野菜栽培研修
研修期間：夏・秋物野菜の栽培講
習会を年2回実施

4月と9月

定員40名
（定員なり
次第
終了）

市民部農
政商工グ
ループ

072-366-
0011

http://ww
w.city.osak
asayama.o
saka.jp/

2

太子町 太子町ぶどう塾
研修終了後、太子町内のぶどう農
家へ援農ボランティアとして活動で
きる方

ぶどう栽培(デラウェア)の基礎知識
講座と実習
研修期間：平成27年4月～平成28
年3月
(15回程度)

平成27年
3月下旬
頃

平成27年
は30名
(年によっ
て変動あ
り)

太子町地
域整備G
ぶどう塾
担当

0721-98-
5523

http://ww
w.town.tais
hi.osaka.jp
/busyo/chi
ikiseibi_s/c
hiikiseibi_g
/news/138
328178596
9.html

2

新規就農者支援相談窓口 本市で本格的に就農を目指す者
農業技術指導に実績のある相談員
が、関係機関と協力・連携のもと、
就農にいたるまで段階的に支援

随時 適宜
農水産課
指導育成
係

072-228-
6971

http://ww
w.city.saka
i.lg.jp/shise
i/gaiyo/an
nai/gyosei
kiko/sangy
o/nosei/su
isan.html

1

堺ファーマー支援事業補助金（新規就農
者支援事業）

（１）新たに農業の経営を開始して
から３年以内の者
（２）新たに農業の経営を開始しよう
とする者

（１）就農するために必要な以下の
機械、施設（付帯設備を含む。）の
整備
・農業用機械
・農産物の生産、加工、貯蔵、調
製、販売に必要な施設
・ビニールハウス（付帯設備を含
む。）を設置するために必要な資材
・不法投棄、盗難防止に必要な設
備
（２）耕作を開始するために必要な
以下の工事または委託業務
・障害物の撤去処分
・土壌改良
・用水及び排水の改善

随時
予算の範
囲内

農水産課
指導育成
係

072-228-
6971

http://ww
w.city.saka
i.lg.jp/shise
i/gaiyo/an
nai/gyosei
kiko/sangy
o/nosei/su
isan.html

4

大阪府

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

岸和田市
岸和田市農業研修講座
(生き生き農業応援団）

農業に興味がある、または農業を
やってみたい都市住民

露地での水なすの栽培・収穫
研修期間：3月～10月　週1回程度

2月末募
集

10名程度

岸和田市
農林水産
課農林水
産振興担
当

072-423-
9488

http://ww
w.city.kishi
wada.osak
a.jp/soshik
i/42/

2

和泉農業担い手育成新規就農研修

次の項目を全て満たしている方

・和泉市内で独立・自営就農を目指
しているまたは希望していること
・年齢が平成28年4月1日時点で原
則18歳以上45歳未満であること
・平成27年から3か年農業研修に参
加することが可能であること
・市内農家の研修場所まで通えるこ
と
・心身ともに健康であり、就農に対
する意欲が高いこと

○農業研修
市内先進農家(5名程度)の下、短期
間(1農家1週間前後)の日程で研修
を行う
10月から翌年2月の間で50日程度

○就農定着促進農業研修
(農業研修を終えて、審査で認めら
れた方のみ)
研修受入農家の下、2年後の自立
経営を目指した実践的な研修
2年間(平成28年4～6月を予定)

平成27年
8月3日～
8月21日<
必着>

3名(※選
考あり)

和泉市環
境産業部
農林課

0725-99-
81251(直
通)

http://ww
w.city.osak
a-
izumi.lg.jp/
kakukano/
sangyoubu
/nourinka/

2

和泉農業担い手塾
18歳以上でみかん栽培における援
農ボランティアとして活動できる方

みかん栽培の基礎知識講座と実習
研修期間：平成27年4月から平成28
年3月まで全13回

平成27年
4月から
平成28年
3月

20人
和泉市環
境産業部
農林課

0725-99-
81251(直
通)

http://ww
w.city.osak
a-
izumi.lg.jp/
kakukano/
sangyoubu
/nourinka/

2

泉南市
泉南農業塾塾生(営農技術習得作業従
事臨時職員)募集

塾卒業(臨時職員雇用終了)後、経
営農家として就農意欲のある方(昭
和47年4月2日以降に生まれた方を
優遇)

経営農家である講師指導のもとサト
イモ、枝豆、水なす、水稲等の作付
から出荷までの営農手法を習得

平成27年
5月1日～
5月15日

2名

泉南市市
民生活環
境部産業
観光課

072-483-
9974

http://ww
w.city.senn
an.osaka.jp
/syoukou/
nourinsuis
an/nougyo
ujuku/inde
x.htm

2,4

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

JA兵庫南 ハウス導入支援事業

この事業における支援は導入支援
金と導入資金の融資とする。 １
導入支援金
①支援額は、ハウス導入にかかる
費用（本体+工賃）税抜の１/３、ただ
し１農家１年度の支援額の上限は５
０万円。また、支援金総額は２０００
万円以内。
②支援期間は平成２６年６月１日か
ら平成２９年３月３１日までの約３年
間。（２０００万円に達した時はその
時点で締め切るものとする。）
③ハウスの購入先は原則ＪＡ兵庫
南とする。
④県等の補助金を使用した場合も
この支援金は利用できるものとす
る。
⑤ハウス導入支援金申込受理後、
妥当であると認めたとき認定通知を
発行する。
⑥支援金の請求についてはハウス
設置後、ハウス導入支援金請求書
に認定通知の写、支払証明（領収
証等）、設置ハウスの写真を添付し
ＪＡ兵庫南へ提出する。
⑦支援金の支払いについては請求
書の受理後、月末締めの翌月２５
日払いの予定とする。アグリマイ
ティー資金を利用される場合は融資
実行日とする。

－ －
経済部特
産販売課

079-496-
5787

－ 4

２　導入資金の融資
①資金名 　アグリマイティー資金
②保　証 　兵庫県農業信用基金協
会保証を付する。（保証料は０．３
５％、基金協会の定める基準によ
り、担保・保証人を徴求する場合が
あります。）

兵庫県

神戸市

里親支援事業 市内で就農を希望する者

指導力のある農業者を「里親」とし
て登録し、就農希望者に対して、技
術指導や農地・住宅等の情報を提
供してもらうことにより就農支援を行
う
期間：１年間

－ －
産業振興
局農政部
計画課

078-322-
5351

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

1,7,8

新規就農相談 市内で就農を希望する者
就農にあたっての各種相談
随時

－ －
産業振興
局農政部
計画課

078-322-
5351

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

1

（株）ジェ
イエイ
ファーム
六甲

営農経済
事業部

（株）ジェ
イエイ
ファーム
078-987-
3720

営農経済
078-981-
6871

－ １．２．３

加古川市 かこがわ育農塾
満18歳以上で、将来加古川市内で
就農を希望する者。

農業に関する基礎知識の習得、実
習施設や作業受託田畑等での実践
的な生産・栽培技術及び農業経営
技術習得のサポートを行う。

７月初旬
～９月中
旬頃

５名程度

JA兵庫六
甲

（株）ジェイ
エイファー

ム六甲

新規就農者支援
JA兵庫六甲管内での新規就農希
望者

農家から預かった約25haの農地を
活用し、キャベツ・レタス・スイート
コーン等の品目を栽培・出荷し、農
業技術や農業経営を学ぶ。
期間：最長3年
※雇用形態

平成28年
1～3月

7名

加古川市
委託先：
（株）
ふぁーみ
んサポー
ト東はり
ま

079-428-
0450

－ 2

１．２．３

①ふぁ～みんＳＨＯＰなどJA兵庫南
に積極的に出荷するJA兵庫南の組
合員
②ふぁ～みんＳＨＯＰなどJA兵庫南
に積極的に出荷する農業法人や集
落営農組合等の団体

稲美町 新規就農相談 町内で就農を希望するもの
就農にあたっての各種相談
随時

－ －
経済環境
部
産業課

079-492-
9141（直
通）

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

就農研修受入農業者支援

受入れ農業者
　認定農業者、農業経営士
　女性農業士、青年農業士
　農用地利用改善団体
　上記に準ずるもの

研修者１人につき月額５万円
  （研修者受入れ期間（最長３年）の
う ち、原則10日以上の研修を実施
した月とする。ただし対象となる上
記研修実施月は通算６月以上12月
以内とする。）

随時 － 農政課
0790（42）

8741

http://ww
w.city.kasa
i.hyogo.jp/i
ndex.html

6

西脇市 スイーツファクトリー支援事業

① 農業大学校等でイチゴ高設栽培
を受講するなど、一定の技術を習得
していること。
② 自己資金等の資金計画や就農
計画などから、確実な定住や就農
の意志があること
③ 18歳以上であり、市税等の滞納
がないこと。
④ 研修後、概ね10年程度イチゴ園
を営むことができる方

 受入れ農業者
 認定農業者、農業経営士女性農業
士、青年農業士、農用地利用改善
団体、上記に準ずるもの

兵庫方式高設イチゴ栽培用ハウス
による実践研修
○  既存農家及び普及センターの
指導による研修
○  720㎡の栽培用ハウス及び216
㎡育苗用ハウスでの実践研修  ２
年間
○  成果物は直売や観光での販売
にり研修生の収入となる。 ただし、
諸経費は研修生負担
○  農地取得支援
○  定住支援

H26～
H38

(14年間)
隔年募集

5/1～
5/31

２名
農林振興

課
0795-22-

3111

http://ww
w.city.nishi
waki.lg.jp/

2,7,8

加西市

  新規就農者支援
   （経営自立安定化支援事業）

  Ｉ ターン就農者又は市内非農家就
農者であって、市内での就農後３年
未満であること。
  ( ・本市に住民登録し、18歳以上
45歳未満の認定新規就農者又は研
修者
・ 就農した日から5年未満(市外含
む) で、引続き５年以上農業に従事
し、市内に居住し続ける意志がある
者 )

  ３年間助成
     １年目：15万円／月
     ２年目：10万円／月
     ３年目：  5万円／月

随時 － 農政課
0790（42）

8741

http://ww
w.city.kasa
i.hyogo.jp/i
ndex.html

  新規就農者支援
   （農地賃借料助成事業）

基盤強化法に基づき、６年以上の
利用権の設定により新たに農地を
借受けること ( ・本市に住民登録
し、18歳以上45歳未満の認定新規
就農者又は研修者  ・就農した日か
ら5年未満(市外含む)で、引続き５年
以上農業に従事し、 市内に居住し
続ける意志がある者 )

  賃借権設定額全額（上限１万円／
10ａ）
  ただし補助金額の上限は５万円/
年とし、３年を限度とする。

随時 － 農政課
0790（42）
8741

http://ww
w.city.kasa
i.hyogo.jp/i
ndex.html

4

  新規就農者支援
   （施設機械整備事業）

 農業用施設又は農業用機械の導
入により規模拡大又は効率的な農
業経営を目指すこと。 ( ・本市に住
民登録し、18歳以上45歳未満の認
定新規就農者又は研修者・就農し
た日から5年未満(市外含む)で、引
続き５年以上農業に従事し、 市内
に居住し続ける意志がある者 )

  農業用施設又は農業用機械の導
入に要する経費の１/２以内（上限
300万円）

随時 － 農政課
0790（42）
8741

http://ww
w.city.kasa
i.hyogo.jp/i
ndex.html

4

7

  新規就農者支援
   （住居費助成事業）

 賃貸契約により市内の民間賃貸住宅
に居住していること。 ( ・本市に住民登
録し、18歳以上45歳未満の認定新規
就農者又は研修者・就農した日から5
年未満(市外含む)で、引続き５年以上
農業に従事し、市内に居住し続ける意
志がある者 )

  12,000円以内/月（共益費や駐車
場使用料等を除いた額を上限とし、
３年を限度とする。）

随時 － 農政課
0790（42）
8741

http://ww
w.city.kasa
i.hyogo.jp/i
ndex.html

8
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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

2姫路市 ひめじ帰農塾（農業体験・研修事業） 農業に挑戦したい姫路市民の方

○講義部門
・初心者コース ： これから園芸をは
じめたい、はじめて間もない方を対
象に、園芸の基礎知識を習得して
いただく内容。（5月～12月まで全8
回）受講料2,000円
・経験者コース ：園芸をすでに行
なっているがさらに技術を磨きた
い、日々の疑問を解消したいという
方を対象に、将来の直売所出荷等
も想定した、より高度な内容。（5月
～12月まで全8回）受講料2,000円

○実習部門
・野菜コース ： 農業振興センター内
で、研修生1名あたり約30平方メート
ルの畑を使って、実践的な野菜栽
培技術を学びます。（4月～12月ま
で全35回程度）受講料30,000円
・果樹コース ： 農業振興センター内
の果樹園（約2,000平方メートル）で
栽培している果樹を使って、実践的
な果樹栽培技術を学びます。（5月
～2月まで全14回程度）受講料
8,000円
・花苗・鉢花コース ： 農業振興セン
ター内の花苗育成温室やハウス
で、実践的な花苗・鉢花栽培技術を
学びます。（5月～2月まで全15回程
度）受講料10,000円

～
2015/3/2
3まで
（H27年
度）
（※研修
実施年の
3月約1ヶ
月間）

○講義部
門：100名
（各コース
50名）

○実習部
門：30名
（各コース
10名）

姫路市農
業振興セ
ンター

079-263-
2220

http://ww
w.city.hime
ji.hyogo.jp/
s60/26322
20/_11308
/_11321/_1
8105.html
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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

若者就農サポート事業 農業大学校などの学生

○交流会の開催
・雇用や研修や受け入れを希望す
る農業者の意向調査や合同研修
会、意見交換会の開催

○インターンシップ
・市内の大規模農家や農業法人の
もとでの技術研修の実施

－

○交流
会：35名
程度

○イン
ターンシッ
プ：5名程
度

農政総務
課

079-221-
2496

－ 2

http://ww
w.ja-
hyogonishi.
com/

姫路市

新規就農促進事業（農業者育成研修事
業業務委託）

○認定農業者
雇用者に対して、農業への知識や
技術の習得のため、農業体験や農
業研修を実施

○委託事業
新規雇用(雇用費含む)及び研修費
用

－ －
農政総務
課

079-221-
2475

－ 3

通年 －
営農販売
課

0790-72-
2351

－

4

相生市
夢ある農村づくり推進事業
(新規就農者への支援）

相生市における新規就農者

就農初年度における機械等のリー
ス料、施設園芸用ビニールハウス
の整備費、及び農業技術習得のた
めの受講料に対して助成する。
　補助率1/3　（但し、補助限度額あ
り）

随時 －

農林水産
課
農林水産
係

0791－
23-7156

norin@city.
aioi.lg.jp

3・4

ＪＡ兵庫西 農業施設貸与事業への助成 農業施設貸与事業　取り組み者 事業費の補助残の10％助成

農業施設
貸与事業
募集期間
に準ずる

農業施設
貸与事業
募集人数
に準ずる

営農販売
部

0791-63-
5251

4

豊岡市

豊岡農業スクール開校事業

（支援対象者）
○研修開始日における満年齢が原
則４５歳以下であること
○市内在住者または転入者
○将来、市内での独立自営就農ま
たは雇用就農（親元就農を予定して
いる方にあっては、研修先が親元以
外の受入農家であればこれに該当
するものとする）を目指し、環境創造
型農業に取り組む意欲のあること

（研修条件）
○研修期間：１年間　但し更新によ
り最大３年間
○研修時間：週４０時間（１日８時間
×５日間）を基本
○その他：自己により所得税の確定
申告

○実施主体：豊岡市認定農業者協
議会へ委託
○給付金：（研修生）月額100,000円
／人を支給
（受入農家）月額25,000円／農家を
支給
○研修等：集合研修（座学）・現地
研修の実施
○その他：研修生の傷害保険は上
記協議会で加入

年度ごと
に募集期
間を設定

定員３名
農林水産
課　農政
係

0796-23-
1127

－ 2,3,6

豊岡市若手農家支援事業

（支援対象者）
○新規就農者(農業経営開始後５年
未満の者で、かつ、原則１８歳以上
４５歳以下の者)及び豊岡農業ス
クール卒業生

（条件）
○施設整備後３年間は導入した園
芸用ハウスにおける年間収支実績
を提出

○実施主体：豊岡市
○園芸用ハウスの整備に要する費
用の一部を支援。
対象経費：園芸用ハウス(耐用年数
１０年以上)の資材購入費及び施工
費。
予算の範囲内で対象経費の3/4以
内。

随時
予算の範
囲内

農林水産
課　農政
係

0796-23-
1127

－ 4

ハリマ農協
JAハリマ園芸施設用ビニールハウス助
成事業

管内組合員（生産者）
ハウス施設等資材はＪＡの供給する
ものを利用する。
生産販売に関わる資材はJAが指導
するものを利用する。
生産計画栽培についてはＪＡの指
導を受けるものとする。
園芸施共済に加入する。

ハウスの規模は最低面積100㎡以
上の簡易パイプハウスとし、年度内
の施設数は2棟までとする。但し、資
材費についてのみ助成し、工事費
は含まない。
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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

養父市 青年就農支援給付金

市、JA、県で構成する審査会で承
認を得て、且つ、次の条件に当ては
まる者が給付対象者となっている。

(1)　45歳未満で市内に定住し、就農
予定地区の平均以上の農業経営を
めざす者。
(2)　認定新規就農者であること。
(3)　人・農地プランの中心経営体に
位置付けられる見込みがある者。
(4)農業経営を開始して5年後までに
生計が成り立つ計画を立てられる
者。等

一人当たり月額10万円（夫婦15万
円）を最長1年間給付する。

－ －
農林振興
課

０７９－６
６４－１４
５１

http://ww
w.city.yabu
.hyogo.jp/4
025.htm

3,7

新規就農者等育成支援事業
公募により登録認定した事業者で、
市が別に登録認定した新規就農希
望者を雇用する事業者

新規に就農しようとする者を雇用し
た賃金の１/2　上限50,000円

－ 2
農業振興
課

0795-74-
1465

http://ww
w.city.tam
ba.hyogo.jp
/

5

－

5

朝来市 新規就農希望者研修費助成事業

新規就農者で以下の要件を全て満
たすこと。
(1)研修受講開始時の年齢が55歳
以下の者。
(2)就農地区において担い手農業者
として効率的かつ安定的な農業経
営を目指す意欲と能力のある者。
(3)農家以外の出身者で、農業生産
基盤を相続等により取得することが
見込めない者。
(4)研修終了後速やかに就農を予定
している者
(5)市、ＪＡ、県で構成する推進協議
会の推薦を受けた者

45歳以下の新規就農者
　1年目月額150,000円
　2年目月額100,000円
　3年目月額 50,000円
46歳以上55歳以下の新規就農者
　1年目月額 75,000円
　2年目月額 50,000円
　3年目月額 25,000円

随時 －
農林振興
課

079-672-
2774

nourin@cit
y.asago.hy
ogo.jp

3

豊岡市
新規就農総合支援事業
(就農支援対策事業)

国の農の雇用事業及び県の新規就
農離陸加速モデル推進事業を利用
した新規就農者で、環境創造型農
業に取り組む者に対し、２年目又は
３年目から５年目までの支援を行
う。

月額100,000円の補助 － －
農林水産
課　農政
係

0796-23-
1127

－

4,8,9

丹波市

認定新規就農者等育成支援事業
（新規就農者等育成支援事業認定者家
賃助成）

新規就農者等育成支援事業認定者

新たに戸建又は集合住宅を借りた
ときは、認定期間内において１２箇
月間に限り、家賃の一部を助成す
る。

－ 2
農業振興
課

0795-74-
1465

http://ww
w.city.tam
ba.hyogo.jp
/

9

篠山市 新規就農者支援事業 支援対象者：新規就農者

新規就農者の就農条件の改善を図
るため、就農準備及び経営開始段
階に支援することで円滑な就農に
繋げるもの。

①定住支援事業：家賃の１／２を３
年間支援
　　※上限額　１年目→３０千円／
月
　　　　　　　　　２年目→２５千円／月
　　　　　　　　　３年目→２０千円／月
②農地等施設整備事業：農地借上
料の１／２（上限15千円、初回限
り）、ビニールハウス新設又は借上
げ料の助成（上限108千円）
③集落営農参画事業：新規就農者
が集落営農に参画するとき（月額20
千円を3年間支援）

年度ごと
に募集期
間を設定

－
農都政策
課担い手
支援係

079-552-
1114
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

随時
予算の範
囲内

洲本市農
林水産部
農政課担
い手育成
係

0799-33-
1924

http://ww
w.city.sum
oto.lg.jp/co
ntents/20
140523160
450.html

6,7,8

南あわじ市

新規就農者育成総合支援事業
（技術向上支援事業）

南あわじ市に就農する認定新規就
農者

南あわじ市に就農する認定新規就
農者に経営栽培技術の向上に必要
な研修費用を助成(上限100千円)

随時 －
南あわじ
市農林水

産課

0799-43-
5223

http://ww
w.city.mina
miawaji.hy
ogo.jp/

3

新規就農者育成総合支援事業
（農地集積促進事業）

認定新規就農者または青年就農給
付金受給者へ農地を３年以上貸し
付ける者

認定新規就農者または青年就農給
付金受給者へ農地を３年以上貸し
付ける者へ20千円／10ａ（条件によ
り10千円、５千円／10ａ）を支給

随時 －
南あわじ
市農林水
産課

0799-43-
5223

http://ww
w.city.mina
miawaji.hy
ogo.jp/

7

洲本市 みらいの集落創造事業

・対象者：
島外からの新規青年就農者を受け
入れ、人・農地プランを作成する集
落

・要件：
【新規就農者の要件】
①国事業である「青年就農給付金」
の対象となること。
②島外からの就農者であり、市内に
住民登録すること。
③非農家であること。（Uターン可）

【集落の条件】
①農業経営開始に必要な条件（住
居・研修受け入れ農家・農地等）の
整備を行うこと。
②「人・農地プラン」の作成に当た
り、当該新規就農者を集落の中心
経営体として位置付ける

島外からの新規青年就農者を受け
入れ、人・農地プランを作成する集
落に対して定額50万円を助成

（住居、農地の斡旋や研修受け入
れ農家への謝金等にかかる経費を
集落に助成）

淡路市農
林振興課

0799-64-
2512

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

4淡路市 新規就農者経営基盤強化事業 新規就農者
新規就農者が導入する農業施設、
農業機械の導入に要する経費の１
／３以内を支援（500千円以内）

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

奈良県

生駒市 生駒市農地活用推進事業

生駒市において市長から認定を受
けた者又は当該年度中に認定の見
込みがある者で就農を開始して５年
を経過しない１５歳以上４５歳未満
の市内在住者

新たに購入する農業用機械及び施
設で、トラクター・トラック・コンバイ
ン・田植機・ハウス・作業小屋・選果
機・果樹棚の購入・設置に要する経
費に対する補助率５０％の補助金
制度。
※上限は５００,０００円かつ生涯１度
限りとする。

H27.6月1
日～
H30.5月
31日

数名
経済振興
課

0743-74-
1111

http://ww
w.city.ikom
a.lg.jp/kas
hitsu/0360
0/10/01.ht
ml

4

葛城市 新規就農・就業者への支援事業

・就農を希望し、受講後も農業を続
け、生産した農作物を道の駅直売
所で出荷を希望する者
・市内在住で２０歳以上概ね６５歳
以下の者
・開講期間中、塾に参加できる者
・市民税等の滞納がない者

新規就農者等に対し、就農塾を開
設し作付から販売までの一貫した
指導を実施する。

Ｈ27.6.1～
H27.6.30

5名 農林課
0745-48-
2811

http://ww
w.city.kats
uragi.nara.j
p/index.cf
m/16,2033
9,70,html

2

三宅町 新規就農経営補助金
青年就農給付金（経営開始型）の支
援対象者であり、三宅町に住所を有
する者

月額２万円を給付
※使途については検討中

随時
年間　１
名

地域活性
課

0745-44-
2001

― 4

御杖村 御杖村就農促進奨励金

村内に住所を有し就農後も引き続き
村内に住所を有する満50歳未満の
就農者を雇用した以下の条件を満
たす農業経営体（農業法人、農業者
等）。
※以下の条件
・対象就農者と期間の定めのない
雇用契約を締結すること。
・対象就農者が労働保険に加入す
ること。
・一週間の所定労働時間が20時間
以上の雇用が見込まれること。
・代表者又は構成員が対象就農者
と2等親以内の親族関係にないこ
と。
・市町村民税等に滞納がないこと。

対象就農者1名につき36月を限度と
して月額2万円を交付。

例年10月
月末

-
産業建設
課

0745-95-
2001

- 5

明日香村 アグリプログラム２０１５

・農業に関心のある方 （年齢不問）
・原則、全プログラムに参加できる
方
・プログラム中にアンケートや取材
に協力できる方

農業の基礎を学ぶ研修。
8月～12月の月１回程度開催。
土づくり、除草、肥料・農薬の使い
方、販売方法、会計、記録方法な
ど、実践と講義形式の２本立てで実
施。

H27.7.30
～
H27.8.16

20名

一般財団
法人明日
香村地域
振興公社

0744-54-
9200

http://ww
w.asukamu
ra.jp/pdf/a
guri.pdf

2

2

１０名
地域振興
課

0745-55-
1001

http://ww
w.town.kor
yo.nara.jp/i
ndex.php

広陵町 広陵町農業塾
広陵町内に在住で、農業で生計を
立てる覚悟、情熱のある方。年齢・
性別・経験不問。

1年目は月1回の座学（夜間）を中心
に実施し、農業で生計を立てるため
の基礎知識や技術を習得する。
2年目以降は県の研修制度と組み
合わせ、受講者のタイプに応じて個
別にカリキュラムを組む予定。

 ５月 １日
～ ５月
３０日
（H27年
度）

211

http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/03600/10/01.html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/16,20339,70,html
http://www.asukamura.jp/pdf/aguri.pdf
http://www.asukamura.jp/pdf/aguri.pdf
http://www.asukamura.jp/pdf/aguri.pdf
http://www.asukamura.jp/pdf/aguri.pdf
http://www.town.koryo.nara.jp/index.php
http://www.town.koryo.nara.jp/index.php
http://www.town.koryo.nara.jp/index.php
http://www.town.koryo.nara.jp/index.php


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

和歌山市 あぐり・チャレンジャー推進事業

・和歌山市に居住する者(学生は除
く)
・和歌山県等の農業施設研修の修
了者、または１年以上市民農園等で
栽培実績のある者、もしくは今後農
業委員会が指定する研修に参加し
修了する見込みのある者
・耕作に供すべき農地のすべてにつ
いて耕作できる者
・耕作に必要な農作業に常時従事
できる者
・利用権の設定を受ける農地を効率
的に耕作できる者

小規模な農地（おおむね100㎡～
1,000㎡）において、農業を始めるこ
とを前提に、農業体験を希望する者
を新規就農候補者として募集し、要
件を満たす者を、書類、面接等の審
査により、また農業経験のない者は
農業研修を受講後、「あぐり・チャレ
ンジャー」として登録し、農地が確保
でき次第、農地の貸し借りを斡旋す
る。

随時 －
農業委員
会事務局

０７３－４
３５－１１
４７

http://ww
w.city.waka
yama.waka
yama.jp/m
enu_1/gyo
usei/nougy
oiinkai/

9

かつらぎ町 かつらぎ町農機具バンク事業

・かつらぎ町内を主として就農してい
る者並びに就農しようとする者。
・バンクを利用し、農機具を譲り受け
ることができる者の優先順位は、
（1）　青年就農給付金受給者
（2）　登録手続き時点の年齢が４５
歳未満で、年間に１５０日以上農業
に従事
している者
（3）　登録手続き時点の年齢が４５
歳未満の新規就農者で、年間１５０
日以上
農業に従事しようとする者
（4）　（1）、（2）及び（3）以外の農業
者とする。

・効率的かつ安定的な農業経営及
びこれを目指して経営改善に取り組
む農業者に対し、使用されなくなっ
た農業用機械等をあっせんする。
・使用可能な農機具に限り、譲渡の
受付を行うものとする。（貸借のあっ
せんは行いません。）

随時 －
産業観光
課振興係

0736-22-
0300

http://ww
w.town.kat
suragi.wak
ayama.jp/t
op_guide/
menu_sang
yo/nougyo
u/jigyo-
nokigu.html

9

広川町らくらく農業支援事業
農作業の省力化を図るために施設
整備を行う農家

スプリンクラー整備（１／２、上限３０
０千円）
モノラック、灌水施設整備（１／２、
上限４５０千円）

随時（予
算内）

特になし
（予算内）

産業建設
課

0737-63-
1122

- 4

農作物被害防止施設設置事業
鳥獣害がみられる農地を対象に、防
護柵設置に係る資材費に対して補
助金を交付する

１／２（上限１００千円）
随時（予
算内）

特になし
（予算内）

産業建設
課

0737-63-
1122

- 4

狩猟免許等取得支援事業
狩猟免許取得に係る費用を補助す
る

猟銃購入（１／２、上限１５０千円）
銃ロッカー及び装弾ロッカー購入（１
／２、上限２５千円）
わな・猟銃免許試験手数料（１／２）

随時（予
算内）

特になし
（予算内）

産業建設
課

0737-63-
1122

- 4

白浜町農地流動化促進特別対策事
業

農用地区域内において、３年・１ａ以
上の利用権の設定を行う、以下の
者
①町内に住所を有する者
②町税を滞納していないもの
③法人以外

助成額１０ａ当たり（ただし５０ａ上
限）

３年以上４年未満　３，０００円
４年以上５年未満　４，０００円
５年以上　　　　  　　５，０００円

随時
（予算内）

特になし
（予算内）

農業委員
会事務局

0739-45-
0009

http://ww
w.town.shir
ahama.wak
ayama.jp/

4

白浜町農作物鳥獣外防止対策事業
白浜町に農地を有する農業者及び
グループ

鳥獣害を防止する為の施設（電気
柵、防護ネット等）の資材費

一事業費当たり２万円～１０万円
補助率　事業費の１／２
補助金最高　５０，０００円

随時
（予算内）

特になし
（予算内）

農林水産
課

0739-45-
0009

http://ww
w.town.shir
ahama.wak
ayama.jp/

4

すさみ町 すさみ町担い手対策事業

①５０歳以下の新規就農者
②町内に住所を有する
③３０ａ以上の農地を３年以上耕作
④経営改善計画の提出

農業経営開始に係る備品購入に対
する補助
補助率：１／２
補助上限：１００万円

４月～翌
年２月末

１名
産業建設
課

0739-55-
4806

4

古座川町
古座川町農地流動化奨励金交付事
業

農業経営基盤強化促進事業等を通
じて、賃借権及び使用貸借による権
利を設定したもののうち、貸手（所有
者）については、耕作作物が永年作
物にかかるものとし、借手耕作者に
ついては、耕作作物が一般作物等
のものとする。

○永年制作物（果樹、花木等）を耕
作した場合、１０ａあたり３万円を初
年度のみ貸手に、一般作物を耕作
した場合、１０ａあたり１万円を毎年
借手に交付する。
○奨励金の交付対象農地は農用
地利用集積計画に基づいて告示し
た農地及び農地法第３条第１項の
規定により許可を受けた農地であっ
て耕作をしている確認を受けた農
地。ただし、合計面積が１アール未
満の農地については、交付対象農
地としない。

毎年5月
末

特になし
産業建設
課

0735-72-
0180（代）

http://ww
w.town.koz
agawa.wak
ayama.jp/

4

和歌山県

広川町

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

古座川町山村振興対策事業補助金
※鳥獣害防止柵設置事業のみ抜粋

○受益戸数がおおむね２戸以上。た
だし、立地条件等により共同管理が
不可能な場合はこの限りでない。

農作物を鳥獣害から防止するため
に、電気柵等の防護柵を設置に要
する費用を補助する制度です。
○材料費のみ対象。電気柵以外の
防護柵は１ｍあたりの補助金を９０
０円以内（ただし、サル用は１ｍあた
りの補助金を２千円以内）とし、補助
率は５割以内とする。
○補助金の対象となる事業は１００
万円を限度とする。
○対象となる事業は、新設、対策強
化、災害、耐用年度を過ぎた施設
の修繕

随時
特になし
(予算内)

産業建設
課

0735-72-
0180（代）

http://ww
w.town.koz
agawa.wak
ayama.jp/

4

古座川町農業者育成支援事業補助
金

町内に住所を有し、かつ次の各号
の要件のいずれか該当するものと
する。
①　和歌山県就農計画認定を受け、
かつ、町内において継続して就農す
ることを希望する１５歳以上６５歳未
満の新規就農者であって、この規則
による補助金 の交付申請をした日
から５年間農業に従事することが確
約できる者であること。
②　農業経営基盤強化促進法(昭和
５５年法律第６５号)第１２条第１項の
認定を受けた者であり、かつ現在の
規模を拡大できることを確約できる
者であること。

自己の農業経営を目的とした次に
掲げる機械の購入に要する費用に
対する補助であり、１つの機械の購
入につき５０万円以上のもの(機械
の購入が複数である場合は、１つ
の機械につき１０万円以上のものに
限る)とする。補助率は1/3(千円未
満切り捨て)、補助限度額３３３，００
０円
①ほ場を耕運し、又は整地するた
めの機械
②肥料、農薬等の資材を散布、投
与するための機械
③その他町長が特に必要と認める
農業用の機械

随時
特になし
(予算内)

産業建設
課

0735-72-
0180（代）

http://ww
w.town.koz
agawa.wak
ayama.jp/

4

串本町 串本町遊休農地活用支援事業
利用権設定等を行ったもの
３ａ以上で３年以上の利用権設定等

遊休農地の解消と農地の流動化を
図るため遊休農地の解消に要する
経費及びそれに伴う苗木の購入経
費を補助する。
○耕作放棄地の解消
１年目 6,000円/a
２年目 3,000円/a
３年目 1,000円/a
○苗木等の補助
初年度のみ　5,000円以内/a

随時
特になし
（予算内）

産業課
０７３５－
６２－０５
５８

http://ww
w.town.kus
himoto.wak
ayama.jp/

4

古座川町
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	京都府
	大阪府
	兵庫県
	奈良県
	和歌山県



