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新規就農スタートアップ支援事業
市内に居住する就農5年以内の新
規就農者，または当該事業年度の
就農予定者

・新規就農者に対し，農業機械や施
設等の初期投資にかかる経費の一
部を助成。
(1)対象事業
　農業経営に必要な施設・機械等
(2)補助要件
　他の農業関係補助事業で申請要
件を満たさないもの
【対象地域が市街化調整区域，機械
は概ね500千円未満　等】
(3)補助率
　1/3以内 (上限200万円）

随時 ―

農林水産
局農林部
農業振興
課

(092)711-
4852

n-
shinko.AFF
B@city.fuk
uoka.lg.jp

4

新規就農資金(農林業金融資金）

市内居住者及び市内で農林業を営
む者で，次の①～③のすべてに該
当する者
① 農業経営を開始して5年以内の
者
②この資金の申込時に20歳以上65
歳未満の者
③ 農業に関する研修を受講したこと
がある者または農家等で就農経験
がある者

融資対象事業：新規就農に必要な
種苗・資材・機械・器具等を購入す
る資金
融資限度額：事業費の範囲内で1人
当たり200万円
融資利率：年利0.5％
融資期間：7年以内（うち据置期間2
年以内）

随時 ―

農林水産
局農林部
農業政策
課
（申込先：
農業協同
組合各支
店）

(092)711-
4841

n-
seisaku.AF
FB@city.fu
kuoka.lg.jp

9

10名以内

農林水産
局農林部
農業振興
課

(092)711-
4852

n-
shinko.AFF
B@city.fuk
uoka.lg.jp

2

福岡市
【ふくおか農
業塾運営協

議会】

ふくおか農業塾事業

・市内に居住する20歳以上の人
・平日の活動に参加できる人
・普通自動車運転免許を持っている
人
・受講修了後，休耕地等を活用して
野菜作りを行い，直売所等で販売を
行うことに意欲のある人

※　面接により研修生を決定しま
す。

【研修期間】
7月～翌々年3月(約2年間，開催と
収穫･灌水当番で月5～6日程度活
動)
【研修場所】
JAファーム福岡ほか
【研修内容】
①栽培実習(露地野菜)
②直売所への出荷実習
【受講料】
年間40,000円(2年間で80,000円)

隔年5月
頃

5名程度

農林水産
局農林部
農業振興
課

(092)711-
4852

n-
shinko.AFF
B@city.fuk
uoka.lg.jp

2

福岡市
【福岡市地
域担い手育
成総合支援

協議会】

農業インターンシップ事業

・市内に居住する20歳以上の人
・市内への新規就農に強い意欲の
ある人
・受入農家の作業に合わせた研修
日程に参加できる人
(研修日程は，研修生決定後，受入
農家等と計画)
・自家用車等で研修場所へ通える人

【研修期間】
6月～翌年3月
【研修場所】
市内の研修受入農家の農地ほか
【研修内容】
①農家研修：60日程度(農業経験者
(農大生等)は30日程度)
②講義：5回程度
【受講料】
4,000円程度(傷害保険料として)

毎年4月
頃

随時
※相談日
は毎週木
曜
13：30～
17：00
(祝祭日，
年末年始
は除く，
事前に電
話で予
約)

―

農林水産
局農林部
農業振興
課

(092)711-
4852

n-
shinko.AFF
B@city.fuk
uoka.lg.jp

福岡県

福岡市

宗像市・福
津市

むなかた地域新規就農研修

心身ともに健康な概ね４３歳ぐらい
までの男女で、将来的に宗像市か
福津市で本格的な農業者を目ざす
人

１．研修期間：概ね２年間（技術の修
得、農地の確保状況等により短縮
又は延長）
２．研修内容
（１）農業技術実習
研修１年目については、露地野菜を
中心とする栽培技術を、正助ふるさ
と村施設内の畑及びビニールハウ
ス等で実習する。
研修２年目については、むなかた地
域内の他の農地等も活用し、研修
生の希望する作物を中心に先進農
家で実習する。
（２）加工・販売実習
研修施設内の売店、各直売所等で
販売を実習する。
（３）座学
担当講師による講義および福岡県
の各種農業技術講座等に出席する
ことにより、栽培技術や農業に関す
る基礎知識を学ぶ。
（４）その他
トラクター、コンバイン等の農業機械
操作研修、大型特殊自動車（農耕
用）免許取得に向けた講習会等に
参加する。
３．研修経費
・研修に係るテキスト等の資料代、
関係作物栽培に要する資材等の経
費は無料
・交通費、研修期間中の生活費、免
許取得費等については研修生の負
担

2～3月
2、3人程
度

（一財）む
なかた地
域農業活
性化機構

0940-36-
7883

http://ww
w.i-mra.jp/

2

1
めざせ新規就農！応援事業
（就農相談）

・市内に居住する就農希望者
就農相談への対応。就農に関する
情報提供等。
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糸島市新たな担い手育成支援事業
・定年退職した方または認定新規就
農者（その他市長が認める者）

長年農業以外の職業を主に従事
し、定年等で退職した後に就農をし
た方や、認定新規就農者に対し機
械・施設などの導入費および改修、
修繕費を市が負担する。
・かかる費用の1/3以内、上限
300,000円

随時 －
　糸島市
農業振興
課

092-332-
2087

- 4

糸島市新規就農定着支援事業 糸島市で新規就農し５年を経過して
いない者

市内で就農し5年を経過していない
者を対象とし、土地の賃借料、機材
の借入費、および農繁期の人材雇
用費に対する費用を市が負担する。
・かかる費用の1/2以内、上限
100,000円
・農地の公的賃借（利用権・農地法3
条）、機械の賃借料、農繁期の人件
費

随時 －

　糸島市
役所
　農業振
興課

092-332-
2087

- 4,5

①新農業者育成研修
＜対象者＞直売所出荷レベルの生
産・販売を目指す市民
＜応募資格＞
　1．市内在住または市内勤務の者
　2．60歳までの者
　3．農業に興味があり、農業を始め
たい者
　4．研修日程に極力参加できる者

①新農業者育成研修
　一般的な野菜の栽培技術や農業
に関する基礎知識の習得を図るも
の。

○受講料：無料（傷害保険料として
別途10,000円程度）

①毎年3
月中旬頃
～4月上
旬頃

①5名程
度

②農業経営実践研修
＜対象者＞農業経営の確立を目指
す市民
＜応募資格＞
　1．市内在住または市内勤務の者
　2．60歳までの者
　3．現在農作物栽培を行っており、
将来就農を考えている者
　4．研修日程に極力参加できる者

②農業経営実践研修
　受講生が希望する作目について、
直接農家から栽培技術や経営ノウ
ハウを学ぶ実践的なもの。

○受講料：無料（傷害保険料として
別途10,000円程度）

②毎年3
月中旬頃
～3月末
日

②5名程
度

岡垣町 新規就農者育成支援事業

就農を希望する者。認定農業者団
体でどのような人材かを実際に会っ
てもらって判断してもらうようにして
いる。

就農者がスムーズに就農するよう
に、サポーターを設定する。そのサ
ポートをする者に助成金を支払う。

随時 －
産業振興
課

093-282-
1211

http://ww
w.town.oka
gaki.fukuok
a.jp/

6

糸島市

農業研修生を受け入れるまちづくり事業

・市内で将来就農を考えている方
・遠方からの研修生には市所有の
研修施設を無料貸与（光熱費等無
料）

営農類型など面談を行った後に、市
内の研修受け入れ農家（認定農業
者）とのマッチングを行い、研修を行
う。研修期間は3ヶ月で、補助金とし
て月額30,000円を研修生に支給す
る。傷害保険も市が負担する。

随時 5名程度
　糸島市
農業振興
課

092-332-
2087

－ 2,3

久留米市 青年就農者定着促進事業
久留米市が交付している青年就農
給付金の受給者

技術指導を行う指導農業者に対し
謝金を補助
1日当たり6,000円、最大10回程度の
支援

4月 4名程度 農政課
0942-30-
9163

http://ww
w.city.kuru
me.fukuoka
.jp/

3

4・8うきは市 うきは市新規就農促進事業

15歳以上45歳未満

①定住型：市外居住であったが、住
民票を市内に移し、定住する方

②通勤型：市外から通勤し、市内で
農業を始める方

①定住型
・定住促進加算
(1戸あたり２．０万円／月※最長12
カ月間)
・定住型
(作付面積に対し１．０万円／10a)

②通勤型
・通勤型
(作付面積に対し５，０００円／10a)

随時

http://ww
w.city.kitak
yushu.lg.jp/
san-
kei/file_032
1.html

－
農林振興
課

0943-75-
4975

―

2北九州市 求む！農業従事者育成事業 農林課
093-582-
2078
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新規就農者研修事業（短期・長期）

市内居住者で、本市において就農を
希望するものが、農業経営を開始す
るに当たり事前に農業研修を行う場
合に、その研修先として受け入れる
農家等を支援する事業

短期
・期間　5日間。
・補助金の額　10,000円/事業。
・補助金の限度額　1事業当り10,000
円。
・最大2回を限度とする。

長期
・期間　連続する6ヶ月以上12ヶ月以
下の期間。
・補助金の額　21,000円/月。
・補助金の限度額　1事業当り
252,000円。
・1回限りとし、最長2年間とする。

随時 10名程度
飯塚市農
林振興課

0948-22-
5500

6

新規参入者農地支援事業

50歳以下の市内居住者で、新規就
農者研修事業を終了、又はそれと
同等の知識若しくは技能を有した方
が、本市において就農するに当り、
農地等の取得（賃借を含む）をする
ために必要な資金の一部を助成す
る事業

・補助金の額　3分の2以内。
・補助金の限度額　1事業当り
100,000円。
・営農開始年度より3年目まで申請
可。最大3回を限度とする。

随時 2名
飯塚市農
林振興課

0948-22-
5500

7

新規参入者機械等導入支援事業

50歳以下の市内居住者で、新規就
農者研修事業を終了、又はそれと
同等の知識若しくは技能を有した方
が、本市において就農するに当り、
農業用機械、施設等の購入又は借
り上げに必要な資金の一部を助成
する事業

・補助金の額　2分の1以内。
・補助金の限度額　1事業当り
500,000円。
・営農開始年度より3年目まで申請
可。500,000円を限度とする。

随時 2名
飯塚市農
林振興課

0948-22-
5500

4

柳川市 柳川市チャレンジファーマー支援事業

市内に居住している

①新規就農者

②市内で将来就農を考えている方

①就農トレーナー制度
　農業の担い手となる人材を育成す
るため、ベテラン農家を就農トレー
ナーに委嘱。
新規就農者や女性農業者等の相
談・技術的指導を行う。
就農トレーナーは、ナス、トマト、イチ
ゴ、レタス、アスパラガスの品目毎に
委嘱している。

②新規就農者相談会
　毎月第2水曜日を就農相談日と定
め、市農政課、ＪＡ柳川、南筑後普
及指導センターの担当者が集まり、
就農にあたっての相談事項に広く対
応している。

①随時

②要予約
　－

柳川市
産業経済
部
農政課
農政係

0944－77
－8732

― 1、9

飯塚市

添田町
【添田町就農
支援推進協

議会】

添田町就農支援推進事業（添田町就農実践
塾）

　・研修終了後、添田町内で就農す
る者
　・添田町内に住民登録している者
若しくは研修期間終了後までに、原
則として
　　添田町内に住民登録のうえ定住
しようとする者
　・研修開始時における満年齢が、
18歳以上55歳以下で農業に積極的
に
　　取り組む意欲のある者
　・普通自動車免許を所持している
者又は研修開始時までに所持する
ことができる者
　　（ただし、AT車限定は除く）
　・町税等滞納がない者
  ・入塾金１０万円を納入できる者

　・就農実践塾での３年間の研修
（受講料なし）
　　研修期間中であっても、本人の
研修態度・意欲等に問題があると判
断される場合には、研修を中止する
ことがあります。

　・研修助成金の支給
　　　　研修生　　　７万円／月
　　　　借家手当　　家賃相当分（上
限有）
　　　　配偶者有り　　　３万円／月
　　　　こども有り　　　　２万円／月
（未成年のこども１人につき）
　　※研修助成金は、上限２０万円
／月とします。
    ※国・県等の補助対象となった場
合は、補助要件により変更すること
があります。
　　※研修中は、国民健康保険等の
社会保障費等については個人の負
担とします。
　　※研修期間中の退塾及び研修
終了後５年以内に離農した場合は、
研修助成金を含む各種助成金等
は、原則全額返還していただきま
す。
   　（研修終了後５年以上就農で返
還免除）

　・研修中の傷害保険は協議会が掛
けます。

今年度募
集予定

未定
添田町
地域産業
推進課

０９４７－
８２－１２
３７

https://ww
w.town.soe
da.fukuoka.
jp/

2,3
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筑後市
ちっごの元気な農業を担う新規就農者支
援事業

〇対象者
 就農時の年齢が45歳未満で、先進
農家等で研修を受け、市内に就農
する方
（市内居住者）

○研修助成金
・年間30万円以内

○支給期間 ・・・ 2年を限度

随時 ― 農政課
0942-65-
7026

― 3

大川市 新規就農者支援事業

青年就農給付金（経営開始型）の受
給者であって、経営開始から２年以
内の者、又は市から認定を受けてい
る新規就農者

市内で新たに就農された方を対象
に、早期の就農定着を促進するた
め農業経営に必要となる営農経費
を支援
<支援内容>
定額（上限額30万円/人）
<対象経費>
農業機械・施設、営農資材ほか、営
農に直結する資材等の経費

随時 ―
農業水産
課

0944-85-
5587

http://ww
w.city.okaw
a.fukuoka.j
p/

4

みやこ町 新規就農者研修制度
・町内に居住する18～55歳の方
・研修終了後に町内で農業に従事
すると認められた方

・農業に関する基礎的な講義および
実習
・研修期間は概ね２年間
・研修資金貸与制度（上限15万円/
月）あり

随時 若干名 産業課
０９３０－
３２－２５
１２

－ 2,3

吉富町 振興作物推進事業

・町内居住者
・10a以上(ただし、花卉については
5a以上、麦、大豆については1ha以
上)栽培すること。
・当該年度内(ただし、イチジクにつ
いては3年以内)に収穫、出荷、販売
を行うこと。

種子若しくは苗、及び資材購入に要
する自己負担額2／3以内の助成を
行う。

・対象品目は、イチジク、イチゴ、トマ
ト、ブロッコリー、な花、レタス、たか
な、スイートコーン、ごぼう、なす、赤
大根、短形白大根、シンテッポウユ
リ、ハボタン、ケイトウ、麦、大豆であ
ること。
・農業協同組合又は所属の部会及
び研究会を通じて共同購入するも
の。

随時
予算の範
囲内

吉富町産
業建設課

0979-24-
4073

http://ww
w.town.yos
hitomi.lg.jp
/p/1/8/6/
75/

-

吉富町 振興作物推進事業

・町内居住者
・町内に10a以上の園芸施設を設置
すること。
・減価償却資産の耐用年数等に関
する省令に定める耐用年数の期間
内において、継続して営農できる体
制であること。

園芸施設の設置に要する自己負担
額1／2以内の助成を行う。

随時
予算の範
囲内

吉富町産
業建設課

0979-24-
4073

http://ww
w.town.yos
hitomi.lg.jp
/p/1/8/6/
75/

-

上毛町 パイプハウス設置事業

・町内居住者
・設置した施設を利用し、直売所に
出荷
・生産調整実施者

対象施設　パイプハウス（60㎡以
上）
対象事業費の２分の１以内
上限300,000円

随時
予算の範
囲内

上毛町産
業振興課
農政係

0979-72-
3111

- -

苅田町
（苅田町野
菜産地育成

協議会）

かんだ農業塾 町内居住者

・1年間を通し、座学・実践をまじえ
農業の基礎知識を学んでもらう。
・販売農家の育成を目的としていま
す。
・受講費用年間5，000円

4月 20名程度 農政課
093-434-
1893

http://ww
w.town.kan
da.lg.jp/

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

新技術・新規作物導入推進事業

○対象者
認定新規就農者、認定農業者、集
落営農組織、農業者グループなど

○条件
・目標年度までに佐賀県が定める下
限面積の概ね１／２を達成すること
・対象機械により個別条件あり

○内容
対象機械（大豆不耕起播種機や園
芸機械など）の導入またはレンタル
の一部を補助

随時
予算の範

囲内

佐賀市農
業振興課
生産者支
援係

0952-40-
7118

― 4

佐賀市農
業振興課
生産者支
援係

0952-40-
7118

― 3次世代農業者育成支援事業

○対象者
佐賀市内在住の６０歳未満の農業
者（新規就農者含）

○条件
【研修会等開催補助】佐賀市在住の
６０歳未満の農業者が参加者に含
まれること。
【研修会等参加補助】佐賀市在住の
６０歳未満の農業者であること。
（但し、女性農業者と大型特殊免許
やけん引免許を取得する者は年齢
制限を設けない。）

【研修会等開催補助】１件あたり3万
円（最高額）
【研修会等参加補助】１人あたり年
間1.5万円（最高額）
（取組み例）　オペレーター研修の開
催・参加、先進地視察研修の開催・
参加、経理講習会の開催・参加、農
業体験学習の開催等、農業用大型
特殊免許取得費用への補助等

随時
予算の範

囲内

小城市
農林水産
課

0952-37-
6125

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

1小城市 小城市　農業！!やってみようセミナー 市内に居住する就農希望者

セミナーの開催
　①栽培技術・経営状況の紹介
　②現地視察
　③農地の取得方法
　④国・県の就農支援の紹介
　⑤就農相談会

毎年1月
ころ

―

佐賀県

佐賀市
【佐賀市担
い手育成総
合支援協議

会】

―随時
各関係機関（市・農業員会・県農林
事務所・県普及センター・JA）による
就農に向けた各種相談への対応。

市内に居住する（予定含む）就農希
望者

農林課
0955-46-
5616

tsukamoto
-
mayumi@to
wn.arita.lg.j
p

4.営農費
用助成

伊万里市
農業振興
課

0955-
23-2557

― 9

園芸用パイプハウス設置事業補助

設置後５年間は、園芸用施設として
使用し、生産品の主たる部分または
全部を、町内の農産物直売所もしく
は市場へ出荷し、３年間は販売実績
を報告すること。

　新たに設置する概ね100平方メート
ル以上の農業用ビニールハウスの
設置資材及び工事費とする。
　ただし、当該経費について、他の
制度による補助又は融資を受けな
い場合に限る。対象経費の1/2以内
の額とし、20万円を限度とする。

H26～
H28

予算の範
囲内

鳥栖市
農林課

0942-85-
3563

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

1,7

伊万里市

0955-46-
5616

tsukamoto
-
mayumi@to
wn.arita.lg.j
p

4.営農費
用助成

ワンストップ支援窓口事業鳥栖市

露地栽培用中古機械の導入補助（新規
就農者に限る）

事業実施面積は500㎡以上であるこ
と。
　補助金の申請は一度限りとする。
　経営開始計画の写し又は就農計
画認定申請書の写しを添付するこ
と。
生産品の主たる部分または全部を、
町内の農産物直売所もしくは市場へ
出荷し、３年間は販売実績を報告す
ること。

新規就農者の販売を目的とした露
地の園芸作物の生産に要する中古
機械の導入費とする。対象経費の
3/10以内の額とし、50万円を限度と
する。

有田町
農林課

0955-46-
5616

tsukamoto
-
mayumi@to
wn.arita.lg.j
p

4.営農費
用助成

園芸用機械導入（新規）の一部補助

既存機械の更新、中古機械の購入
は対象外とする。
生産品の主たる部分または全部を、
町内の農産物直売所もしくは市場へ
出荷し、３年間は販売実績を報告す
ること。

土壌消毒機、防除機械、管理機、畝
立て機、定植機、収穫機、選別機、
包装機、結束機、根菜類洗浄機、暖
房機、予冷庫、その他園芸専用機
械の導入費とする。対象経費の1/4
以内の額とし、30万円以上の機械
導入とし50万円を限度とする。

H26～
H28

予算の範
囲内

農林漁業振興、共同化資金利子補給事
業

支援対象者：伊万里市の農林漁業
者で農業近代化資金等の借り受け
者
（新規就農者に限定しない）

農林漁業者が近代化資金等を利用
した場合、その資金により発生する
利息の一部を助成して、農業経営
の一助をなす。
・利子補給期間３年以内
・利子補給率１％以内

前年１月
～１２月

特になし

H26～
H28

予算の範
囲内

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

武雄市 武雄市農業近代化資金融通助成
市内農業者等に農業近代化資金を
貸し付けた融資機関、農業協同組
合へ助成する

予算の範囲内において、貸付利率
の２分の１以内で算定額

農業近代
化資金の
貸付の日
から３年

ー
武雄市営
業部農林
課

0954-23-
9335

http://www.cit
y.takeo.lg.jp/ 9

白石町親元就農促進支援事業給付金

【給付要件】
①白石町に住所を有し、かつ町内にお
いて農業を行う人(年齢18歳～45歳未
満)
②年間の農業従事日数が150日以上
③白石町で農業を営む認定農業者(再
認定者に限る)の子か孫で後継者として
意欲のある人
④白石町青年実業会に入会している人
又は入会する人
⑤農業者年金加入者又は加入見込み
の人
⑥白石町農業施策全般に関して協力
的であること

【給付額】
申請者1人につき年間25万円（最長
5年間）

― ―

6,9

白石町役
場産業課

0952-84-
7121

http://ww
w.town.shir
oishi.lg.jp/

2

9

白石町

鹿島市
鹿島市新規就農者定着支援事業（新規
就農者生活支援事業・新規就農者育成
事業）

【新規就農者生活支援事業】
・鹿島市内にI・Uターンした新規就農
者（鹿島市内の農業後継者を除く。）
・農業に対して意欲と情熱があり、
就農後原則５年間鹿島市内に定住
し、担い手として農業の継続が見込
まれると市長が認める者

【新規就農者育成事業】
・鹿島市内にI・Uターンした新規就農
者（鹿島市内の農業後継者を除く。）
を育成研修する受入農家
・受入農家は、指導農業士、先駆的
農家、認定農業者、その他市長が
認める者

【新規就農者生活支援事業】
　就農後３年間を限度とし、月に３万
円以内の生活支援を行う。

【新規就農者育成事業】
　育成研修開始後２年間を限度と
し、月に３万円以内の研修支援を行
う。

随時

白石町役
場産業課

0952-84-
7121

http://ww
w.town.shir
oishi.lg.jp/

予算の範
囲内

鹿島市
農林水産
課

0954-63-
3413

―

しろいし農業塾

【資格要件】
①日本国籍を有し、研修開始日の
満年齢が20歳以上40歳以下
②心身ともに健康で、誠実に研修が
できること
③応募の際、佐賀県外に在住して
おり、研修開始時白石町に住民登
録でき、１年以上継続できること
④研修終了後、白石町内において
農業経営を開始することが見込ま
れ、近い将来地域農業の担い手とし
て農業を営む志しがあるもの
⑤本事業における研修は、単なる体
験農業ではなく、生業としての農業
経営を目指し、農業技術や農業経
営力等を身に就けるための研修制
度であることを十分理解し農業研
修、就農について家族の同意を得て
いること
⑥研修は農業塾との雇用契約によ
り実施
⑦家族の経営継承、Uターン就農は
除く
⑧普通運転免許を所持し、パソコン
操作ができること

【研修手当】
研修生一人につき　17万円円/月
　ただし夫婦の場合は25万円/月
【研修時間】
1日8時間、月20日を基本とし、月
160時間勤務とする
【住居】
住居の確保・家賃は農業塾の負担
【保険】
社会保険、雇用保険は農業塾の負
担
【車両】
営農車（軽トラック又は軽バン）1台
貸与し、40ℓ/月分の燃料費を支給

H27.7.21
～
H27.8.31

【応募期間】
H27.8.20
～
H27.8.31

6人以内
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

諫早市認定農業者等支援事業

◆支援対象者
認定農業者等（認定農業者もしくは
認定農業者となることが確実と見込
まれるもの又は認定新規就農者）で
下記の①②の要件をすべてを満た
す者

◆要件
①農業経営改善計画書又は青年等
就農計画書に掲げた目標を達成す
るために行う事業であること。
②原則農用地区域内の事業である
こと。ただし、生産施設を建設する場
合にあっては農業振興地域内でも
可とする。

①小規模土地基盤整備
国、県の補助対象とならない概ね１
０ａ以上の農地の基盤整備（畝町直
し）に要する費用への助成。（整備
面積は同一人の累計で５０ａまでと
する。）
＜内容＞
事業費の２分の１以内又は１０ａあた
り２５万円を上限に補助

②生産施設整備
国、県の補助対象とならない施設整
備及び施設整備と併せて行う付帯
施設整備に要する費用への助成。
（同一部門で一人一回限りとし、施
設は共済保険への加入が条件）
＜内容＞
事業費の３分の１以内で一人あたり
２００万円を上限に補助

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0957-22-
1500

- 9

諫早市施設園芸経営支援事業

◆支援対象者
以下のすべてに該当する者
・市内に住所を有する認定農業者、
新規就農者
・下記の要件に掲げた園芸施設に
おいて営農する者（リースによる営
農を含む）
・市税等の滞納がない者

◆要件
平成22年4月1日以降、国、県、市の
補助事業又は制度資金を活用して
新たに諫早市内に整備された園芸
用ハウスでの営農であること。

新たに整備された園芸施設におい
て営農する者の経営費の一部を3年
度以内で助成
＜補助対象経費＞
・園芸施設に係る前年の経営費で、
生産に投入した種苗費、肥料費、農
薬費、動力光熱費、その他の物財
費を対象とする。
＜補助額＞
・補助対象経費に相当する額。ただ
し、対象経費が当該園芸施設の整
備費の１％に相当する額を超えると
きは、その１％に相当する額とし、交
付期間中の補助額の合計額は100
万円を限度とする。

―
予算の範
囲内

農業振興
課

0957-22-
1500

- 4

095-820-
6564

http：
//www.city
.nagasaki.lg
.jp/

9

農業研修制度

長崎市農業センター：１８歳以上で
研修場所まで通える方で、 研修修
了後、農業ヘルパーとして市内農業
者のお手伝いができる者

一般財団法人長崎市地産地消振興
公社：満１８歳以上で研修場所まで
通える方で,研修終了後に就農する
者

長崎市では戸石町の長崎市農業セ
ンターにおいては、農業者の手助け
を行う農業ヘルパーの育成を、布巻
町の一般財団法人長崎市地産地消
振興公社においては、新規就農者
の育成を目的とした農業研修会を開
催している。
研修修了後は、遊休農地の紹介や
小型耕運機の貸し出し等を行い、新
規就農体制のフォローアップを図る
とともに、農業ヘルパー登録者に対
しては、無料職業紹介事業により市
内農家者への就労紹介等も行って
いる。

【長崎市農業センター】
＜場所＞長崎市戸石町34―2
＜期間＞５月～３月（平日40回程
度）
＜時間＞午前９時～午後４時
＜研修内容＞野菜・花き・果樹等農
作物全般
＜研修場所＞市内農家圃場及び農
業センター圃場
＜費用＞無料
＜募集方法＞広報ながさき３月号に
掲載
＜募集人員＞30名
＜問い合わせ先＞095―830―1124

【一般財団法人長崎市地産地消振
興公社】
＜場所＞長崎市布巻町111―1
＜期間＞４月～３月（２週間に５回）
＜時間＞午前９時～午後５時
＜研修内容＞露地野菜・施設野菜
＜研修場所＞周辺研修圃場
＜費用＞無料
＜募集方法＞広報ながさき３月号に
掲載
＜募集人員＞15名
＜問い合わせ先＞095―892―2824

左記のと
おり

左記のと
おり

農業新規参入促進事業

【事業対象者】
人・農地プランに中心となる経営体
として位置づけられ、又は位置付け
られる見込みの者で、次のいずれか
に該当するものとする。

１　農業に新規参入しようとする企
業又は個人

２　その他、遊休農地等を活用して
農業規模拡大により雇用の拡大を
図ろうとする企業又は個人で、農業
の担い手育成に資すると市長が認
めるもの

１．対象事業
・生産基盤整備事業（ハウス／付帯
施設等）
・小規模土地基盤整備事業（圃場へ
の進入路／農地造成・改良／灌排
水施設／整地・客土等）

２．面積要件：実施面積が300㎡以
上であること

３．補助率：対象事業経費の２分の
１以内 （１事業主体当たり補助額上
限4,000千円とし、事業期間中１回の
利用に限る。）

― ―

農業振興
課

095-820-
6564

http：
//www.city
.nagasaki.lg
.jp/

2

長崎市

諫早市

農業振興
課

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

３名程度
農業振興
課　農務
班

0959-72-
7816

― 1.2.3五島市 五島市担い手育成確保特別対策事業

(一社)五島市農林総合開発公社で
の農業研修制度
【目的】五島市において農業を始め
たいと希望される新規就農希望者
等を対象に、一般社団法人五島市
農林総合開発公社において２年間
の実践的な農業研修を実施し、技
術の習得を行う就農準備期間と位
置付け、農業に対する理解を深める
とともに、農業経営への意欲の向上
を図り円滑な就農を支援する。

【内容】一般社団法人五島市農林総
合開発公社における研修事業と連
動し、研修期間中の学習支援、農業
経営開始に際しての各種助成制度
の活用等就農促進措置を講じる。

【対象者】年齢１６歳から概ね４５歳
までの者。但し、研修修了後、五島
市において農業に従事することが条
件。出身地、性別は不問

●研修生に対する支援状況
①公社研修支援費：月額１００，００
０円
※但し青年就農給付金（準備型）を
受給している場合は、支給されな
い。
②就農準備経費助成：２００，０００
円（青年等就農計画認定時）
③営農開始祝い金：８００，０００円
（研修修了時）
④その他
・研修開始時の住宅情報の提供
・各種融資制度の相談、説明など

随時

― 農林課
0920-44-
6111

― 4壱岐市 壱岐市新規就農者支援事業

農業研修等を受け、就農計画の認
定を受けた農家の子弟である後継
者及び他産業の多様な経験を生か
し、今後農業を職業として志す新規
就農予定者とする。年齢は原則とし
て、満４５歳未満とする。

研修を受け、就農計画の認定を受
けた者に対する独立支援。
就農計画認定後、就農時に６００，０
００円を限度として補助する。

随時

佐世保市 農業担い手育成事業
・農業の担い手として活動している
団体
・農業後継者が組織している団体

組織の活動費に対する支援
補助率：総事業費の1/2または1/3

随時 ―
農業畜産
課

9

島原市 農業後継者就農奨励金支給事業

①本市で農業経営を行っている親
等の経営を継承する方（農業後継
者）

②市内に居住し、市内に住所がある
方

③平成２１年４月１日以降の新規就
農者で、年間農業従事日数がおお
むね２５０日以上の方

③就農時４０歳未満の方（ただし、就
農した年度に満４０歳になられる方
も対象となります。）

①専業として就農し、１年経過後（研
修期間を除く）　 　５０，０００円

②専業として就農し、３年経過後（研
修期間を除く）　 １００，０００円

― ―
0957-68-
1111

sangyo@cit
y.shimabar
a.lg.jp

9

3,4

農業水産
課

0957-53-
4111

http://ww
w.city.omur
a.nagasaki.j
p/

4,7

平戸市 平戸式もうかる農業実現支援事業

市内において新たに農業経営に取
り組む者に対する支援

①国の青年就農給付金の給付対象
者【上乗せ】

②市内に就農する45歳未満（就農
時）の者で、「担い手等受入産地登
録制度」に登録した生産組織や認定
農業者・先導的農家・公的研究機関
等において研修を受け、経営開始5
年後までに農業で生計が成り立つ
（基本構想に定める所得目標等を達
成する計画の認定を受けた）者【市
単独】

１　新規就農希望者の技術・経営等
実践研修に対する支援

①青年就農給付金上乗せ
月額75千円、年間900千円を限度

②市単独
月額100千円、年間1,200千円を限
度

２　新規就農後の農業経営に対する
支援

※１と同様

随時 ―

産業政策課

大村市
経営開始支援事業補助金（施設整備・賃
借料）

市内に居住する相当の農業技術を
習得した新規就農者で、市内で継続
的に５年間以上就農する者。及び市
内農家の後継者として就農後５年以
内の者で、経営の規模拡大、効率
化及び経営改善、向上に積極的に
取り組む者で、人・農地プランに中
心となる経営体として位置づけられ
た者、又は位置づけられることが確
実な者。

・（施設整備費）･･･初期投資資金、
又は経営規模拡大、新規作物等の
導入に要する経費の１／２（補助上
限額１００万円）を助成する。（ただ
し、国、県の補助対象事業は除く。）
・（賃借料）･･･農地の賃借料の１／
２（１０ａ当たり補助上限額２万円）を
３年間助成する。

随時 ―

農林課
0950-22-
4111

―

0956-24-
1111

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

最大4名
産業振興
課

0959-56-
3111

― 1.2.3.7.8小値賀町 （一財）小値賀町担い手公社研修制度

農業に対する固い意志と意欲があ
る農業後継者や新規就農希望者等
で、研修終了後も、引き続き町内に
居住し、就農すること。
概ね45歳未満で、独身者の場合は
35歳未満。

研修期間は、2年間
施設野菜を主に、露地野菜、育苗技
術の研修を実施。
研修中の生活保障として、研修生一
人当たり
独身研修者　月額125,000円を支給
扶養者有の研修者　月額175,000円
を支給
夫婦での研修者　月額200,000円を
支給
※Iターン者には、10,000円の住居手
当

周年

― 農林課
0956-85-
2980

― 1波佐見町 波佐見町新規就農者祝金事業

祝金の支給対象者は波佐見町で新
規に農業に従事する者で、町が定
める「人・農地プラン」で今後の地域
の中心となる経営体として位置づけ
られた次の各号に該当するものとす
る。このほか、特別に町長が対象者
と認めた者とする。
(1)　町内に居住している者
(2)　45歳以下の者
(3)　次のいずれかに該当する者
ア　非農家等、既存の農業経営基
盤を持たない者で、農業で生計を立
てることを目的に新たに農業経営を
開始する者
イ　農家の後継者で一旦他の職業
に就き、その職を辞して新たに就農
する者

祝金の支給額は、対象者1人当り１
０万円とする。
（定額補助、就農時１回のみ支給、
使途について農業経営の一助とす
るものに使用。）

―

─

農林水産
課
まちづくり
課

0957-46-
1111

http://ww
w.sonogi.jp
/

1,7,8東彼杵町 ─

・定住対策として、「持ち家奨励金」
制度（H２５．７～）
U・Iターンの方：２５～５０万円
その他の方：１５～３０万円
※追加支援として、高校生以下の子
ども１人当たり１０万円
・空き家活用奨励金：空き家BANK
登録家屋へ入居が決まった場合
・空き家改修奨励金：空き家BANK
登録家屋へ入居し、改修が必要な
場合

・新たに土地を取得し、居宅を新築
後、転居された場合（中古住宅取得
の場合も助成あり）
・空き家BANK：空き家を貸したい人
の情報を、空き家を探している方に
情報提供。
・空き家活用奨励金：空き家の所有
者等に２０万円、入居者に２０万円
又は１０万円の奨励金。
・空き家改修奨励金：改修に係る経
費の一部を補助。補助率１／２、最
大５０万円まで（H25.7～）
※農地の斡旋や就農相談等は随時
行っているが、予算を確保して実施
している支援はない。

─

２０人 農林課
050-
3381-
5060

― 3南島原市
南島原市農業振興対策事業（農業後継
者育成事業）

（補助金の交付の対象となる経費）
次に掲げる農業大学校等（以下「機
関等」という。）において、修学又は
研修する者を扶養している農業者等
が、その者を、当該修学又は研修の
終了後３年以内に就農させることを
目的として、当該機関等において、
修学又は研修させるために要する
経費につき、市長が認める経費
(１)　農業大学校
(２)　農業高等学校
(３)　農業関係試験場
(４)　その他市長が認める機関等

月額 ５，０００円
５月末ま
で

―
雲仙市農
林水産課

0957-38-
3111

http://ww
w.city.unze
n.nagasaki.j

p/

4雲仙市
キラリと光る雲仙産地支援事業
担い手育成支援事業

１　農業機械導入事業
・事業主体は雲仙市内に居住し、市
の認定就農の認定を受け、認定日
後５年未満の者とする。
・導入する機械は、受益面積に基づ
いた作業能力を有する機械であるこ
ととする。
・導入する機械は汎用性のないもの
とし、その基準は別に定める。

２　農業施設整備計画
・事業主体は雲仙市内に居住し、市
の認定就農の認定を受け、認定日
後５年未満の者とする。
・面積が概ね１０a以上かつ間口２．
５m以上の園芸用ハウス（ＡＰ、ガラ
ス、硬質ビニルハウス等）並びに面
積が２００㎡以内の畜舎及び家畜糞
尿処理施設

１　対象経費
・農業機械及びその機械の付属品
・新規の園芸用ハウス及びそのハウ
スの付帯設備（灌水設備、加温設
備、電気設備等）、畜舎及び家畜糞
尿処理施設

２　補助率等
当該事業に関する経費の1/5以内

・農業機械及びその機械の付属品
（補助金限度額１，５００千円以内）
・それ以外
（補助金限度額２，０００千円以内）

随時
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農林課
0967-42-
1114

http://ww
w.town.min
amioguni.ku
mamoto.jp/

4南小国町 親元就農支援事業

対象者
（１）親元就農者
認定農業者の２親等内の直系卑属
であって
次に掲げる要件の全てを満たすも
の
・町内に住所を有し、かつ、町内に
おいて農業経営を行う者
・年間農業従事日数が200日である
者
・就農日における年齢が40歳未満
の者

年額30万円を補助とし3年を上限と
する

特になし
予算の範
囲内

農政課
0967-22-
3274

- 4

熊本県

農政課
096-248-
1445

nousei@cit
y.koshi.lg.jp

9

阿蘇市 阿蘇市新規就農者支援事業

　事業対象者は、新たに農業経営を
開始し、次の条件をすべて満たす者
とする。
(1) 阿蘇市内に住所を有する者
(2) 阿蘇市において就農後５年以上
営農を営む者
(3) 就農計画の認定を受けた者

○支援内容
農業用機械・施設等の導入に要す
る費用とし、農業経営の開始に必要
な経費を補助。

○支援額
(1) 補助対象経費額の２分の１以内
の額で１５０万円を上限とする。
(2) 国又は県事業を実施する者は自
己負担額の４分の１以内の額で５０
万円を上限とする。

特になし
予算の範
囲内

農政課
0968-25-
7221

― 9

合志市 新規就農奨励事業 35歳以下の市内在住新規就農者

次代の農業を担う若い農業者の積
極的な就農定着を促進し、自らの創
意工夫により経営感覚が豊かで実
践力の旺盛な農業後継者の確保を
目的として、1人20万円の就農奨励
金を交付する。（5年以内に離農した
場合は、奨励金を返還。）

-

4

菊池市 菊池市担い手育成対策奨励金

【新規就農奨励金】
・市内に居住する者満17歳以上40
歳未満
・専業農家として就農した者

【結婚祝い金】
・専業農家及びその後継者が配偶
者を迎える場合

【新規就農奨励金】
○１人３０万円以内。
○対象者の把握は、毎年区長に調
査依頼。申請の際には区長の証明
必要。
○交付後は、５年間の就農状況報
告書の提出。
○離農の場合は返納もある。

【結婚祝い金】
○１組５万円以内 。

10月～11
月中旬

予算の範
囲

和水町 新規就農者対策助成金

将来認定農業者として、町農業を
担っていくと認められる者で次に掲
げるものとする。
１）本町に住所を有する者
２）年齢５０歳までの者
３）新規に就農した者

助成金２０万円給付 随時
予算の範
囲

山鹿市 がんばる農林業チャレンジ支援事業
山鹿市内に住所を有するもので、新
たに農業経営を開始する者

作物の栽培等をするための苗木、
種子、資材、施設、機具等の購入も
しくは賃借、施設の工事に要する経
費。
１経営体６０万円以内

H27.4～
H27.12

予算の範
囲内

4

-

農業振興
課

0968-43-
1556

農林振興
課

0968-34-
3111

http://ww
w.town.nag
omi.lg.jp/

農業政策
課担い手
推進室

096-328-
2403

―

-

1,2

宇土市
新規就農者祝金
※宇土市農業後継者協議会へ補助金を
交付し，協議会を通じて実施

市内において，学校卒業や離職等
により新規に就農する４０歳未満の
農業後継者協議会員

新規に就農する農業者に対して祝
金５０，０００円を交付するもの（１回
限り）

特になし
予算の範
囲

熊本市
若手農業者総合支援対策事業
（新規就農者実践研修）

①平成27年4月1日現在、満18歳以
上であること。
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
意思を有すること。
③研修終了後は、熊本市内で就農
する意思を有すること。

①研修期間：平成27年4月から12月
までの第1・3・5土曜日
(梅雨期・雨天時除く）
②研修内容：熊本市内の研修圃場
で、研修指導員や生産者と共に野
菜等の栽培や収穫など、実践的な
農業研修を実施する。
【除草作業、堆肥散布、種まき、耕
運機指導、出荷作業等】
③研修費用：研修受講料等は無料
（傷害保険加入）
※研修先までの移動経費、研修期
間中の生活費等は自己負担

平成27年
4月1日か
ら4月17
日まで
※定員に
達しない
場合は随
時受付

10名程度

農林水産
課

０９６４－
２２－１１
１１（内線
２３１４）

― 9
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高森町
高森町担い手育成総合支援協議会等事
業

新規就農者

新規就農者等に対し、就農に関する
基本的な手続きの支援や意欲と能
力のある担い手の育成を行ってい
る。
また、農業委員会や農地中間管理
機構等と連携し、農地取得のための
支援も行っている。

通年

産山村 産山村就農研修施設

・原則夫婦（農作業従事者2名以上
で可）で男性が概ね50歳以下の者
・就農に対する強い意欲と情熱のあ
る者
・本村に定住しようとする者
・普通自動車免許取得者
・家族単位での定住及び親族の理
解を得ていること
JAの組合員になること
・地域活動に積極的に参加する意
思のある者
・ある程度の資金を用意できること

農業技術研修、農地あっせん、住宅
あっせんなど。（作物は原則ほうれ
ん草を指定）

随時募集
中

制限なし
農林政策
課

0967-62-
1111

http://ww
w.town.tak
amori.kuma
moto.jp/

9

1.7

1組
経済建設
課

0967-25-
2213

http://ww
w.ubuyama
-v.jp

2

小国町 小国町農業担い手支援給付金

・町内に住所を有していること
・年齢４０歳以下のもの
・平成２６年４月１日以降、新規に専
業農家の親元に就農したもの
・今後、１０年以上農業に従事し農
業で生計を立てる見込みがあること
・町の認定農業者を目指し、年間２０
０日以上農業に従事するもの

月額１０万円の給付金を最長５年間
支給

随時
人数制限
なし

産業課
農政係

0967-46-
2112

―

1,2,3,6

【就農支援】
②新規就農者支援事業(就農支援）

村内で農業を生業とする後継者また
は新規参入者の就農準備金補助。
ただし認定農業者の後継者または
申請者が、認定就農者もしくは認定
農業者であること。（認定予定含）。

予算の範囲で補助対象経費の10分
の10以内。ただし、20万円を限度と
する。

年度内
予算の範
囲内

農政課
0967-62-
9113

www.vill.mi
namiaso.lg.j
p/soshiki/
9/

1,4,9

【農業研修支援】
①南阿蘇村新農業人育成事業

【農業研修支援】
平成28年度農業研修生募集：平成
28年1月～募集開始予定
※年齢要件、短期研修実施済であ
るなどの条件あり。短期農業研修随
時実施中。
※短期農業体験（３日観程度）につ
いては、事前に申込が必要。経費等
については研修生全て自己負担。
・新規参入者については就農時45
歳以下。後継者（Uターン者）につい
ては概ね60歳以下。労災保険有。
通勤費、食費、住宅費等については
研修生負担。
・南阿蘇村農業研修生受入協議会
における農業研修生については、研
修期間中の村内移住の場合家賃補
助有。

【農業研修支援】
◎国支援型（研修型）
　青年等就農給付金（準備型）給付
に準ずる。150万円/年。研修生負担
金有15千円/月。
◎村（県）支援型（雇用型）
　実務研修手当として受入農家より
104千円程度/月支給有。労災保険
有。

 農業体
験：随時
募集
平成28年
度農業研
修生募
集：H28.1
月予定

業体験：
随時対応
平成２８
年度農業
研修生募
集：若干
名

農政課
0967-62-
9113

www.vill.mi
namiaso.lg.j
p/soshiki/
8/

南阿蘇村

【就農支援】
③新規就農者支援事業(家賃補助）

新規参入者。認定就農者または認
定農業者。ただし青年就農給付金
（経営開始型）対象者を除く。

新規参入者（認定就農者または認
定農業者）が、南阿蘇村内にて住宅
を賃貸し、居住した場合、予算の範
囲内において「住居手当」として月額
家賃の２分の１以内、月額上限２万
（年間上限２４万円）補助。ただし青
年就農給付金（経営開始型）対象者
を除く。

年度内
予算の範
囲内

農政課
0967-62-
9113

www.vill.mi
namiaso.lg.j
p/soshiki/
10/

1,4,9

【就農支援】
④施設園芸振興対策事業

転作達成者であり認定就農者、認
定農業者又は生産部会会員。

ハウス施設建設補助。農業経営改
善計画書等の経営作物の栽培に供
するものとする。ハウス本体は500
平方メートル以上の新設、増設に限
る。更新の場合は、8年以上経過し
500平方メートル以上設置する者。
設備、資材の補助はハウス面積500
平方メートル以上のものに限る。予
算の範囲で補助対象経費の10分の
5以内。ただし、150万円を限度とす
る。設備（電照設備・灌水設備）につ
いては1戸当たり15万円を限度とす
る

年度内
予算の範
囲内

農政課
0967-62-
9113

www.vill.mi
namiaso.lg.j
p/soshiki/
11/

1,4,9
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

御船町

御船町新規就農者祝い金
青年等就農認定を受け、青年就農
給付金受給者では無い者

御船町の農林業振興を推進するに
あたり、農林業を目指す新規参入者
やUターン者等の就農及び、地域農
業の新たな担い手の育成、確保に
資するため、新規就農者を対象に１
人当り６万円の祝い金を支給する。

- -
農業振興
課

096-282-
1607

- 9

御船町農業後継者結婚祝い金

熊本県「就農計画」認定制度実施要
領に基づき、認定を受けた者、及び
中核的な農業後継者として町長が
認めた者

御船町の農林業振興を推進するに
あたり、農林業を営む後継者の結婚
問題の解決、及び地域農業の育
成、支援対策を行うため、新たに夫
婦となる農業後継者へ１組当たり６
万円の祝い金を支給する。

- -
農業振興
課

096-282-
1607

- 9

2

水俣市 みなまた農地バンク推進事業

水俣市内に居住する農業者、農業
法人、地域営農組織等で農地を借り
受けて積極的に農業生産活動を実
施する者
（条件）
・農地法に基づき賃借権又は使用
賃借地を設定した農地
・過去に同事業の交付を受けていな
い農地　　　　　　　　　　　　　　　　　・
１件あたり１００㎡以上の農地

３年以上の賃借権又は使用賃借権
を設定した農地の借り手に対し交付
金を交付
（交付額）※１０ａあたり
《新規》
農用地区域内　１０，０００円
農用地区域外　　５，０００円
《再設定》
農用地区域内　　５，０００円
農用地区域外　　３，０００円
※利用権設定が５年以上の場合、
交付額は２倍
※交付は賃借権を設定した初年度
のみ

H23～27 随時
水俣市農
林水産課

0966-61-
1634

URL:http:/
/www.city.
minamata.l
g.jp

-

八代市

新規就農者のための農業講座

※H26年度までの八代市農業技術者養
成講座の事業名変更

市内の就農後3年程度までの農業
者

農業経営に関する知識・技術の習
得を目的とした講座の開設
(講座内容：土壌肥料、病害虫、環境
保全型農業、就農支援・農業者年金
制度､
農作業安全講座など)

H27.6月1
日～30日

20名程度
八代市農
林水産政
策課

0965-33-
4117

http://ww
w.city.yats
ushiro.kum
amoto.jp/

7

人吉市
人吉市農業担い手対策事業
（新規就農者支援事業、農業研修支援
事業、就農者結婚成立事業）

（新規就農者支援事業）
　人吉市の認定農業者の子息又は
人吉市の認定就農者の認定を受け
た者で、おおむね４５歳までの農業
後継者。
（農業研修支援事業、就農者結婚成
立事業）
　人吉市の認定農業者の子息又は
人吉市の認定就農者の認定を受け
た者。

（新規就農者支援事業）
　新規就農者が農業機械等の購入
を行うときへの補助【最高２０万円】
（農業研修支援制度）
　新規就農者が先進的な農業経営
及び農業技術の向上を目的とした
研修を行うときへの補助【最高１０万
円（経費の３分の１を上限とする）】
（就農者結婚成立事業）
　新規就農者が配偶者を迎え、共に
農業専従者となるときに交付。【５万
円】

随時
予算の
範囲内

農業
振興課

０９６６－
２２－
２１１１

http://ww
w.city.hitoy
oshi.lg.jp/

９．その
他

芦北町
芦北町農地集積支援事業（平成２７～２９年
度）

【対象農地】
(1)　芦北町内の農地で、平成27年4月1
日以降に農業経営基盤強化促進法(昭
和55年法律第65号)又は農地法(昭和
27年法律第229号)の規定に基づき、3
年以上の利用権を設定した農地又は所
有権移転された農地
(2)　利用権設定又は所有権移転の手
続き1件当たりの受け手の合計面積が
10アール以上の農地

【対象者】
芦北町内に住所を有する農業者、農業
法人、地域営農組織等とし、新規で農
地を借り受け、又は買い入れて積極的
に農業生産活動を実施する者であっ
て、農業委員会総会で利用権設定又は
所有権移転の承認を受けた者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当す
る場合は、交付対象としないものとす
る。
(1)　利用権設定の権利の種類が使用
貸借権のとき。
(2)　法人又は地域営農組織で、その構
成員が当該法人又は地域営農組織に
利用権設定又は所有権移転するとき。
(3)　同一世帯や資産の継承予定者間
で利用権設定又は所有権移転すると
き。
(4)　期間借地(1年のうちの一部の期間
を指定して行う利用権の設定をいう。)
のとき。

【利用権設定（賃借権）】
＜新規＞３年以上５年未満：交付単価
（１㎡あたり）受け手10円　５年以上：受
け手20円
※交付額の算定は交付単価×面積と
し、1,000円未満は切り捨てる。

【所有権移転】
交付単価（１㎡あたり）受け手20円
※交付額の算定は交付単価×面積と
し、1,000円未満は切り捨てる。

認定農業者が規模拡大のために利用
権設定又は所有権移転する場合には、
加算措置あり。（上記単価に25％上乗
せ）

交付金の交付は、利用権設定又は所
有権移転した初年度1回限りとする。

通年（農業
委員会へ
の届出で
把握）

―
芦北町農
林水産課

代表
0966-82-
2511

http://ww
w.ashikita-
t.kumamot
o-sgn.jp

286

http://www.city.minamata.lg.jp/
http://www.city.minamata.lg.jp/
http://www.city.minamata.lg.jp/
http://www.city.minamata.lg.jp/
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/
http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/
http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/
http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/
http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/
http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.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

9多良木町 多良木町農林商工担い手対策事業

　農林商工業の中で新たな事業主
又は現事業主の後継者を指し、将
来において本町の中核的担い手と
成りえる４０歳以下の方で、以下の
いずれかの条件を満たす必要があ
ります。　（原則として平成２３年４月
１日以降に該当者になった方。）
※新規就業者で、農林商工業以外
の職業（学生を含む）から本町の農
林商工業に就業した方。
※本町以外の市町村で農林商工業
に従事していた方で、本町の農林商
工業に就業した方。ただし、本町で
の就業期間が２年を経過した者。
※後継者
　本町の農林商工業者の子弟で学
校を卒業し、又は他の職業を経て親
の経営に参加した方。
（町税、国民健康保険税、水道料な
ど町税等を滞納している場合は、補
助金の交付は行なわない。※補助
申請年度における滞納を除く。）

・新規就農者へ就農祝い金を支給1
回を限度とし、30万円を支給。
※補助金の交付を受けた次の年か
ら３年間毎年4月1日から4月30日ま
でに就業報告書を提出。　　　　　※
補助事業完了後３年以内に当該補
助事業者が離職したり、就業しな
かった場合は、補助金を返還。

平成２３
年度から
２７年度
までの５
年間

- ・農林課
0966-42-
6111

www.town.t
aragi.lg.jp/

相良村

相良村農林業新規就労奨励交付金

農林業に新たに就労した者
・村内に住所を有する者
・申請時に50歳未満の者
・農林業従事日数が200日（年間）以
上
・主たる生計が農林業収入であるこ
と
・交付金交付後、5年以上農林業に
従事すること　　　等

交付額
（個人）　一人あたり　50万円
（夫婦等）　一組あたり　75万円

随時 -
産業振興
課

0966-35-
1034

http://ww
w.vill.sagar
a.lg.jp/

9

相良村農林業研修等支援補助事業

農林業の経営力・技術・知識・資格
等の習得に必要な経費の一部を助
成
・村内に住所を有する農林業従事者

補助額
１人あたりの自己資金額の1/2以内
（上限5万円）

随時 -
産業振興
課

0966-35-
1034

http://ww
w.vill.sagar
a.lg.jp/

3

随時 ―
山江村役
場産業振
興課

0966-23-
3113

http://ww
w.vill.yama
e.lg.jp/

4.7

就農相談事業

村内に居住する者（予定者含む）
で、村内に農地を所有（取得予定含
む）し、農業経営者となることに対し
て強い意欲を持つ者。

○村内で新規に農業経営者を目指
すの者対して、農地の斡旋及び就
農に関する情報提供を行う。

随時 ―

山江村農
業委員会

山江村役
場産業振
興課

0966-23-
3113

http://ww
w.vill.yama
e.lg.jp/

4

山江村

球磨村 新規就農奨励金

新たに専業就農（年間農業従事日
数が概ね２００日以上）
村内居住者
４０歳未満
村税完納者

５０万円を給付（１回のみ） 随時 -
産業振興
課

0966-32-
1115

http://ww
w.kumamur
a.com/

9

山江村青年就農給付金事業

独立・自営就農時の年齢が、原則45
歳未満であり、農業経営者となるこ
とについての強い意欲を有している
こと等。

給付金の額は、1人あたり年間150
万円を支給する。
給付期間は最長5年間(平成24年度
以前に経営を開始した者にあって
は、経営開始後5年度目分まで)とす
る。

※夫婦共就農の場合は上乗せ支給
あり。

随時 ―
山江村役
場産業振
興課

0966-23-
3113

http://ww
w.vill.yama
e.lg.jp/

1

山江村就農支援推進助成事業

熊本県認定就農制度に基づく認定
就農者及び農業経営基盤強化促進
法に基づく農業経営改善計画の認
定者で、かつ本村に住所を有し、次
の各号のいずれかに該当する者。
(1)　農業以外の産業に従事(学生含
む)し、村内に就農を希望する者で、
年齢が18歳以上56歳未満で、配偶
者又は18歳以上60歳未満の同居の
親族を有している者。
(2)　農業以外の産業に従事(学生含
む)し、親及び親族が村内で農業を
営み、その経営を継承することが確
実と見込まれる者で、年齢が18歳以
上56歳未満の者。

○農業経営基盤強化促進法による
農用地取得に対し、1申請に当たり
20万円を限度額として助成する。た
だし、農振農用地域内の農地に限
る。
○農業経営基盤強化促進法による
利用権設定により、就農時に借り受
けた農用地の賃借料の2分の1以内
で5万円を限度額として助成する。た
だし、農振農用地域内の農地に限
る。
○農業経営に必要な農業用施設及
び機械等の取得の初期投資にかか
る経費に対し、2分の1以内で100万
円を限度額として助成する。
○農作業に必要な大特・けん引(農
耕車両限定)の免許取得に伴う経費
に対し5万円を限度額として助成す
る。
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3,9

上天草市 上天草市新規就農者支援事業

（１）上天草市内に住所を有する者
（２）申請前２年以内に、青年等就農
計画の認定を受けた認定新規就農
者であること
（３）事業終了後３年以上、市内で営
農の継続が見込まれる者
（４）市税及び水道料金の滞納がな
い者

○地域営農の担い手となる新規就
農者に対し、円滑な就農を支援する
ために、予算の範囲内で補助金を
交付。

○農業用機械等の導入に要する費
用として、補助率は事業費の５０
パーセント以内で、限度額は５万円
以上２０万円未満とする。

特になし
予算の範
囲内

上天草市
農林水産
課
農業振興
係

０９６４－
２６－５５
１６

http://ww
w.city.kami
amakusa.ku
mamoto.jp/

4

天草市

【農業研修支援】
新規就農研修事業

【就農支援】
新規就農給付金

【農業研修支援】
天草市内に住所を有する方または、
天草市内に住所を移す予定の方で
就農予定時の年齢が65歳未満の者

【就農支援】
45歳以上65歳未満の新たに独立・
自営就農等を目指す方で青年等就
農計画の認定を受けた方。

【農業研修支援】
天草市内の認定農家等での農業技
術の習得
研修先の経営類型
施設野菜、露地野菜、施設野菜、露
地果樹、水稲、施設花き、畜産、そ
の他
【就農支援】
年額150万円
3年以内

随時
それぞれ
5名程度

農業振興
課

0969-32-
6792

-

1,4

苓北町 新規就労者支援補助金

※支援対象者
　 苓北町内に居住する高校の新卒者
以上で概ね55歳以下の離職者等（U・I・
Jターンの者）で農業に新規に就労しよ
うとする者。
※両親や祖父母が農業を営み、その後
継者として新規に就労する者を「後継
者」とし、それ以外で新規に就労する者
を「新規就労者」として取り扱う。

※条件
・主たる生業として農業に年間１５０日
以上従事すること。
・農地法第３条の資格要件である経営
面積４０a以上の農地を耕作しているこ
と。
（ただし、青年就農給付金の受給対象と
なる者は除く）

※新規就労者：６００千円以内
　（支払い方法　月５万円×１２ヵ月）

※後継者：２００千円以内
　（支払い方法　月５万円×４ヵ月）

随時

新規就労
者：１人

後継者：１
人

農林水産
課

０９６９－
３５－１１
１１

http://reih
oku-
kumamoto.j
p
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国東こねぎトレーニングファーム
（H26年度から実施）

①研修終了後、国東市内に「こね
ぎ」で就農し、定住すること。また、
大分県農協　大分゛味一゛ねぎ生産
部会国東支部に加入すること。
②概ね50歳以下であること。
③2～3年間の生活資金を有し、農
業経営開始に必要な資金を調達で
きること。
④研修期間中は傷害保険に自ら加
入すること。
⑤普通自動車第1種免許を有し、研
修期間中、車等移動手段を準備出
来ること。

①実地研修
　栽培、出荷調製
②座学研修
　栽培基礎、経営基礎、政策制度、
就農準備
③部会研修等
　大分”味一ねぎ”生産部会活動へ
の参加
④宿泊施設
　月額5,000円（3K、風呂、トイレ、
ケーブルテレビ付き）

要問合せ 3組以内
国東市農
政課農政
係

０９７８－
７２－５１
６７

― 2

国東花学校

①研修終了後、国東市内に「花き」
で就農し、定住すること。また、JAお
おいたくにさき花き部会に加入する
こと。
②概ね45歳以下であること。
③2～3年間の生活資金を有し,農業
経営開始に必要な資金を調達出来
ること。
④研修期間中は傷害保険に自ら加
入すること。
⑤普通自動車第1種免許、軽トラック
を有し、研修期間中、車等移動手段
を準備出来ること。

①実地研修
　栽培、出荷調製
②座学研修
　栽培基礎、経営基礎、政策制度、
就農準備
③部会研修等
　JAおおいたくにさき花き部会活動
への参加

要問合せ 3組以内
大分県農
協国東事
業部

０９７８－
７２－０６
１７

― 2

大分県

国東市

新規就農者支援事業

　15歳～54歳までの就農希望者で
年間150日以上の農業に従事するこ
とや年間所得概ね300万円以上等
の目標計画を立て、県知事の認定
を受けた認定就農者で、研修終了
後国東市に就農し5年間を経過した
者。
　ただし、青年就農給付金の対象者
は除外する。

大分県の就農研修資金借受金額の
半額を県と市で償還助成をする。
農業大学校等での研修（限度額）
５万円/月×在学期間（最長２年間）
の1/2
先進農家での研修（限度額）
青年（40才未満）15万円/月×1年の
1/2
中高年（40才以上55才未満）15万円
/月×6ヶ月の1/2

随時
予算の範
囲

国東市農
政課農政
係

０９７８－
７２－５１
６７

― 3

国東市新規就農者研修事業補助金

　おおむね50歳までの就農希望者
で、市長の認めた農家で年間１２００
時間以上の農業に従事し、年間所
得概ね300万円以上等の目標計画
を立てた市長の認定を受けた認定
就農者であり、研修終了後国東市
に就農する者。

市が単独で給付する。
農家研修（限度額）
１５０万円/年×研修期間（最長２年
間）

随時
予算の範
囲

国東市農
政課農政
係

０９７８－
７２－５１
６７

― 3

国東市農業後継者育成補助金

大分県立農業大学校又は大分県畜
産研修センターに入学又は入所し、
卒業後市内で農業経営を希望する
者。

月額10,000円とし、期間は2年間を
限度とする。

随時
予算の範
囲

国東市農
政課農業
振興係

０９７８－
７２－５１
６７

― 3

杵築市

新規就農者支援事業

15歳～54歳までの就農希望者で年
間１５０日以上農業に従事すること
や年間所得3００万円以上等の目標
計画を立て、県知事の認定を受けた
認定就農者で、研修終了後杵築市
で就農し５年間を経過した者
　ただし、青年就農給付金の対象者
は除外する。

大分県の就農研修資金借受金額の
半額を県と市で償還助成をする。
農業大学校等での研修（限度額）
５万円/月×在学期間（最長２年間）
の1/2
先進農家での研修（限度額）
青年（40才未満）　15万円/月×1年
の1/2
中高年（40才以上55才未満）　15万
円/月×6ヶ月の1/2

認定就農
者の認定
を受けて
から１ヵ
月以内に
申請

予算の範
囲内

杵築市役
所農林課
農政係

0978-62-
3131

― 3

杵築市農業後継者育成に関する条例

・農業大学校、農業高等学校３年生
の在学生で専業として農業経営を
志向し、卒業後杵築市内にとどまっ
て農業の後継者となる者

・奨学費補助
期間：在学時
補助金：①農業大学校　1人に対し、
月額2,000円、②農業高等学校３年
在学生1人に対し、30,000円以内
・補助金返還
卒業後農業に専従しなくなった時ま
での期間に応じて返還率が変動
【期間・返還率】1年以内：１００％、3
年以内：５０％、5年以内：２０％、5年
以上：０％

毎年12月
10日まで
申請受付

予算の範
囲内

杵築市役
所農林課
農政係

0978-62-
3131

― 9
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3

別府市
就農相談
（別府市担い手育成総合支援窓口）

別府市内で就農を希望する方
・就農，営農に関する相談
・農地に関する情報提供

― ―

別府市役
所ONSEN
ツーリズ
ム部農林
水産課

０９７７－
２１－１１
３３

― 1

日出町 新規就農者支援事業

15歳～55歳未満の就農希望者で、
年間150日以上農業に従事すること
や年間所得300万円以上等の目標
計画を立て、県知事の認定を受けた
認定就農者のうち、研修終了後日
出町で就農し、5年間を経過した者
　ただし、青年就農給付金の対象者
は除外する。

大分県の就農研修資金借受金額の
4分の3を県と町で償還助成をする。
農業大学校等での研修（限度額）
５万円/月×在学期間（最長2年間）
の1/2
先進農家での研修（限度額）
青年【40歳未満】　15万円/月×1年
の1/2
中高年【40歳以上、55歳未満】　15
万円/月×6ヶ月の1/2

認定就農
者の認定
を受けて
から30日
以内に申
請

予算の範
囲内

日出町農
林水産課
農業振興
係

0977-73-
3127

―

大分市

援農かっせ隊活動推進事業

自然や農業に興味や関心があり、
ボランティアで農繁期の農家を加勢
することができる人で、年齢、性別、
経験は問わない。ただし、未成年者
は保護者の同意が必要。

認定農業者または３戸以上の農業
者からなる団体が受入れ先となり、
農繁期に農作業の手伝いをしてい
ただく中で、就農にあたっての参考
としていただく。

○作業内容
稲作：田植え、稲刈り、籾摺り、ワラ
立て作業
野菜：イチゴ、ニラ、トマト、トウモロコ
シ等の栽培に関連する作業
シイタケ：ほだ木運搬、コマ打ち
畜産：サイロ詰め、稲ワラ梱包、畜
舎清掃　等

随時 制限無し

産業振興
課
地域産業
育成担当
班

097-537-
7025

http://ww
w.city.oita.
oita.jp/ww
w/content
s/1205892
953174/ind
ex.html

2

「農」ある暮らしを支援する空き家情報バ
ンク事業

○空き家を提供（売買、賃貸）したい
人
○農業をしたい人、田舎暮らしをし
たい人など

要件
○空き家の概要情報の閲覧は自由
○空き家の見学や所有者等との交
渉を希望する場合は利用申込が必
要

空き家の所有者等に情報登録をし
ていただき、市ホームページ等で利
用希望者へ情報提供を行う。

随時 制限無し

産業振興
課
地域産業
育成担当
班

097-537-
7025

http://ww
w.city.oita.
oita.jp/ww
w/content
s/1120187
051676/ind
ex.html

8

農政課
097-583-
1111

http://ww
w.city.yufu.
oita.jp

3

由布市農林業振興事業補助金(新規就
農者支援事業)

就農実践研修者等の就農にあた
り、生活基盤の確保に係る経費に対
する補助(本市に移住すること)

家賃の月額1/2(1,000円未満の端数
切捨て、上限月額25,000円、最大2
年間)

随時
予算の範
囲内

農政課

農業後継者等特別奨学資金
市内に居住し、農家の後継者となる
子弟で農業大学等農業に関する教
育研修機関に学ぶ者。

市が奨学資金を交付し、農業後継
者の育成を図る。

随時
予算の範
囲内

097-583-
1111

http://ww
w.city.yufu.
oita.jp

8

由布市定住促進住宅リフォーム事業補
助金

「由布市定住促進住宅情報」に登録
されている空き家で、平成26年4月1
日以降に売買又は賃貸借契約が成
立した物件。市税の滞納等がなく、
市内業者を利用して改修を行う方
で、対象物件を売る方、購入した
方、又は貸す方、借りる方。

工事費の1/2(売買は上限100万円、
賃貸借は上限50万円)※別棟の車
庫や物置、外構工事等は対象外。

随時
予算の範
囲内

総合政策
課

097-582-
1111

http://ww
w.city.yufu.
oita.jp

8

由布市定住促進住宅利用仲介手数料補
助金

「由布市定住促進住宅情報」に登録
されている空き家で、平成26年4月1
日以降に売買又は賃貸借契約が成
立し、その際支払った仲介手数料の
額。

全額(上限50,000円) 随時
予算の範
囲内

総合政策
課

097-582-
1111

http://ww
w.city.yufu.
oita.jp

8

由布市
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臼杵市農業後継者育成奨学費補助（臼
杵市農業後継者育成に関する条例・施
行規則）

○市内における農家の子弟であっ
て将来農業後継者を希望し、大分
県農業大学校又はその農業に関す
る農業研究機関に入学した者
○大分県農業大学校を卒業後、農
業後継者として、長く市内にとどまっ
て農業を経営する者

在学中　１人５，０００円／月
※後継者育成のための助成は予算
の範囲内（前年度に対象者がいな
かったため当初予算額：０、ただし該
当者があれば補正にて対応予定）

随時 ―

農林振興
課
生産振興
グループ

0974-32-
2220
内線172

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

3

新規就農者（ほんまもん農産物お届け
隊）支援事業

①新たに有機農業で経営を始めよう
とする65歳までの方で、普通自動車
免許を持っている方
②研修期間終了後、臼杵市内で３
年以上、有機農業に従事する方

※研修期間：４月からの１年間
○野津町の畑（１人約1,000㎡）で、
畑作の作付から出荷までの一連の
農作業研修（市が営農指導）
○研修生へ「生産支援資金」として、
毎月３万円以内を支給
○臼杵市環境保全型農林振興公社
が管理する施設・農業機械の内、こ
の事業で使用を認めたものは無償
で利用できる。
○「うすき夢堆肥」の提供

２月中旬
まで
（H25)

5名以内

農林振興
課
有機農業
推進室

0974-32-
2220
内線162

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

2

臼杵市アグリ起業学校
（ピーマンコース）

①研修終了後臼杵市に定住し、就
農すること。
②概ね５０歳以下であること。
夫婦、親子など２名以上で就農する
ことが望ましい。(独身者も応募可)
③２年程度の生活資金を有し、経営
開始に必要な資金（２００～３００万
程度）を調達できること。
④普通自動車第１種免許を有し、研
修期間中、車等の移動手段を準備
できること。
⑤性別、農業経験の有無は問いま
せん。

※研修期間：１月からの１年間
○実践研修
　専用施設で講師の指導のもと、各
５ａ程度の栽培管理を行う
○座学研修
　栽培管理、経営基礎、農業施策等
○部会研修

要問い合
わせ

３組程度

農林振興
課
生産振興
グループ

0974-32-
2220
内線172

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

2

臼杵市空き家改修事業補助金
○臼杵市空き家バンクに登録した物
件の所有者、または市外からの利
用希望登録者（移住希望者）

空き家改修費の2分の1補助（助成
額上限100万円）

随時 ５件程度

都市デザ
イン課
企画管理
グループ

0972-63-
1111
内線1321

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

8

空き家バンク活用促進補助金

○臼杵市空き家バンクに登録した物
件の所有者、または市外からの利
用希望登録者（移住希望者）
※空き家バンクの契約が成立した
場合

・仲介手数料の補助（５万円以内）
※対象者：市内在住の空き家利用
者
・家財処分費の補助（５万円以内）
※対象者：空き家所有者又は利用
者
・空き家登録奨励金（５万円）
※空き家所有者

随時 －

都市デザ
イン課
企画管理
グループ

0972-63-
1111
内線1321

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

8

臼杵市農業後継者育成支援事業
（周産期における外部雇用に対する補
助）

・世帯内に夫婦以外の労働力が無
い青年農業者で夫婦共に農作業に
従事していること
・対象期間は産前１ヶ月～産後３ヶ
月とする

・周産期に作業が出来ない妻に代
わる労働力を外部雇用した場合、要
した費用の１／２を助成する
（上限：市シルバー人材センターの
単価とする（例：ピーマン収穫７９２
円/時））

随時 －

農林振興
課
生産振興
グループ

0974-32-
2220
内線172

http://ww
w.city.usuki
.oita.jp

5

①移住支援補助金
・仲介手数料の補助（５万円以内）
・引越費用の補助（補助率2/3、県外
20万円、県内10万円上限）
・移住奨励金（10万円）

②定住促進住宅取得補助金
・新築補助（補助率1/5、上限100万
円）
・購入（新築・中古）補助（補助率
1/5、上限100万円）

③若年・子育て世帯家賃補助金
・若年夫婦（40歳以下）への家賃補
助（共益費を除く家賃月額の1/2、上
限15,000円、最長24ヶ月）
・子育て（中学生以下）世帯への家
賃補助（共益費を除いた家賃月額
の1/2、上限15,000円、最長36ヶ月）

④Uターン支援住宅改修補助金
・実家等の改修費補助（補助率1/2、
上限50万円）

臼杵市

移住者居住支援事業
・転入前に５年以上市外に居住して
いた方
・今後５年以上定住を確約できる方

随時 －

都市デザ
イン課

企画管理
グループ

0972-63-
1111

内線1321

http://ww
w.city.usuki

.oita.jp
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

農林水産
課

0972-82-
9514

http://ww
w.city.tsuk
umi.oita.jp/

9

佐伯市

新規就農者支援事業

以下の①～③に該当するもの。ただ
し、青年就農給付金の受給者は除
外する。

①農業経営を行なうために必要な
土地基盤を実質的に持たない新規
参入希望者で、研修終了後、就農
することが確実であると見込まれる
55歳未満の認定就農者で、対象研
修期間は40歳未満が1年以内、45歳
以上55歳未満は半年以内とする。

②農業経営を行なうために必要な
土地基盤を実質的に持つ農家子弟
の新規就農希望者で、2世帯間以上
の家族経営協定を締結し、研修終
了後、就農することが確実であると
見込まれる40歳未満の認定就農者
で、対象研修期間は1年以内とす
る。

③大分県立農業大学校農学部学生
で卒業後または卒業後引き続き行
なう先進農家研修での研修終了後、
直ちに就農することが見込まれる認
定就農者で、対象研修期間は2年以
内とする。

上記の①～③の就農研修資金の償
還（①及び②は月額１５万円が上
限。③については月額５万円を上限
とする）に対し、１／２以内を補助す
るもの。（市補助金１／４以上、県補
助金１／４以内）

随時
予算の範
囲内

津久見市 津久見市農業経営者育成事業

○市内における農家の子弟であっ
て将来農業後継者を希望し、大分
県農業大学校又はその農業に関す
る試験研究機関に入学した者
○大分県農業大学校卒業後、農業
後継者として、永く市内にとどまって
農業を経営する者

在学中　１人当たり　１５，０００円／
月

随時

該当者が
あれば補
正予算で
対応

佐伯市農
林課

0972-22-
3239

― 3

農業後継者養成奨学金

佐伯市内に住所を有する者の子（農
業後継者）で大分県立農業大学校
に在学しているもので次の条件全て
を満たすもの。
農業大学校を卒業、及び当該卒業
後引き続き5年間農業に従事すると
共に5年以内に佐伯市において農業
に従事することが見込まれること。

支給額は1人につき月額１万円とし、
青年就農給付金等これに類する奨
学金や補助金等の受給を受けるこ
とが出来る場合には奨学金は支給
しない。

3

次世代を担う園芸産地整備事業（上乗
せ補助事業）

農業研修者等（新規就農希望者）が
県単補助事業である次世代を担う
園芸産地整備事業を行なう場合で、
概ね１年以上の研修を行なうこと
等、市の定める要件を満たす場合
において上乗せ補助を行うもの。

次世代を担う園芸産地整備事業の
通常補助率は、県１／３、市１／６、
本人１／２であるが、要件を満たす
新規就農者においては、県１／３、
市１／３、本人１／３とし、市の負担
分を上乗せすることにより新規就農
者の投資的経費の軽減を図るも
の。

事業を行
なう前年
度の１２
月（予算
編成時）
まで

予算の範
囲内

佐伯市農
林課

0972-22-
3239

http://ww
w.city.saiki.
oita.jp/

4

随時（締
め切りは
９月末）

３組６名
農業振興
課 担い
手支援係

0974-22-
1001

市HP
http://ww
w.bungo-
ohno.jp/
インキュ
ベーション
ファームHP
http://ww
w.bungoon
o.info/

8月頃
予算の範
囲内

佐伯市農
林課

0972-22-
3239

http://ww
w.city.saiki.
oita.jp/

2,7,8豊後大野市
新規就農者技術習得研修施設（インキュ
ベーションファーム）

研修期間：２年間

応募資格
①研修に２人以上で参加できる55歳
未満の方
②研修終了後、豊後大野市内に居
住し就農する方
③申込みをする年の３月から９月の
間に、短期の農業体験研修を行え
る方
④当面必要な生活費や施設整備の
資金を有する方
⑤普通自動車第１種免許の資格を
有する方
⑥研修期間中は宿泊施設に入居で
きる方

新規就農者技術習得研修施設（イ
ンキュベーションファーム）では、西
日本で第１位の生産量である「夏秋
ピーマン」を研修品目に定め、ピー
マンを主とした農業起業者の育成を
行っています。
１年目は7.5ｱｰﾙのハウスで、優秀な
農家の指導、またインキュベーショ
ンファームに配置している営農指導
員の指導によりピーマン栽培につい
ての研修を行います。また、病害虫
防除や土壌肥料など座学も研修し
ていきます。
２年目は15ｱｰﾙ以内のハウスで自
分達で収支を管理しながら、１年目
で習ったことを行う模擬経営方式の
研修を行います。
研修終了後、スムーズに就農できる
よう、空き家情報の提供や農地の斡
旋も行っています。
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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

豊後大野市

新規就農定着促進事業

①　就農計画においてピーマンを主
たる作目として位置づけをする者又
は県補助事業によりビニールハウス
等を導入し、ピーマンを生産しようと
する者。
②　事業実施年度の前々年度以降
に市内において新たに就農した者
又は事業実施年度以降に市内にお
いて新たに就農する者。
③　当該品目を事業実施年度から５
年以上栽培する者であること。
④　大分県知事から就農計画の認
定を受けた認定就農者又は市長か
ら農業経営改善計画を認定された
認定農業者、認定新規就農者であ
ること。
⑤　60歳未満の者であること。

※青年就農給付金（準備型・経営開
始型）受給者及び受給希望者は除
く。

当該品目の生産等農業経営の開始
又は改善に必要な農業用機械を導
入するための経費に２分の１を乗じ
て得た額（端数切り捨て）※上限100
万円

　就農実践研修事業を実施する場
合であって、当該研修期間中に実戦
用として使用する５ｱｰﾙ以下のﾊｳｽ
及び機械等の購入に係る経費に２
分の１を乗じて得た額（端数切り捨
て）

４月～１２
月

―
農業振興
課 担い
手支援係

0974-22-
1001

市HP
http://ww
w.bungo-
ohno.jp/

4

新規就農者支援事業

15歳～55歳未満の就農希望者で、
年間150日以上農業に従事すること
や年間所得300万円以上等の目標
計画を立て、県知事の認定を受けた
認定就農者のうち、研修終了後臼
杵豊後大野市で就農し、5年間を経
過した者
　ただし、青年就農給付金の対象者
は除外する。

大分県の就農研修資金借受金額の
2分の1を県と市で償還助成をする。

農業大学校等での研修（限度額）
青年（15～39歳）
５万円/月×在学期間の１/２
中高年（40～64歳）
５万円/月×１年の１/２
先進農家での研修（限度額）
青年【40歳未満】　15万円/月×1年
の1/2
中高年【40歳以上、64歳未満】　15
万円/月×6ヶ月の1/2

随時
予算の範
囲内

農業振興
課 担い
手支援係

0974-22-
1001

市HP
http://ww
w.bungo-
ohno.jp/

3

竹田市

竹田市農に生きる人材育成支援プロジェ
クト事業

①就農実践研修者家賃助成事業
就農実践研修者等が市内で賃貸住
宅（アパートを含む）を借りる場合
【条件】
・研修終了後、本市に移住定住し営
農を開始する意志があるもの

②新技術習得チャレンジ事業
市内に住所を有する者で、新たな技
術習得研修を行う農業後継者や新
規就農者等。
【条件】
・短期研修　３日以上
・長期研修　３０日以上

①最長２年間、賃貸住宅家賃の月
額２分の１を助成（上限25,000円/
月、千円未満切捨て）

②研修に係る経費の助成
【短期研修】上限一人あたり
110,000円
【長期研修】上限一人あたり
175,000円
※交通費や宿泊費等、支出項目と
上限額の設定あり。

随時
各2名ず
つ

農政課農
業振興係

0974-63-
4805

― 3,7

新規就農者支援事業

15歳～55歳未満の就農希望者で、
年間150日以上農業に従事すること
や年間所得300万円以上等の目標
計画を立て、県知事の認定を受けた
認定就農者のうち、研修終了後竹
田市で就農し、5年間を経過した者
　ただし、青年就農給付金の対象者
は除外する。

大分県の就農研修資金借受金額の
2分の1を県と市で償還助成をする。

農業大学校等での研修（限度額）
青年（15～39歳）
５万円/月×在学期間の１/２
中高年（40～64歳）
５万円/月×１年の１/２
先進農家での研修（限度額）
青年【40歳未満】　15万円/月×1年
の1/2
中高年【40歳以上、64歳未満】　15
万円/月×6ヶ月の1/2

随時
予算の範
囲内

農政課農
業振興係

0974-63-
4805

― 3

日田市農
林振興部
農業振興
課

0973-22-
8211

http://ww
w.city.hita.
oita.jp/

9日田市 農業後継者育成事業補助金

日田市から農業関係の学校等に入
学するものを対象。
農業後継者として、九州内の農業大
学校又は試験研究・研修期間に、農
業関係の知識と経験の習得のため
に就学し、将来、農業経営者として
農業の振興に貢献すると認められる
もの。

農業大学校等の就学に要する経費
を補助。
・月額　５，０００円
・補助対象期間は、農業大学校等に
おいて就学する期間

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

空き家リフォーム事業補助金 町外からの移住者

空き家バンク登録物件を購入・賃借
した移住者が当該家屋の改修を行
う場合、その費用の１／２を補助す
る。
上限50万円（18歳以下扶養親族が
いる場合80万円）

― ―
まちづくり
推進課

０９７３－
７２－９０
３１

http://ww
w.town.kus
u.oita.jp/

8

玖珠町人材育成事業

玖珠町在住者又は将来にわたり玖
珠町の町づくり及び活性化等に精
進できると認められる者とし、次に掲
げる人材育成事業とする。
(1)童話の里の教育文化事業
(2)産業別技術研修等派遣事業
(3)国内及び国際交流事業
(4)その他人材育成達成と認められ
る事業

事業の実施に必要な経費の一部又
は全部を補助

― ―
まちづくり
推進課

０９７３－
７２－１１
５１

― 3

大分県立農業大学校就学補助

対象者
大分県立農業大学校入学者及び在
校生

条件：卒業後、農業後継者として町
内にとどまり農業に従事する者

就学費用の補助
年３０万円（２年間）

毎年
4月～

H26年度
５名

農林課
0973-76-
3804

nourin@tow
n.kokonoe.l
g.jp

9

就農者研修支援事業 町内に住所を有する農業従事者
農業の生産販売に必要な技術や知
識を習得するための研修費用助成

平成25
～27年度

予算の
範囲

農林課
0973-76-
3804

nourin@tow
n.kokonoe.l
g.jp

3

民間賃貸住宅
家賃助成事業

平成20年4月1日以降、新たに民間
賃貸住宅に入居した方で定住の意
思のある方。
2親等以内との賃貸借契約でないこ
と。
申請者及び同居人が町内に住所を
有すること。
　　　　　　　　　　　など

•単身世帯の場合　実質家賃額の2
分の1　（10,000円を限度）
•同居世帯の場合　実質家賃額の2
分の1　（15,000円を限度）
最大36か月

9月
3月

応募状況
による

企画調整
課

0973-76-
3807

kikaku@tow
n.kokonoe.l
g.jp

9

九重町営農青年組織育成補助金 農業就農者（後継者） 営農組織へ年間100,000円を補助 ― ― 農林課
0973-76-
3804

nourin@tow
n.kokonoe.l
g.jp

3

空き家バンク事業 定住を目的とした移住希望者
町内の空き家情報を九重町ホーム
ページにて紹介

― ―
企画調整
課

0973-76-
3807

kikaku@tow
n.kokonoe.l
g.jp

8

竹田市 とまと学校

・研修終了予定時に４５歳未満であ
ること
・竹田市内に居住し研修に専念でき
ること
・研修終了後はJAトマト部会員とし
て就農すること
・普通自動車免許を取得しているこ
と
・就農１年目の生活資金程度を準備
できること

研修機関：２年間
研修場所：竹田市荻町のとまと学校
（45aの耐候型ハウス）
研修内容：トマト栽培技術、経営管
理、その他トマト農家となるための
知識等
給与：月額15万円程度を支給（青年
就農給付金の活用も検討中）

※給与等の詳細は制度の活用など
により変更の可能性がありますの
で、詳細はお問い合わせ下さい。

通年 ３名程度
大分県農
村整備計
画課

097-506-
3705

http://ww
w.tomato-
school.com
/

2

―
農政振興
課 農政
振興係

0979-22-
1111

― 3

玖珠町

九重町

中津市 農業後継者育成対策事業

中津市内に住所を有する農家の子
弟で次にあげる者

（１）大分県立農業大学校、大分県
立宇佐産業科学高等学校、大分県
立玖珠農業高等学校へ入学し、卒
業後、市内にとどまり農業の後継者
となる者
（２）農業後継者で県内外の長期研
修（１ヶ月以上）を受講する者。

（１）学生
　　年度に係る授業料の1/2以内で
市長が定める額。
（２）研修生
　　研修その他の農業技術等の取
得のために受ける講座等の受講に
要する経費の1/2以内で市長が定
める額。

（１）学
生：補助
金を受け
ようとする
年度に行
われる最
後の授業
の日まで
（２）研修
生：研修
等の受講
を修了す
る日まで
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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

アグリチャレンジスクール（新規就農コー
ス）

市内在住または市への移住希望者
で、市内で本格的な就農を目指す
者

実習・講義により栽培技術と農業経
営に必要な知識を身に付ける（１～
２年間）。実習１年目は市が認定し
た先進農家（新規就農サポーター）
のもとで技術を学び、２年目は模擬
営農を行う。
※研修期間中は要件を満たせば、
青年就農給付金（準備型）の活用が
可能

随時
予算の範

囲内
農林振興
課

0978-22-
3100

http://ww
w.city.bung
otakada.oit
a.jp/

2

新規就農者家賃助成事業
市内に住居を借りてアグリチャレン
ジスクール（新規就農コース）を受講
する研修生

研修期間中（最大２年間）の賃貸住
宅家賃の1/2を助成
（上限25,000円/月）

随時
予算の範

囲内
農林振興
課

0978-22-
3100

http://ww
w.city.bung
otakada.oit
a.jp/

3

みんなで育む新規就農者促進事業
アグリチャレンジスクール（新規就農
コース）を受講する研修生

研修期間中の生活支援として1,250
円/日を交付
（上限25,000円／月）
［就農実践研修期間中最大１年間］

随時
予算の範

囲内
農林振興
課

0978-22-
3100

http://ww
w.city.bung
otakada.oit
a.jp/

3

新規就農者自立支援助成事業

市外から移住し、アグリチャレンジス
クール（新規就農コース）を受講した
後に、市内で独立・自営就農する者
（農家子弟を除く）

就農する際に必要な種苗、肥料、農
薬等の購入にかかる費用の一部を
助成
（上限20万円、１回のみ）

随時
予算の範

囲内
農林振興
課

0978-22-
3100

http://ww
w.city.bung
otakada.oit
a.jp/

4

研修終了後の継続指導に対する謝礼
アグリチャレンジスクール（新規就農
コース）制度により研修生を受けれ
た研修受入農家

就農実践研修終了後2年間、継続指
導に対する謝礼金を交付
(10,000円/月)

随時
予算の範

囲内
農林振興
課

0978-22-
3100

http://ww
w.city.bung
otakada.oit
a.jp/

6

宇佐市青年就農準備給付事業

・宇佐市内の就農学校（大分味一ね
ぎトレーニングファーム・宇佐市ぶど
うの学校）にて、長期研修（１～２年）
を受け、宇佐市内に就農すする新
規就農者

・長期研修の研修期間中に、月
50,000円を交付

随時 - 農政課
0978－32
－1111内
線436

http://ww
w.city.usa.o
ita.jp/soshi
ki/19/1815
0.html

2

宇佐市農業後継者育成支援事業

・市内に住所を有する者の子弟で次
に挙げるもの

（１）大分県立農業大学校に在学す
る者で、卒業後は宇佐市内において
農業の後継者となるもの
（２）本人及びその保護者が農業後
継者となることを確約できるもの

・大分県立農業大学校に在学する
間、1年度につき1度、50,000円を補
助する

随時 - 農政課
0978－32
－1111内

線436

なし
毎年本人
に直接案
内を出して
いる

-

宇佐市興農会農業後継者育成支援事業
※宇佐市興農会＝基金

・宇佐市農業後継者育成支援事業
の補助対象となるもの

・大分県立農業大学校に在学する
間、1年度につき1度、50,000円を補
助する

随時 - 農政課
0978－32
－1111内

線436

なし
毎年本人
に直接案
内を出して
いる

-

宇佐市

大分味一ねぎトレーニングファーム

・概ね40歳以下であること
・研修修了後、宇佐市内に小ねぎで
就農し定住すること
・2～3年間の生活資金を有している
こと
・研修期間中、傷害保険に自ら加入
すること
・普通自動車第1種免許を有してい
ること
・事前に短期研修（5日程度）の受講
が可能であること

・研修内容：①実地研修②座学研修
③部会研修
・研修場所：大分味一ねぎトレーニン
グファーム（宇佐市大字中敷田）

※研修期間中は、要件を満たせば、
青年就農給付金（準備型）を活用で
きる場合があります。

要問い合
わせ

豊後高田市

宇佐市 宇佐市ぶどうの学校

・概ね42歳以下であること
・研修修了後、宇佐市内にぶどうで
就農し定住すること
・2～3年間の生活資金を有している
こと
・研修期間中、傷害保険に自ら加入
すること
・普通自動車第1種免許を有してい
ること
・事前に短期研修（5日程度）の受講
が可能であること

・研修内容：①実地研修②座学研修
③部会研修
・研修場所：あじむ農業公社又はJA
安心院事業部ぶどう部会員の圃場

※研修期間中は、要件を満たせば、
青年就農給付金（準備型）を活用で
きる場合があります。

随時

2組以内 農政課
0978－32
－1111内
線436

http://ww
w.city.usa.o
ita.jp/soshi
ki/19/1700
5.html

2

3組以内 農政課
0978－32
－1111内
線436

http://ww
w.city.usa.o
ita.jp/soshi
ki/19/1815
0.html

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

宮崎県

宮崎市

 新規就農者生産基盤支援事業

対象者：認定就農者または認定農
業者

 条件：就農2年以内（2年度分）

機械導入に対する助成：経営開始
時に必要な機械購入費の1/3を助
成（上限事業費は200万円）

施設整備に対する助成：JAリース事
業による施設の導入に対し、リース
料の1/2を助成（5年間）

平成27年
6月24日
まで

予算の範
囲内

農政部
農政企画
課

0985-21-
1785

15nousei@
city.miyaza
ki.miyazaki.
jp

4

新規就農者研修支援事業
対象者：JA出資型法人及びそこで
農業研修を行う研修生

【新規就農研修生受入助成】
対象者：JA出資型法人において農
業研修を行う研修生に対し、生活費
を助成（10万円/月 　市5万円、JA5
万円）
※青年就農給付金準備型の対象者
は除く

【新規就農研修生指導者助成】
対象：研修講師の人件費助成

平成27年
4月1日か
ら5月29
日まで

１０名程
度

農政部
農政企画
課

0985-21-
1785

15nousei@
city.miyaza
ki.miyazaki.
jp

2,3

新規就農者中古ハウス再利用支援事業
対象者：認定新規就農者（認定就農

者）

中古ハウス再利用に対する助成：中
古ハウス再利用に必要な解体、移
設、補修費用の1/2以内を助成（基

準事業費2,100千円/10ａ）

平成27年
6月24日

まで
※年度途
中の場

合、要相
談

予算の範
囲内

農政部農
政企画課

0985-21-
1785

15nousei@
city.miyaza
ki.miyazaki.

jp

4

都城市 新規就農者確保・育成・支援事業

【対象要件】新規学卒者、離職者等
で就農を希望する者。または県内外
の新規参入者（非農家）で、原則とし
て公的機関等で基礎的な研修を受
けた者。
　

【概　    要】ＪＡ都城が行う研修事業
の研修生への研修費助成。
【助 成 額 】１２万円以内／月（この
うち、１／４を都城市が助成）
【研修期間】１年間
【研修内容】体験研修（１か月程度）
と本研修の２段階とし、研修生の資
質ならびに習熟度に応じて研修内
容を決定する。

毎年５月
末（予定）

２人
都城市
農政部
農政課

0986-23-
2768

info@city.m
iyakonojo.
miyazaki.jp

3

延岡市 新規就農者研修助成事業

①研修終了後、３年以内に市内で
就農することが確実な者
②原則として、５５歳以下の者
③研修期間が６ヶ月以上、１年以内
の者
④市税等の滞納のない者

※申込み希望がなされた場合、ＪＡ
において面接審査が行われた後、
担い手協議会での協議を経て合否
が決定される。

（事業内容）
・地域農業を担う人材を確保・育成
するため、JAが就農希望者へ農業
技術の研修を行うことに対しその費
用を助成するもの。

（補助先）延岡農業協同組合

（研修期間）最長１年間（4月～翌3
月）

（助成費用）
120,000円（一人当たりの事業費）×
１２ヶ月　×　２名　＝　2,880,000円

（助成機関）延岡市・JA中央会・JA
延岡・農業振興公社それぞれ１/４
助成する。→　720,000円(市助成額)

１月～２
月
※年度途
中の場
合、要相
談

２名
ＪＡ延岡
地域営農
振興課

（０９８２）
２３－１８
９１

3

http://ww
w.ja-
nobeoka.or.
jp/

1,2,3

小林市 新規就農者支援事業費補助
・新規参入希望者で、本市で就農す
ることが確実な者。
・6ヶ月以上の研修を行う者。

就農ための6ヶ月以上1年以内の研
修等に要する経費に補助を行う。
予算の定めるところにより、みやざき
農業実践塾等の研修に要する費用
に対し
補助を行う。ただし、補助限度額36
万円

― ―
農業振興
課

0984-23-
0300

K_nourin@c
ity.kobayas
hi.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

　西都市 西都市農業実践研修支援事業

西都市外出身で、次に掲げる要件
を全て満たす者の中から、面接等に
より対象者を決定する。
・農業者を育成する機関（農業実践
塾等）において、概ね１年間基礎、
専門知識及び栽培技術を修得した
者
・西都市の先進農家において実践
的な研修を連続して半年以上受け
る者
・研修期間中から西都市に定住し、
且つ、当該研修終了後は西都市で
農業経営を開始することが確実に
見込まれる者
・普通自動車運転免許を有する者

研修期間中の生活費の助成として、
以下のとおり支給する。
・助 成 額：研修期間１月当たり３万
円
・助成方法：３か月毎に支給
・助成期間：１年間（最長）

特に定め
なし

　若干名 農政課
0983-32-
1004

― 3

先進農家等受入研修業務
延長支援事業 (公社支援制度拡充型)

当該研修を受ける研修生及び受入
先進農家等は次に掲げる要件を全
て備えた者とする。
①研修生
(ｱ)就農に意欲と情熱を持ち、えびの
市内定住し、かつ農業に従事するこ
とが見込まれる者(農業法人への就
農を含む)
(ｲ)研修期間中は受入先進農家等の
指示に従うとともに、研修で知り得た
秘密について、これを漏らさないこ
と。
②受入先進農家等
県農業振興公社が行う先進農家等
受入研修業務の要件に合致するこ
と。

県農業振興公社が行う先進農家等
受入研修業務の支援を受ける研修
生と受入先進農家等が支援期間の
延長をえびの市に申し出た場合にも
その延長期間に対して、えびの市が
独自に指導謝金等の支援を行う。
※概ね１単位を1ヶ月とする。1単位
期間中の研修日数は、10日以上と
する。
公社支援分 1単位～6単位　6単位
×48,000円＝288,000円
市拡充支援分 7単位目～12単位　6
単位×48,000円＝288,000円
※原則として1単位から12単位まで
は連続した研修であること。
※延長の限度を7単位目～12単位
までとする。(半年延長)

通年 １人程度
えびの市
畜産農政
課

0984-35-
1111

http://ww
w.ebino-
syunou.jp/

http://ww
w.ebino-
syunou.jp/

6

農作業体験サポーター事業(公社支援制
度拡充型)

農作業体験サポーター
○先進農家
○農業法人等

市外の農作業体験希望者の成人を
受け入れて、基礎的な知識・技術に
関する指導・助言を行う農作業体験
サポーター(先進農家等)に対して指
導謝金を交付する。
新規就農希望者1名(複数体験者も
同額)
○2日以内：1万円
○1週間以内：2万円
農作業体験期間は、1週間以内とす
る。

通年 各５件
えびの市
畜産農政
課

0984-35-
1111

えびの市

3

新規就農者総合支援事業

○市内在住若しくは移住見込みの
者で、住居等の生活支援を実施。
＜○認定就農者～を削除＞
○年齢要件18歳～55歳まで。
○就農計画（5年間の計画）を作成し
市の認定を受ける。

○新規就農者としてえびの市に認
定された者に、生活・住居支援を行
う。
○月額150,000円/1人×12月＝
1,800,000円　（１年目）
月額100,000円/1人×12月＝
1,200,000円　（2年目）
月額50,000円/1人×12月＝600,000
円　（3年目）

通年 4人
えびの市
畜産農政
課

0984-35-
1111

http://ww
w.ebino-
syunou.jp/

4,9

http://ww
w.ebino-
syunou.jp/

6

就農定着促進振興助成金(公社支援制
度プラスα)

えびの市内に継承資源がある農業
後継者あるいは新規参入者で、えび
の市内での就農を目的として（農業
法人への就職を含む）、農業大学校
又は農業実践塾で研修を受ける者
に対して助成する。
要件①えびの市内に住所を有する
者
要件②実践塾生においては、えび
の市において意見書を書くこと。65
歳未満。

県農業振興公社が行う就農研修資
金（無利子）及びニュー就農奨学金
貸与制度事業（実践塾生分）+α
○公社支援分　農業大学校等：月額
5万円以内（青年：返還期間12年以
内うち据置期間4年）
（中高年：返還期間７年以内うち据
置期間2年）
実践塾生：月額3万円（6ヶ月・12ヶ
月）
○市支援分　農業大学校・実践生と
もに、月額5万円以内の助成
※病気・事故・死亡などの特に認め
る場合を除き、中途で退学した場
合、それまで支給した助成金は全額
返還とする。
※申請は、年度において2回までと
する。
※農業振興公社を利用せず、当該
助成金のみの活用も認める。

通年 ２人
えびの市
畜産農政
課

0984-35-
1111
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

農林水産業後継者育成事業 〈対象者〉
　農林水産業後継者

〈内容〉
　国内外における研修費用の一部
を支援する。

〈助成額〉
○定額
①国内における長期研修　10万円
　（6月以上）
②国外における長期研修　20万円
　（6月以上）
③国外における短期研修　５万円
　（５日以上6月未満）

通年

８名
農業振興
課

0987-72-
1111

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

4

串間市

２名
農業振興
課

0987-72-
1111

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

3

きらり輝く！若い農業者就農促進事業

〈対象者〉
　次の項目全てに該当する者。
①認定新規就農者であること。
②国の給付金と重複受給がないこ
と。
③市内在住者であること。

〈条件〉
　５年以上営農を継続しなかった場
合は、補助金の返還となる。

〈内容〉
　新規就農者や農業後継者が、安
定した農業経営を図るために必要な
経費を補助し、新規就農者の定着を
図る。

〈助成額〉
○補助上限150万円（１回限り）

通年

農業振興
課

0983-33-
6034

http://ww
w.town.shin
tomi.miyaz
aki.jp/

4

川南町 川南町新規就農者支援事業

新規就農者等（ＪＡ尾鈴新規就農者
確保・育成・支援事業実施要領によ
り認定を受けた者）で、国や県から
補助金等（準備型等）を受けていな
いもの

就農のための研修に関する経費
2月～3月
に募集

若干名

新富町 新富町就農支援交付金

交付対象者は、専業農家（法人を含
む。）の後継者（現農業経営者１人
につき交付対象後継者は、１人とす
る。）又は新規就農者（親元から独
立し、主宰権を持っている場合を含
む。）で、次の各号の要件を満たす
ものとする。

（１）　就農時において、年齢が45歳
未満であり、営農への強い意欲を有
していること。
（２）　青年就農給付金（経営開始
型）の助成対象でないこと。
（３）　５年以上の就農期間が見込め
ること。
（４）　就農から１年以上経過してい
ること。
（５）　平成20年４月以降に就農した
者であること。
（６）　新富町に住所を有しているこ
と。
（７）　新規就農者、後継者及び現農
業経営者に町税及び町への納付金
等の滞納がないこと。

就農支援のための交付金である。
交付金の額は、予算の範囲内にお
いて、次の各号のとおり支給する。

（１）　就農時にあっては、50万円を
交付する。
（２）　前号の交付を受けた者が、就
農から５年以内に農業経営に関す
る主宰権を持って、独立・自営・経営
継承したときは、50万円を交付す
る。

通年 予算内

産業推進
課

0983-27-
8011

新規就農

0982
65-1128

新規就農

椎葉村
立体園芸振興用ハウス等設置事業補助
金

年齢要件は無し。村内在住（住民票
あり）の農業者が対象。

農業生産施設（ビニールハウス等）
については、２／３以内の補助。
農業用機械については、１／２以内
の補助。（園芸で使用する機械の
み）
※支援は翌年度

毎年秋頃
特に決
まってい
ない

農林振興
課

0982-67-
3206

http://ww
w.vill.shiiba.
miyazaki.jp
/

9

都農町 新規就農研修事業

新規就農者等（ＪＡ尾鈴新規就農者
確保・育成・支援事業実施要領によ
り認定を受けた者）で、国や県から
補助金等（準備型等）を受けていな
いもの

就農のための研修に関する経費

毎年1月
から2月
（作物に
よって変
動する）

予算の範
囲内

産業振興
課

0983-25-
5721

諸塚村 諸塚村農林業後継者育成支援事業

(１）自営農林家の３０歳未満の
     後継者で支援期間は４０歳
　　　に達した年度まで。
（２）農林業に関わる就労日数が
     年間１５０日以上の者。
（３）自営農林家一戸に一人。
（４）相互の研鑽を図るため、組織
     化に取り組む。

自営農林家の後継者の社会保障関
係掛金の支援を行うことにより、
農林業後継者の自立と定住促進を
図る自営農林家とは雇用関係のな
い家族労働を主体とした農林家とす
る。
　
補足
・農林業を主とした経営（複合経営）
が成り立ち、継続できる者
・自営農林家の後継者で新しく就農
する者。
　但し、定住し、１年を経過した者。
・他の事業の支援を得ている者は対
象外とする。

（１）国民年金保険料年額は、
　　 １０分の６以内
（２）国民健康保険税年額は、
     自営農林家の家族の人数
     で除した額の１０分の６以内

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

新規就農給付金事業

美郷町に住所を有していること。
本人及び世帯員等が町税、国民健
康保険税及び使用料等を滞納して
いないこと。
就農時の年齢が、原則４５歳未満で
あること。
農業経営を開始する者は、研修機
関等において概ね１年かつ概ね１，
２００時間以上の研修を受けている
こと。ただし、平成２４年度以前に農
業経営を開始している者及び認定
農業者等である親等から経営を継
承する者は、この限りでない。
第２の２以外に、原則として生活費
の確保を目的とした国の事業及び
町の他の事業による給付等を受け
ていないこと。
新規就農給付金の返還が生じた場
合の連帯保証人１人を立てられるこ
と。
次のいずれにも該当しないこと
１暴力団
２暴力団員
３暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者
４暴力団又は暴力団員と密接な関
係を有する者

青年就農給付金受給者で独身又は
配偶者を扶養していない者　月額
5,000円（経営開始後3年間）
青年就農給付金受給者で配偶者を
扶養している者　月額25,000円（経
営開始後3年間）
青年就農給付金未受給者で独身又
は配偶者を扶養していない者　月額
130,000円（経営開始後3年間）、月
額125,000円（経営開始後4年目から
2年間）
青年就農給付金未受給者で配偶者
を扶養している者　月額150,000円
（経営開始後3年間）、月額125,000
円（経営開始後4年目から2年間）
認定農業者等である親元に就農し
ていることを町が認めた者で独身又
は配偶者を扶養していない者　月額
30,000円（就農後2年間）
認定農業者等である親元に就農し
ていることを町が認めた者で配偶者
を扶養している者　月額50,000円
（就農後2年間）

町が認めた経営体を引継ぎ就農し
た場合の給付期間については、「経
営開始後３年間」とあるのは「経営
開始後２年間」と、「経営開始後４年
目からの２年間」とあるのは「経営開
始後３年目からの３年間」とする。

随時 ―
農業振興
課

就農準備給付金事業

美郷町に住所を有していること。
本人及び世帯員等が町税、国民健
康保険税及び使用料等を滞納して
いないこと。
就農予定時の年齢が、原則４５歳未
満であり、農業経営者になることに
ついての強い意欲を有しているこ
と。
研修計画が次に掲げる基準に適合
していること。
１就農に向けて必要な技術等を習
得できる研修機関等であると県等が
認めた研修機関等で研修を受ける
こと。
２研修期間が概ね１年かつ概ね年
間１，２００時間以上であり、研修期
間を通して就農に必要な技術や知
識を研修すること。
３先進農家又は先進農業法人（以
下「先進農家等」という。）で研修を
受ける場合にあっては、以下の要件
を満たすこと。
(1)先進農家等の経営主が給付対象
者の親族（３親等以内の者をいう。
以下同じ。）ではないこと。
(2)先進農家等と過去に雇用契約
（短期間のパート、アルバイトは除
く。）を結んでいないこと。
(3)先進農家等が、その技術力、経
営力等から見て、研修先として適切
であること。
常勤（週３５時間以上で継続的に労
働するものをいう。以下同じ。）の雇
用契約を締結していないこと。
原則として生活費の確保を目的とし
た国の他の事業による給付等を受
けていないこと。
就農準備給付金の返還が生じた場
合の連帯保証人１人を立てられるこ
と。
次のいずれにも該当しないこと
１暴力団（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２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ）
２暴力団員（同法第２条第６号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。）
３暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者
４暴力団又は暴力団員と密接な関
係を有する者

給付額
青年就農給付金（準備型）受給者で
配偶者を扶養している者　月額２５，
０００円
新規就農者確保育成支援事業補助
金受給者で配偶者を扶養している
者　月額３０，０００円
新規就農者確保育成支援事業補助
金受給者で配偶者を扶養していな
い者　月額５，０００円
青年就農給付金（準備型）及び新規
就農者確保育成支援事業補助金の
受給に至らなかった者で、配偶者を
扶養している者　月額１５０，０００円
青年就農給付金（準備型）及び新規
就農者確保育成支援事業補助金の
受給に至らなかった者で、配偶者を
扶養していない者　月額１２５，０００
円

給付期間　最長2年間

随時 ―

美郷町

0982-66-
3605

http://ww
w.town.miy
azaki-
misato.lg.jp

4

農業振興
課

0982-66-
3605

http://ww
w.town.miy
azaki-
misato.lg.jp

3
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http://ww
w.town.miy
azaki-
misato.lg.jp

4,7美郷町 新規就農基盤整備対策事業

美郷町に住所を有していること。
本人及び世帯員等が町税、国民健
康保険税及び使用料等を滞納して
いないこと。
独立・自営就農時の年齢が、原則４
５歳未満であること。
就農時又は就農後３年以内である
こと。
研修機関等において、概ね１年かつ
概ね１，２００時間以上の研修を受
けていること。
経営の全部又は一部を継承する場
合は、継承する農業経営に従事して
から５年以内に継承して農業経営を
開始すること。
農業用施設整備事業、林業用施設
整備事業及び機械整備事業にあっ
ては、親等から経営を継承していな
いこと。ただし、親等とは別の経営を
行う場合又は町長が認める場合
は、この限りでない。
新規就農基盤整備対策事業補助金
の返還が生じた場合の連帯保証人
１人を立てられること。

農地を賃借する場合は、賃借料を５
年間補助（補助率1/3以内）
農業用施設を整備する場合の事業
費を補助（事業費の2/3以内、限度
額2,000万円）
農業用施設を整備する場合で、JA
リース事業を活用する場合はリース
料を補助（補助率2/5以内）
農業用施設を整備する場合で、農
業振興基金等を活用する場合は、
償還金を補助（補助率2/5以内）
林業用施設を整備する場合の事業
費を補助（事業費4/5以内、限度額
2,000万円）
20万円以上の機械を整備する場合
の事業費を補助（補助率2/3以内、
限度額1,000万円）
苗木（永年性）、椎茸原木、種駒の
購入費の補助（補助率2/3以内）
繁殖素牛の導入費の補助（補助率
35％以内、限度額35万円）

随時
特に決
まってい
ない

農業振興
課

0982-66-
3605
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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

新規就農支援事業

・市内に住所を有すること
・年令が50歳以下の者
・指定する就農計画の認定を受けた
者
・日置市内で継続して就農すること
・概ね500万円以上の自己資金があ
ること

○研修期間（２年を限度）、次の支
援金を研修職員給与として支給す
る。
・単身者（月額）12万円
・夫婦（月額）18万円
○研修期間中、家賃を払っている場
合月額15,000円を限度として支給す
る。

随時 若干名

農林水産
課

日置市農
業公社

099-273-
8870

099-245-
1700

― 3

日置市

日置市農業公社

・市が指定した研修農場で研修する
こと
・市内に住所を有すること
・年令が50歳以下の者
・指定する就農計画の認定を受けた
者
・日置市内で継続して就農すること
・概ね500万円以上の自己資金があ
ること

＜研修作物＞
施設：アスパラガス，ソリダゴ
露地：ソラマメ，ショウガ等
＜研修内容＞
農業公社や指定農場で，研修作物
の栽培管理や農業技術を２年間研
修する。
２年目は，農地の確保や就農計画
の作成など就農準備を行う。

随時 若干名

農林水産
課

日置市農
業公社

099-273-
8870

099-245-
1700

http://ww
w.city.hioki.
kagoshima.j
p/

― ― 9

園芸振興事業 農業者団体

○園芸作物の生産安定と品質向上
を図るためビニールハウス等の施
設設置経費に対して助成
（補助率）３分の１以内

―
予算の範
囲内

生産流通
課

―

鹿児島市農林漁業振興資金 新規就農者

○新規就農者が，営農を開始する
にあたり必要な資金融資（融資：農
協等，利子補給：市）
　貸付限度額　1,500万円
  償還期間　　15年以内
（うち据置,３年以内）

― ―
農政総務
課

― 4

鹿児島市農林漁業振興資金 市内在住の農業者

○家畜購入・ハウスなどの農業用施
設など営農に必要な資金融資（融
資：農協等、利子補給：市）
貸付限度額　750万円
償還期間　　７年以内
（うち、据置２年以内）

― ―
農政総務
課

― ― 9

新規就農者支援対策事業 新規就農者（要件あり）

○新規就農者の経営開始初期の経
営安定を図るため，生産施設（補強
型ハウス及びビニールハウス）の設
置及び農業機械等の購入補助を行
う。（補助率）４分の３以内（限度額
2,500千円）

―
予算の範
囲内

農政総務
課

― ― 4

新規就農者支援対策事業

・市内に在住し，１８歳から５５歳未
満の方
・研修終了後，本市内で野菜の栽培
に従事し，これを生業とする意欲の
ある方
・鹿児島県が定めた「青年等の就農
促進に関する方針」に基づく認定就
農者となる見込みの方
・研修の全課程に参加可能である方

○基礎研修
　新規に農業に従事しようとする方
に対し，就農に必要な基本的技術
及び知識を習得させるための研修
を，都市農業センターにおいて，３ヶ
月間，栽培に必要な基礎及び実践
的な体験実習を実施

随時 3名
農政総務
課

― ― 2

農政総務
課

099-216-
1334

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

2

新規就農者支援対策事業

・市内に在住する１８歳以上７０歳未
満の方
・本市農業委員会が管理する農地
基本台帳に記載のない方
・事業計画の達成が可能と見込まれ
る方
・就農基本講座を受講できる方
・将来、本市で就農することを目標と
している方

○チャレンジファーマー育成モデル
事業
　新規に農業に従事しようとする方
に対して、小規模な面積から経験を
積ませて、将来の本格的な就農に
つなげるもの

随時 5名
農政総務
課

― ― 2

鹿児島県

鹿児島市

新規就農者支援対策事業
就農を希望する１８歳以上７０歳未
満の方

○農業体験講座
　仕事をしながら，新規に農業に従
事しようとする方に対して，農業につ
いての知識や技術について都市農
業センターにおいて，１日間の講座
を開催

年4回 20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

9

農業後継者対策事業

・農業経営の規模が30a以上ある者
（農業経営の規模が30a未満であっ
ても，施設園芸又は畜産経営を行っ
ている者は可）
・市内に居住し，農業経営者として
農業に専従する者

農業後継者の結婚に対し，祝金（５
万円）を贈る

結婚式の
１０日前
までに農
業委員会
に届出

対象者数
による

農業委員
会振興係

TEL ：
0993-22-
2111

― 9

指宿市

農業後継者支援事業

・指宿市内に住所を有し，新たに専
業として就農した者
・就農時40歳以下の者
・就農後1年経過した者

１人当たり５万円の奨励金を支給す
る

年１回対
象者に通
知

対象者数
による

農政課担
い手支援
係

TEL ：
0993-22-
2111

―

4

枕崎市 農業人材育成事業

枕崎市内に住所を有し（又は有する
ことが見込まれ），市内で就農を希
望するもので農業従事日数が年間
150日以上見込まれ，申請時点で18
歳以上50歳以下であること。

○ファームサラリーの支援
　・新規参入者（研修）：月額15万円
（12ヶ月を基本とし24ヶ月を限度とす
る）
　・就農後継者：年額12万円
　　（祝い金といて一括払い）
　・新規参入者：単身：月額15万円，
夫婦：月額20万円（12ヶ月を限度と
する）

支援終了後5年間就農した場合，返
還免除

随時 制限なし

枕崎市農
政課（特
産振興
係）

TEL：
0993-72-
1111（内
線333）

― 3，4

十島村 十島村就業者育成奨励金事業
・転入日から2年経過しない者
・満56歳未満の者

十島村内において、農林水産業等
に従事した日数に応じて奨励金交
付

後継者及び新規参入者（最大5年
間）
単身従事・・1日5千円～7千円以内
家族従事・・1日8千円～1万円以内

体験希望者（2か月限度）
単身従事・・3千円以内
家族従事・・5千円以内

随時 若干名

十島村地
域振興課
定住対策
室

099-222-
2101

http://ww
w.tokara.jp
/

農政課
0996-33ｰ
5635

http://ww
w.city.ichiki
kushikino.lg
.jp/

4

三島村 定住促進対策事業
・定住申込書を受理した日に、世帯
の代表者が年齢55歳以下の者。

〇支度金として、フェリーみしまの航
送料か、100,000円のいずれか低い
額を支給〇報償として50万円又は
子牛1頭を支給〇助成金として、①
一人世帯月額85,000円以内、②2人
世帯（配偶者を含む）月額100,000円
以内、③第1子は20,000円、第2子か
ら一人につき10,000円を加算する

随時 無制限

いちき串木
野市

新規就農者支援金

・新たに専業的に就農した者で，販
売農家（経営面積が３０a以上又は，
農畜産物販売金額が５０万円以上
の農家）である者
・市内に住所を有し，かつ，生活の
根拠を有する者であって，おおむね
５５歳以下である者。
・実践的な農業経営を１年以上経験
し，今後も継続的に就農する意思が
ある者。

 1人につき１回限り，支援金50万円
を給付する。ただし、夫婦ともに就農
する場合（共同経営者であることが
明確である場合）は、夫婦あわせて
75万を給付する。

特に定め
なし

予算の範
囲内
※H27
は，3名分
を予算計
上

定住促進
課

099-222-
3141

http://mis
himamura.c
om/

9

4

新規就農者住宅改装費支援事業

・新規就農者が居住を希望する借
家及び収得した家屋
・借家の場合，所有者の承諾と5年
以上の賃貸契約

住宅の改装経費の内100万円を限
度として助成する。

随時 若干名

農林水産
課

日置市農
業公社

099-273-
8870

099-245-
1700

― 8

日置市

農業後継者支援金

・市内に住所を有すること
・年令が50歳以下の者
・指定する就農計画の認定を受けた
者
・日置市内で継続して就農すること

○就農祝金50万円を交付する
○１年間を限度に支援金を交付する
（市内経営基盤のある者）
　・新規学卒者：月額10万円
　・Ｕターン者：単身：月額10万円、夫
婦：月額15万円

随時 若干名

農林水産
課

日置市農
業公社

099-273-
8870

099-245-
1700

―
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薩摩川内市

2,3

薩摩川内
市農政課
営農指導
グループ

農政課営
農指導グ
ループ：
0996-23-
5111

― 4

新規就農支援資金

 (対象者) 農業公社研修生
 (条件)
 ・本市に住所を有すること。（畜産研
修においてはこの限りでない。）
 ・研修終了後，本市において5年以
上就農すること
 ・生活費の確保を目的とした国の事
業による給付等を受けていないこと

研修手当の支給
・年額150万円以内を支給
・最長18ヶ月支給

― ―

薩摩川内
市農業公
社
薩摩川内
市農政課
  営農指
導グルー
プ

産地農業後継者支援事業

・本市に住所を有すること。
・事業年度において55歳以下の認
定農業者，または認定農業者を目
指すもの(新規就農者については，7
年以内に認定農業者を目指すもの)
・農業機械，農業施設の申請は，事
業実施後2カ年は申請出来ないもの
とする。

本市農業の後継者として，産業を
担っていく農業者に対して，経営支
援を行い，永続的な農業が展開でき
る基盤を構築する。
＜事業メニュー＞
農業機械，農業施設，優良種苗，小
規模基盤整備

事業実施
前年の８
月

―

公社：
0996-44-
3140
農政課
営農指導
グループ
 ：0996-
23-5111

― 3

南九州市

新規参入者就農支援事業

・南九州市頴娃農業開発研修セン
ターで研修する者。
・義務教育を終了した者で，農業で
自立しようとする意欲のある原則45
歳未満の健康な男女で，研修終了
後は市内で農業に従事する者。
・新規就農者は500万円以上の自己
資金を有すること。

― 2,3,9

新規就農者育成確保対策事業

・市内に居住し，住所を有する者
・年間農業従事日数が200日以上
・申請時点で50歳以下
・研修は南九州市頴娃農業開発研
修センター，南九州市農業公社及び
JAグリーンファームに限る。

○新規就農者
後継者  ：300,000円(一括支給)
新規参入：単身：月額50,000円(1年
間)
夫婦：月額80,000円(1年間)

○新規研修者(2年間) 月額35,000円
＊新規研修については，南九州市
頴娃農業　開発研修センター，南九
州市農業公社及び　JAｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ
等が月額80,000円を負担する。

○南さつま農協管内は上記以外に
下記金額を追加する。
新規就農者（1年間）
後継者  ：小農具
新規参入：単身：月額35,000円(1年
間)
夫婦：月額60,000円(1年間)

通年 特になし

南九州市
農政課
経営体育
成係

TEL：
0993-36-
1111（内
線3240）

―

＜研修作物＞施設野菜・施設花き
＜研修期間＞２年
＜内容＞頴娃農業開発センターに
おいて，野菜・切り花農家として自立
できるように栽培技術等を研修す
る。

・「新規就農者育成確保対策事業」
の新規就農者の助成金対象

・研修期間中研修手当有り
 (南九州市農業後継者育成協議会
より支給）

随時 特になし

南九州市
頴娃農業
開発修セ
ンター

TEL ：
0993-38-
2881

―

2、3、4

南さつま市農村農業人材育成確保事業

　南さつま市加世田、笠沙、大浦、
坊津地区に居住又は居住しようとす
る者。申請時において満50歳未満
で、年間農業従事日数が150日以上
見込まれること。
◇新規参入者：新たに農業に従事
するようになった者
◇農業後継者：親の経営を引き継ぐ
ため、新たに農業に従事するように
なった者

◇新規参入者
　「ファームサラリーの支給」
　支給期間：１年（研修を必要　　と
する場合は２年）
　　研修期間中　月額15万円
　　単身で就農　月額7万円
　　夫婦で就農　月額12万円
◇農業後継者
　「就農一時金の支給」
　　単身で就農　24万円
　　夫婦で就農　36万円
　　（上記金額のうち6万円は、相当
額の小農機具）

通年 特になし

南さつま
市農林振
興課
農政係

TEL：
0993-53-
2111（内
線6275・
6276）

― 3、4

3,4

農業後継者等育成事業

・公益社団法人南九州市農業公社
で研修する者
・南九州市で農業経営を希望する農
業後継者及び新規就農者等
・研修期間2年
・研修中も研修後も市内に居住し，
住所を有する者で，市内で新規に農
業に従事できる50歳未満で健康な
者

＜研修作物＞
クルクマ，その他花き
＜期間＞　原則２年
＜内容＞　研修施設で生産技術や
経営管理技術を学ぶ。
＜生活支援＞
・「新規就農者育成確保対策事業」
の助成金対象（区分：新規研修者）
住宅　空き家，農家住宅等の斡旋

平成27年
10月末日
まで

若干名

公益社団
法人
南九州市
農業公社

TEL：
0993-56-
1111 (内
線4259)

南さつま市

（公社）南さつま市農業公社農業担い手
育成研修事業

　農業で自立しようとする意思と能
力を備えている者で、南さつま市農
業公社での研修後も引き続き、南さ
つま市金峰地区に居住する者。
・概ね50歳未満の者
・独身者は概ね35歳以下の者
◇新規参入者：農業外の仕事に従
事していた者が新たに就農すること
◇新規就農者：新規学卒者（就学し
ていた者が新たに就農すること）、Ｕ
ターン者（他産業に従事していた農
業後継者）

研修期間及び手当
◇新規参入者　2年
　独身及び単身研修：月額10万円
　夫婦研修：月額15万円
◇新規就農者　1年
　独身研修：6万円
◇その他
　住宅・農地の斡旋

通年 特になし

公益社団
法人南さ
つま市農
業公社

TEL：
0993-77-
3811

―
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農林漁業後継者確保育成事業
（農林漁業就業者激励金）

・40歳以下で出水市内に住所を有す
る者
・主に農林漁業に従事する経営者
又は後継者
・就業後2箇年を経過した者

○激励金：5万円（1回限り）
年１回対
象者に通
知

対象者数
による

出水市
農政課
農業振興
係

 TEL：
0996-82-
5424

― 9

2,3

出水市

新規就農者支援対策事業

・50歳未満で出水市内に住所を有す
る者
・研修終了後５年間は就農する者

○研修生の受け入れ（鹿児島いず
み農協アグリセンター）
・研修期間：１年間
・研修作物：施設野菜等
（ミニトマト等を予定）
・募集人員：２人

○研修手当
・研修期間１年間の支援措置
・研修生１人当たり月額15万円

5月１日
～5月15
日

２人

出水市産
業振興部
 農政課
農業振興
係
鹿児島い
ずみ農業
協同組合
園芸農産
指導課

 TEL：
0996-82-
5424
 TEL：
0996-64-
2630（内
線242）

―

2

新規就農者支援対策事業

・50歳未満で阿久根市内に住所を
有する者
・研修終了後５年間は就農する者

○研修生の受け入れ（鹿児島いず
み農協アグリセンター）
・研修期間：１年間
（平成26年8月～平成27年7月）予定
・研修作物：施設野菜等
（ミニトマト等を予定）
・募集人員：２～３人

○研修手当
・研修期間１年間の支援措置
・研修生１人当たり月額15万円

平成26年
5月１日
～5月15
日

２人

阿久根市
農政課
農政管理
係

鹿児島い
ずみ農業
協同組合
園芸農産
指導課

0996-73-
1211

0996-64-
2630（内
線242）

― 2,3

阿久根市

阿久根市農林業振興センター 阿久根市内で就農する方

＜研修作物＞
園芸作物：豆類，カボチャ，レイシ等
花：キク，グラジオラス等
菌茸類
＜研修内容＞
振興センター内で実証する園芸作
物や花きの栽培管理を通じて就農
に必要な技術や作物について基礎
知識の研修を行う。
また，菌茸類についても研修品目を
中心に研修を行う。

随時 若干名

阿久根市
農政課
農政管理
係

0996-73-
1211

―

― 3

さつま町 フレッシュファーマー育成事業

＜新規就農者補助金＞
 ・本町に定住し、新規に農業経営を
行い， 将来農業経営基盤強化促進
法の規定による農業経営改善計画
の認定を受ける意志がある者。
 ・本町において農業を主な職業と
し、且つ生計の中心として位置づ
け、自己努力と自立経営の意欲を
もって年間200日以上　 農業に専従
する者で，次の要件に該当する者
○新規参入者：18～55歳未満の町
内非農家又は町外出 身者等で本
町に定住し、就農する者
○後継者：親から独立して新たな作
物の経営を開始する者。

＜就農支援資金償還助成補助金＞
国等の研修資金借入者

○新規就農者補助金：毎月５万円を
１年間(12ヶ月)支給する。

○就農支援資金償還助成補助金
国等の研修資金償還金に対して，
償還時（就農５年経過後から）に１/
２以内を助成

随時 若干名

さつま町
役場
担い手支
援室
担い手育
成係

TEL：
0996-53-
1111 (内
線 2427）

― 3,4,9

薩摩川内市 公益社団法人　薩摩川内市農業公社

 ・本市に住所を有すること。（畜産研
修においてはこの限りでない。）
 ・年齢が55歳以下
 ・研修終了後，本市において5年以
上就 農すること

＜研修作物＞
耕種：いちご，らっきょう，ゴーヤー，
ごぼう，やまのいも，きんかん，ぶど
う
畜産
＜期間＞耕種：１８ヶ月以内、畜産：
１２ヶ月
＜内容＞
耕種：１年目基礎研修，栽培研修
（公社ほ場及び農家への派遣研修）
２年目栽培研修（研修生が選択した
作物を主に研修）
畜産：県畜産試験場における研修を
受講

１１月～５
月末

年間５名
以内

薩摩川内
市農業公
社
薩摩川内
市農政課
  営農指
導グルー
プ

公社：
0996-44-
3140
農政課
営農指導
グループ
 ：0996-
23-5111
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2,4

― 4

伊佐市 伊佐農業公社

・農業に意欲がある農業後継者（新
規就農者）等
・研修後，伊佐市に定住し，農業を
主な職業とする見込みの独身者，夫
婦
・自宅農地を所有し，自己資金，生
活資金のある方

＜研修作物＞　ネギ，かぼちゃ，水
田ごぼう等
＜期間＞１～２年間
＜内容＞
・ＪＡ育苗センター内ほ場にて研修
し，振興局伊佐市駐在・農協・先進
農家による指導を受けながら実習を
行う
・農業経営の基礎知識を学ぶ
・県立農大での研修，先進地研修も
実施

通年
予算の範
囲内

伊佐農業
公社

TEL：
0995-22-
5581

伊佐市 新規就農者促進事業

・市内に居住する18才以上65才未
満の新規就農希望者
・研修終了後１年以内に市内に就農
し，5年以上農業に従事すること。
・市の農業政策全般に協力すること

○市の指定する先進農家や農業法
人等において研修を実施する者に
対し月額１０万円を支給する。（但
し、1ｹ月の補助金の10分の8以上
を、人件費として研修生に支払うこ
と）
 
○研修期間は３ヶ月以上１年以内と
し，１ヶ月の研修日数は１５日とす
る。

通年
予算の範
囲内

伊佐市農
政課

TEL：
0995-23-
1311
　(内線
2244)

―

2

霧島市 新規就農者育成支援事業

〇新規参入者
　非農家出身で、農業外の他産業
から農地等の取得により、新たに農
業経営を開始した者又は農家出身
者で農業外の他産業に従事した
後、自ら農地等の取得を行い、新た
に農地経営を開始しようとする者。
〇新規学卒者
　就学していた者で卒業後直ちに就
農した者又は農業大学校の研修終
了後、直ちに就農しようとする者。
〇農業後継者
　次代の農業経営を担う就農候補
者で、経営権を移譲される前の段階
にある農家の後継者。
【交付要件】
・就農計画の認定を受けること。
・就農時の年齢が65歳未満とする。
・滞納が無いこと。

市内の農場等で一定期間実践的な
研修を受講する際に、研修先に支
払う経費（研修費）を助成する。
〇新規参入者
　単身：30,000円（月額）
　夫婦：45,000円（月額）
研修義務は６月以上２年以内とし、
１カ月の研修日数は２０日以上とす
る。
〇新規学卒者：30,000円（月額）
研修義務は６月以上１年以内とし、
１カ月の研修日数は２０日以上とす
る。
〇農業後継者
　単身：30,000円（月額）
　夫婦：45,000円（月額）
研修義務は６月以上１年以内とし、
１カ月の研修日数は２０日以上とす
る。

※研修先へ支払った額が、上記金
額を下回る場合は、実費とする。
※農業後継者の研修先は、親族（三
親等以内の者）でないこと。

随時 １～２名
霧島市農
政畜産課

TEL ：
0995-45-
5111 (内
線 2341）

― 2,3

かごしま有
機生産組合

鹿児島有機農業技術支援センター

・健康で農業実習に耐えられる気
力・体力のある方
・有機農業に関心をもち，有機農業
を志す方
・研修費用月額３万円が必要
・研修時の住宅は，月額２万円で支
援センター内の宿泊施設を利用でき
る

＜研修作物＞
有機農産物　（果菜類，葉茎菜類，
根菜類）
＜研修期間＞
原則として１年間（開始時期，期間
は相談可）
＜実習＞
有機農家の受け容れによる実践実
習，直営農場における実習
＜座学＞
有機農家や有識者による学科，講
習，勉強会等を行う。
＜視察等＞
県内外の有機生産農家を訪問して
の視察，実習を行う。

随時 １０名

鹿児島有
機農業技
術支援セ
ンター

0995-73-
3511

http://kofa
.jp/

姶良市 姶良市新規就農者奨励金交付事業

就農した日から１年以内に新規就農
奨励給申請書を提出した農業者が
対象
[基本的要件]
・姶良市に住所があり、住んでいる
こと
・姶良市内の農地において農業を営
むこと
・申請時において農業従事責任者
が50歳以下であること。夫婦で就農
する場合は  いずれか一方が50歳
以下であること。
・年間250日以上の就農日数が見込
まれること。
・主たる生計が、農業収入であるこ
と。
・経営状況について報告を求められ
た場合は、その内容を速やかに報
告できること
・支給開始日から５年間以上農業に
従事すること。
・姶良市農業施策全般に関して協力
的であること。

【支給開始から５年以内に次の要件

【新規参入農業者】
○「就農奨励金」
１人（夫婦１組）につき２０万円
○「営農奨励金」
１人につき月額５万円（夫婦で就農
した場合は１組につき１０万円）
ア：普通栽培農家２４ヶ月以内
イ：有機栽培農家３６ヶ月以内

【新規後継農業者】
○「後継奨励金」
１人（夫婦１組）につき３０万円

※就農奨励金と後継奨励金は、決
定後１回の支払い
※営農奨励金については、支給期
間中に毎月の支払い
※支給決定取消、奨励金の全部又
は一部返還の規定があります。

6月・11月 5名程度 農政課
０９９５－
５２－１２
１１

― ４，９
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新規就農者就農支援事業

・鹿屋市内に居住し、または今後、
鹿屋市内に居住し、中核的農業者と
なり得る者
・18歳以上概ね50歳未満の者
・研修修了後直ちに就農する者

【事業項目】
○農業研修資金
　新たに就農しようとする者に対し、
市長が適当と認めた生産組織等で
行う就農のための農業研修に必要
な生活資金を助成する。
○研修受入支援資金
　上記の研修生を受入れる認定農
業者の生産組織等に研修にかかる
費用の一部を助成する。

○農業研修資金助成事業（原則１
年間）
　生産組織等で農業研修を行う研修
生に月額15万円（夫婦20万円）を助
成。
○研修受入支援資金助成事業
　上記の研修を受入れる生産組織
等に、月額２万円を助成。

随時
予算の定
める範囲
内

農林商工
部
農林水産
課
経営支援
係

0994－31
－1117

― 3

（公財）鹿屋市農業公社研修事業

・農業で自立しようとする意欲があ
り、研修中及び研修後も輝北地区に
居住し、引き続き農業に従事できる
概ね50歳未満の者。

○研修生の受入れ
　研修期間：２年間
　研修作目：施設菊（スプレーギク）
　栽培面積：10ａ（１人あたり）
○生活保障
　研修期２年間の支援措置
　研修生一人当たり月額15万円
（扶養家族がある場合、25万円）

随時 ３名程度

①（公財）
鹿屋市農
業公社
②輝北総
合支所産
業建設課

①099－
485－
1703
②099－
486－
1111
　（内線
2603）

― 3

曽於市 新規就農者支援対策事業

・市内に居住し、市内に経営の基盤
を有する者。
・年齢18歳以上55歳以下の者。
・支援終了後５年以上就農できる者

就農後２年以内の方を対象に実態
に応じて月額5～15万円の補助金を
２年間交付する。
○親等の経営基盤を全く引き継が
ず、単身で就農し新規経営する者：
月額10万円
○親等の経営基盤を全く引き継が
ず、夫婦で就農し新規経営する者：
月額15万円
○親等の経営基盤を引き継ぎなが
ら、単身就農し規模拡大及び経営
改善を行う者：月額５万円
○親等の経営基盤を引き継ぎなが
ら夫婦で就農し規模拡大及び経営
改善を行う者：月額７万円

随時 無制限 経済課
0986-76-
8808

― 4

(公財)志布志市農業公社研修等事業

・農業に対する固い意志と意欲があ
る農業後継者や新規就農者等
・概ね45歳未満の既婚者
・研修終了後も本市に居住・就農で
きる者

○研修生の受け入れ
・研修期間：２年間
・研修作物：ピーマン
・栽培面積：ピーマン(15a/１人当た
り）
・募集人数：３組６名（毎年）

○生活保障（１年目）
・研修生１人当たり　月額150,000円
・夫婦研修の場合　　月額250,000円
（２年目は、独自経営方式研修）
・住宅助成制度有り
○その他
・住宅等：研修宿泊棟・就農住宅完
備
・機械施設等：研修中機械施設等貸

随時 ３組６名

①(公財)
志布志市
農業公社
②農政課

①099-
475-2290
②099-
474-1111
（内線
425）

― 2,3

新規就農支援金

・平成24年4月1日以後に新たに専
業的に就農した者（自営農業就農者
及び新たに農業経営を開始した経
営の責任者に限る。）で、次の各号
のいずれにも該当するもの（新規就
農支援金の交付は、同一の者につ
いて1回に限るものとする。）
(1)　市内に住所を有し、かつ、市内
に農業の基盤の8割以上が存する
者
(2)　就農後1年を経過し、今後とも継
続して農業に従事する意思があると
認められる者
(3)　就農の日において年齢が50歳
未満の者
(4)　青年就農給付金（経営開始型）
事業補助金及び鹿児島県農業後継
者育成基金事業のうち就農資金助
成事業の対象とされない者

 ・支援金50万円を給付する。 随時 若干名 農政課
099-474-
1111（内
線425）

― 9

鹿屋市

志布志市
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錦江町 新規就農者農業生産対策事業

・新規就農者で，販売を目的として
町内で新たに新たに農業を営む者
で申請時に45歳未満の者
・就農後３年以内で，事業導入後５
年以上就農できる者
・町税等の滞納がないもの
・軽トラック等の農業生産以外と併
用できるものは対象外
・過去に補助事業等で導入した施設
や機械の買換も対象外

○農業生産に必要な施設または機
械の導入
　・事業費の１／２以内，限度額200
　　万円

随時
予算の範
囲内

産業振興
課　生産
振興チー
ム

0994-22-
3036

― 4

大崎町 大崎町新規就農者支援事業

・自立を希望し，就農意欲が高いと
認められる者
・大崎町に居住し，就農計画に基づ
き一定規模の農地又は施設等の保
有予定者で，中核的農業経営専従
者となりうる者。
・就農研修資金について，先進農家
等の経営主が研修者の親族（２親
等以内の者）ではないこと。
・補助金の支給を受けた認定者は５
年間は離農できない。
・同様の国庫事業補助を受けた場
合，若しくは受ける予定がある場合
は，重複申請出来ない。
・新規学卒者
・新規参入者（概ね45歳以下）
・Ｕターン者（概ね45歳以下）

・新規学卒者等補助金　20万円（一
時金）
・受入農家補助金　月額5万円（最高
24月）
・新規参入者補助金　100万円（一時
金）
・就農研修資金補助金
　　町外出身者が町内の先進農家
で　研修した場合及び町内外出身
者が町外先進農家で研修し，大崎
町で就農した場合は，研修資金月
額100,000円を補助（自宅からの研
修は除外する）する。
　　町内外出身者が自宅に居住し，
先進農家で研修し，大崎町で就農し
た場合は，研修資金月額50,000円を
補助する。

随時
予算の範
囲内

農林振興
課　営農
推進室

099-476-
1111

http://ww
w.town.kag
oshima-
osaki.lg.jp/

3,4,6

東串良町 新規就農者農業生産対策事業

①町内に住所を有し、かつ居住して
おり、今後とも引き続き居住する者
②就農してから３年以内の者で、申
請時において５０歳未満の者。
③専ら農業に従事し、今後とも積極
的に農産物の生産に取り組む意思
があること。（当該事業導入後、５年
間は必ず就農すること）
④町長が本町の農業を支える担い
手になると認めていること。

その者の農業生産に必要不可欠な
施設及び機械の導入費用の３分の
１の補助。（上限５０万円）

特になし
予算の範
囲内

経済課
0994-63-
3123

― 4

南大隅町農業者入植促進事業補助金

町内在住にて農業経営従事者とな
り得る概ね６０歳までの者で、当該
年４月１日現在を基準に３年以内に
就農した者

経営基盤・生活基盤の有無、単身若
しくは世帯の区分において、８区分
の認定により月額４万～１１万円の
補助を行う。

随時
予算の範
囲内

経済課
農政係

0994-24-
3128

http://ww
w.town.min
amiosumi.lg
.jp/

9

南大隅町第１次産業成長化支援事業

(1)認定農業者
(2)認定新規就農者
(3)林業担い手
(4)漁業担い手
(5)設立後1年未満の法人

(1)　産業振興支援事業
・国県事業　　5%以内
・単独事業　10%以内
・認定新規就農者等　15%以内

　ただし、事業費100万円以上
　補助金上限は、500万円

随時
予算の範
囲内

経済課
産業振興
第１係

0994-24-
3128

http://ww
w.town.min
amiosumi.lg
.jp/

9

南大隅町第１次産業成長化支援事業

(1)認定農業者
(2)認定新規就農者
(3)林業担い手
(4)漁業担い手
(5)設立後1年未満の法人

(2)　産業支援リーダー養成事業
　対象者の実施する研修、育成に対
して予算の範囲内において助成。

随時
予算の範
囲内

経済課
産業振興
第１係

0994-24-
3128

http://ww
w.town.min
amiosumi.lg
.jp/

3

新規就農者育成事業
（経済連トレーニングセンター）

・農業に意欲がある農業後継者（新
規就農者）等
・肝付町に定住し，農業を主な職業
とする見込みの独身者，夫婦
・概ね50歳未満の者。

○研修生の受入れ
　研修期間：２年間
　研修作目：施設野菜
　　　　　　　　（カラーピーマン）
　栽培面積：1５ａ（１戸あたり）
○生活保障
　研修期２年間の支援措置
　研修生一戸当たり月額15万円
　　　　　　　　（夫婦場合、25万円）
　家賃助成家賃の1/3補助
　　　　　　　　　　（上限13,000円/月）

定期 ３組６名
農業振興
課

0994-65-
8417

― ２，３

一般財団法人　肝付町農業振興セン
ター

・研修開始日において、原則43歳未
満
・町内に住所を有する者
・研修終了後、引き続き5年以上町
内に住所を有し、かつ、町内におい
て農業に従事すると認められる者。

○研修生の受入れ
　研修期間：２年間
　研修作目：施設野菜・露地野菜
　　　　（ジャンボインゲン・ゴボウ）
○生活保障
　研修期２年間の支援措置
　研修生一戸当たり月額15万円
　　　　　　　　（夫婦場合、25万円）
　家賃助成家賃の1/3補助
　　　　　　　　　　（上限13,000円/月）
　通勤手当有り

随時
夫婦3組
単身3名

振興セン
ター

0994-65-
2514

― ２，３

南大隅町

肝付町
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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

新規就農定着促進事業

・青年就農給付金（経営開始型）対
象者で就農１年目（初期投資）であ
ること。または，認定就農者（認定新
規就農者）であり就農１年目（初期
投資）であること。

新規就農者等の早期経営安定のた
めの農業用機械・施設導入補助
（取得価格の１/２助成（50万円上
限））

定めなし
予算の範

囲内
農林水産
課農政係

0997-22-
1111（内
線245）

― 4

【新規就農者】

（１）　生活支援として，単身者につ
いては，月15,000円，既婚者につい
ては，月30,000円を12月を限度とし
て支援

（２）　農業機械購入支援として，購
入価格の２分の１以内（40万円を限
度とする。）

（３）　畜産（和牛，乳用牛）経営を行
う者へ家畜購入支援として，購入価
格の２分の１以内（30万円を限度と
する。）

【新規後継者】

（１）　経営管理支援として，パソコン
購入時，購入価格の２分の１以内
（10万円を限度とする。）

（２）　就農者には農業用機械（草払
い機）購入支援として，購入価格の
２分の１以内（５万円を限度とする。）

9

屋久島町農林漁業後継者修学研修資金

屋久島町におけて3年以上在住して
いる農林漁家の子弟で、学校教育
法による農業・林業・漁業に関する
高等学校若しくは大学に修学する者
又は試験研究機関に入所して、修
学研修する者

○月額２１，０００円以内の範囲にお
いて貸与。
　なお、所定の学業を終了した後、
農林漁業後継者として自営経営に
従事した期間が10年以上に達したと
きは、返還の責務免除を受けること
ができる。

随時
予算の範
囲内

農林水産
課技術経
営指導係

0997-43-
5901

http://ww
w.yakushim
a-town.jp/

3.9

屋久島町

農林漁業後継者育成資金

屋久島町に住所を有し、農林漁業に
従事している期間が１年以上あり、
かつ年齢満４５歳以下の者で町長
が農林漁業後継者と認めた者

○資金の種類
1)住宅資金
2)農林漁業機械器具等取得資金
3)構築物造成資金
4)結婚資金
5)種苗購入資金
6)その他町長が必要と認める資金

○貸付限度額：１００万円

― ―
農林水産
課技術経
営指導係

0997-43-
5900

http://ww
w.yakushim
a-town.jp/

南種子町
南種子町新規就農就漁者及び新規後継
者支援対策事業

随時 定め無し
総合農政
課

0997-26-
1111

― 9

農業経営を新たに開始する者で，町
が奨励する作物等の経営に努力が
認められ，就農日数が月16日以上
の者で，向こう５年以上の就農が見
込まれる者

親と違う部門及び親と同一部門の
開始，又は親と同じ部門へ経営参
入し，町が奨励する作物等の規模
拡大及び町が推奨する漁法により，
経営改善に努力が認められ，就農
者については，従事日数が月16日
以上の者で，就農就漁者は，向こう
５年以上の就農就漁が見込まれる
者

①公益社
団法人西
之表市農
業振興公
社
②農林水
産課農政
係

①0997-
22-2121
②0997-
22-1111
（内線
245）

http://ww
w.city.nishi
noomote.ka
goshima.jp/
hb/nougyo
u/einou/da
igaku.html

2

中種子町 農林漁業後継者育成資金貸付事業
町内に住所を有する農家の後継者
であって，結婚が成立し，将来農林
漁業に従事すると町長が認める者

○ 後継者の確保と自立する農家育
成に資する資金として，最高100万
円までを無利子で貸付。

○ 償還期間は，4年間(内据置期間
1年）年賦均等償還(繰上償還可)

通年 若干名

西之表市

西之表市農業振興公社就農支援事業
・西之表市に居住し，研修終了後は
本市において就農すること

１年９ヵ月間の研修において，農業
に必要な知識と技術を習得させる。
豆類や青果用さつまいも等の栽培
技術，農業機械の操作，パソコンの
基本的な操作から農業簿記の記帳
等について研修を実施する。

毎年4月
～5月
（※平成
27年度
は，4月１
日～4月
30日ま
で）

５名以内

農林水産
課

0997-27-
1111（内
線 253）

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

奄美市

農業後継者育成奨学金
農業を専修する学校及び研修施設
に修学卒業後奄美市において農業
に従事する者

○農業専修学校、公立の研究施設
等に修学：月額２万円支給
　なお、所定の学校を修了した後、
市内で引き続き3年以上農業に従事
しないときは返還

特になし
予算の範
囲内

名瀬総合
支所農林
振興課

0997-52-
1111

― 3

(公財)奄美市農業研究センターサポート
事業

・本市において農業に従事できる概
ね18歳～55歳以下の健康な者
・奄美市農業研修事業で1年間の基
礎研修を終了した者

○サポート事業（農業研修終了後2
年間）
人員：6名
期間：8月1日から2年間

○支援内容
 ・ハウスの無償貸付（その他資材は
研修生負担）
 ・堆肥の無償提供
 ・耕耘手数料の免除
 ・小農具の無償貸付。なお，生産物
販売収入は，研修生の収入(助成金
はなし)

― 最大12名

（公財）奄
美市農業
研究セン
ター

0997-54-
9001

―

― 7,9

奄美市農業研修事業

・研修後も本市において農業に従事
できる者
・概ね18歳から55歳以下の健康な
者
・施設園芸新規参入者又は就農希
望者
・自己資金等の条件が整っており、
農地の確保ができる者

○研修期間：約１年間
○研修作物：パッションフルーツ等
の栽培実践研修
○募集人員：46名以内
○研修助成金：日額4,500円支給

1月4日～
3月31日

笠利：4名
以内
名瀬：2名
以内

（公財）奄
美市農業
研究セン
ター

0997-56-
1085
0997-54-
9001

― 2,3

随時 特になし
産業振興
課

0997-69-
4524

ss-
nousei@to
wn.tatsugo.
lg.jp

3

瀬戸内町 町営農支援センター研修事業

　農業で自立しようとする意志を持
ち研修後も本町において農業に従
事できる者
・概ね18歳から60歳以下の健康な
者
・施設園芸新規参入者又は新規就
農希望者

○研修期間：約１年間
○研修作物：パッションフルーツ等
の栽培実践研修
○募集人員：3～5名

4月～5月 3名程度

①農林課
営農畜産
係
②町営農
支援セン
ター

①0997-
72-
1174(直)
②0997-
72-0665

― 2,9

大和村 大和村農林漁業者奨学金

　奨学金の支給を受ける者は，将来
本村において農林漁業に専念しよう
とする者であって，中学校卒業以上
の学力を有し，学業並びに人物が
優秀でかつ，心身共に強健な者。

農林漁業を専修する学校、公立の
研修施設等に修学：月額5,000円支
給

特になし
予算の範
囲内

大和村産
業振興課

0997-57-
2153

3，4，6

喜界町

農業後継者育成事業
義務教育を終了した方で研修修了
後，喜界町において農業に従事でき
る概ね５０歳までの健康な方

（研修）
・研修作物：トマト，カボチャ，キク
・研修期間：1年

（助成）
交付金　月額10万円

概ね６月
頃

予算の範
囲内

農業振興
課

0997-65-
3689

― 2,3

新規畜産育成交付金事業
義務教育を終了した方で研修修了
後，喜界町において農業に従事でき
る概ね５０歳までの健康な方

・町が指定した先進農家での研修。
・研修後、町単事業で牛舎を建て
る。
・研修期間：1年

概ね４月
頃

予算の範
囲内

農業振興
課

0997-65-
3689

― 2,3

龍郷町 新規就農者就農支援資金

・町内居住者で中核的農業者となり
うる者。
・18歳以上50歳未満の就農意欲が
高いと町長が認める者。
・農業研修後直ちに農業に5年以上
従事する者。
・町が推進する各種農業施策に協
力的な者。
・前年度の町税，使用料などが完納
されている者。

（１）農業研修資金：新規就農者が
町長適当と認めた生産組織等で行
う就農のための農業研修に必要な
生活資金に対する助成金を支給す
る。支給日額4,500円（土日祝日を除
く）
（２）就農開始資金：新規就農者が，
農業研修を終了後直ちに就農する
ために必要な経費に対する助成金
を支給する。（50万円以内）

徳之島町

営農支援ハウス事業
・新規就農者
・施設栽培を希望する町民

支援内容
 ・ハウス6棟無償貸付（その他資材
は研修生負担）
期間：概ね1年間
人員：6名

6/23～
7/11

6名
農林水産
課

0997-82-
1111

― 2

園芸施設機械等補助事業
・本町在住者で、本町内において農
業に専念し、地域農業の中核的担
い手となり得る者

・農業生産に必要な施設または機械
の導入・事業費の1/2補助，限度額
10万円

6/23～
7/11

10名
農林水産
課

0997-82-
1111

― 4
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2,3

和泊町 和泊町実験農場研修生制度

・本町に住所を有し，本町内で就農
している者，若しくは就農を希望して
いる者
・年齢は，長期研修生は50歳未満
で，短期研修生は60歳未満の者

・和泊町実験農場において，農業に
関する基礎的技術及び知識の習得
を目的に研修を実施。
・研修期間：長期研修(1年間）
短期研修（1か月程度）
・研修手当：日額4,500円
・長期研修修了後，1年以内でのほ
場等の無償貸与制度あり

長期研
修：1～2
月，7～8
月

短期研修
：随時

5名程度 経済課
0997-84-
3518

― 2,3

天城町 農業研修助成制度
本町在住者で、本町内において農
業に専念し地域農業の中核的担い
手となりうる者

(研修)
・町農業センターにおいて施設園芸
(野菜・果樹・花き)を学ぶ
・研修期間は１年間(８月～翌７月ま
で)

(助成)
・日当支給　4,500円/日
・研修終了後、町研修ハウスを２年
間無償貸与

概ね６月
頃

３名

天城町農
政課
及び天城
町農業セ
ンター

0997-85-
5257

0997-85-
2214

―

310
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