
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

１５名
農業政策
課

０１７２-６
２-１１４４

― 9

青森市移住型新規就農者定着支援事業
補助金

○対象者
青森市移住・就農生活体験プログラ
ム参加者で平成２８年３月下旬まで
に青森市へ移住（住民登録）し、新
規就農する者

○条件等
最低２年間営農継続すること

・移住に伴う引越し費用
　　　　　２００，０００円以内
・移住に伴う交通費　１００千円以内
・住居費　賃貸：月６０，０００円以内
　（敷金礼金はそれぞれ６０千円以
内）
　　　　　　 購入：８４０，０００円以内

随時
予算の範
囲内

農業政策
課

０１７２-６
２-１１４４

― 8,9

青森県

農業政策
課

０１７２-６
２-１１５６

http://ww
w.city.aom
ori.aomori.j
p/nogyo-
seisaku/sa
ngyo-
koyou/san
gyo/nourin
gyou/nouri
ngyou-
info/05.ht
ml

7

青森市農業指導センター研修制度

○対象者
・原則青森市内在住の６５歳未満の
者

※青年就農給付金（準備型）を活用
しながらの研修も可能。希望する場
合は要相談。
・青年就農給付金準備型を活用す
る場合は、就農予定時４５歳未満の
者

新規就農者、農業基礎習得を目指
す者に対して、センター施設での作
物の講習及び実技研修

・研修期間；４月～８月　週２回

・経費：７，０００円（教材・資材費）

４月上旬
野菜10名

花き　5名

青森市農
業指導セ
ンター

新規就農者定着化支援事業

○対象者
・市内に住所を有し市内に就農した
者
・平成２６年度以降に認定を受けた
認定新規就農者で就農後３年度以
内の者

○条件等
・受給期間終了後、受給期間の2倍
以上の期間営農継続すること。
・市税の滞納がないこと。

青年等就農計画の達成に向けた取
組みの経費の一部を助成

補助率　3/10以内
補助上限額　150千円以内

【対象となる取組】
・農地、機械の賃借料
・農地再生経費、簡易整備経費（明
渠、暗渠、井戸、水路整備など）
・機械・施設、資機材の導入経費
・新規作物、新品種導入に係る種苗
費
・加工・販売、販路開拓に要する経
費

随時
予算の範
囲内

０１７-7５
４-３５９６

http://ww
w.city.aom
ori.aomori.j
p/nogyo-
center/san
gyo-
koyou/san
gyo/nourin
gyou/nouri
ngyou-
info/04.ht
ml

2

青森市

青森市移住・就農生活体験事業
○対象者
県外在住で青森市への移住・就農
を考えている方

生産から加工・販売体験や地域の
方々との触れ合いを通じて、移住・
就農を検討する機会を創出・提供。
・体験期間及び回数　2泊3日×3回
を基本
・体験に伴う旅費宿泊費等の支援あ
り
・家族の同行も１回に限り支援（2名
まで）

８月末
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http://ww
w.town.aom
ori-
nanbu.lg.jp/
gov/00000
033/00000
170.html

4

新規就農者定住支援事業（定住促進対
策）

（支援対象者）農地を活用する事を
目的に町内にU・Iターン等をしたも
の（４８歳以上６５歳未満）

（条件）
・町内に居住を有し、交付期間（３
年）終了後、３年以上町内で営農を
継続することが見込まれること
・平成26年9月1日以降に就農した者

新規就農者に対する営農費等の補
助
・交付額：１世帯　、2万円/月
・交付期間：３年間

平成27年
9月1日ま
で

制限なし
南部町農
林課

０１７８-７
６-２３０８

http://ww
w.town.aom
ori-
nanbu.lg.jp/
gov/00000
033/00000
170.html

4

4

南部町

新規学卒就農者支援事業（後継者対策）

（支援対象者）南部町農家出身の新
規学卒者
（条件）
・学校卒業後すぐ就農し､交付期間
（3年）終了後、３年以上町内で営農
を継続することが見込まれること
・１５歳以上・平成26年9月1日以降
に就農した者
・青年就農給付金事業との重複はで
きない。

新規就農者に対する営農費等の補
助
・交付額：１世帯　、3万円/月
・交付期間：３年間

平成27年
9月1日ま
で

制限なし
南部町農
林課

新規就農奨励金交付事業

・平川市に住所を有し、原則として就
農時の年齢が４５歳未満の者。
・認定就農者であること。
・就農計画の認定を受けた日から２
年以内の認定就農者であること。
・市内で農業経営を３年以上継続し
て行う意欲のある者
・世帯に市税等の滞納がない者

・就農開始日の翌日から起算して１
年を経過したとき　 100,000円
・就農開始日の翌日から起算して2
年を経過したとき 　100,000円
・就農開始日の翌日から起算して3
年を経過したとき 　100,000円
※交付は３年を限度とする

随時 ― 農林課

０１７８-７
６-２３０８

http://ww
w.town.aom
ori-
nanbu.lg.jp/
gov/00000
033/00000
170.html

4

新規就農後継者支援事業（後継者対策）

（支援対象者）専ら農業で生計を維
持することを目的に町内にU・Iターン
等をしたもの　（１５歳以上６０歳未
満）
（条件）
・町内に居住を有し、交付期間（３
年）終了後、３年以上町内で営農を
継続することが見込まれること
・平成26年9月1日以降に就農した者
・青年就農給付金事業との重複はで
きない。

新規就農者に対する営農費等の補
助
・交付額：１世帯　、3万円/月
・交付期間：３年間

平成27年
9月1日ま
で

制限なし
南部町農
林課

０１７８-７
６-２３０８

4

新規就農支援事業（農地賃借料）

・平川市に住所を有し、原則として就
農時の年齢が４５歳未満の者。
・認定就農者又は、認定新規就農者
であること。
・市内で農業経営を３年以上継続し
て行う者
・世帯に市税等の滞納がない者

①補助対象経費の実支出額の合計
額
②当該契約により借用し、又は借用
しようとする農地面積に、市が提供
する賃借料平均額を乗じて得た額
※①又は②の少ない金額を補助
・補助金の交付は、連続して３年を
限度とする。
・農地賃借料が生産物の納入による
場合は、本補助金は適用しない。

賃借料補助上限額（10a）
水　田　 １３，０００円
普通畑 　 ５，０００円
樹園地  　５，０００円

随時 ― 農林課
0172-44-
1111

― 7平川市

新規就農者施設等整備事業

・平川市に住所を有し、就農後５年
度以内で、農業経営を３年以上継続
して行う者
・世帯に市税等滞納がない者
・認定新規就農者であること
・申請時の年齢が４５歳以下である
こと

支援対象者が「経営体育成支援事
業」で導入した機械・施設の事業費
（税抜）の１/５を交付する。（上限２，
０００千円）

随時 ― 農林課
0172-44-
1111

―

0172-44-
1111

―
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板柳町新規親元就農者独立促進補助金

①独立・自営就農時の年齢が４５歳
未満の認定新規就農者であること
③親族から経営を継承し、独立・自
営就農を行っていること。
④町が認める人・農地プランに中心
となる経営体として位置づけられて
いること または、農地中間管理機構
から農地を借り受けていること。
⑥交付期間終了後２年以内に親族
の所有する農地の所有権移転を行
うこと。
⑤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。
⑥平成２６年４月以降に農業経営を
開始した者であること ただし、平成
２６年中に農業経営を開始した場合
は平成２６年の総所得（経営開始前
の所得を除く）が２５０万円以下であ
ること。

親族（３親等以内）の経営を継承し、
独立・自営就農をする認定新規就
農者へ、経営移譲等により減少する
就農直後の所得確保のため、最長
２年間、年間７５万円の支援
○支援期間：最長２年間
○支援額：年間７５万円

平成27年
6月5日～
平成27年
8月20日
まで

予算の範
囲内

経済課地
域振興係

6

板柳町

認定新規就農者研修資金補助金

①町で認定した認定新規就農者で
あること。
②青年等就農計画の農業経営開始
日から起算して２年以内の期間にあ
ること。
③町税及び介護保険料または後期
高齢者医療保険料のいずれも滞納
していないこと。

認定新規就農者の農業経営技　術
向上に向けて必要な農業経営技術
と経営手法を習得するための研修
に要する経費を支援

随時
予算の範
囲内

経済課地
域振興係

０１７２－
７３－２１
１１

http://ww
w.town.itay
anagi.aomo
ri.jp/town/
uij-
syuno.html

3

認定新規就農者住宅賃貸借料補助金

①自己の居住のため、町内に借家
を借りている、又は予定であること。
②借家の居住期間が３ヶ月以上で
あること。
③町で認定した認定新規就農者（親
元就農者を除く。）であること。
④町税及び介護保険料または後期
高齢者医療保険料のいずれも滞納
していないこと。

新規就農者が住宅確保のために借
家を借りる際に要する経費を支援

・補助額：家賃月額×１／２（上限２
０，０００円）

支援期間：最長２年間

随時
予算の範
囲内

経済課地
域振興係

０１７２－
７３－２１
１１

http://ww
w.town.itay
anagi.aomo
ri.jp/town/
uij-
syuno.html

9

０１７２－
７３－２１
１１

http://ww
w.town.itay
anagi.aomo
ri.jp/town/
uij-
syuno.html

9

五所川原市
五所川原市新規就農者支援事業
明日の農業者育成事業補助金

研修生が職業としての農業の喜びと
魅力を知り、自らの適性を判断する
ための農業体験の機会を提供する
認定農家及び農業法人、加工団体
等に対して補助金を交付する。
事業における研修生は、申請時に
おいて１５歳から４５歳までの農業に
興味をもち市内に住所を有する者又
は市内出身者を対象とする。

研修生一人あたりの事業対象日数
は複数年で３０日までとし、農業体
験研修の受入に要した経費（賃金・
消耗品・食糧費・燃料費・保険料）の
８０％を助成する。ただし、賃金につ
いては上限4,400円/日とし、消耗品
等については研修生が研修におい
て専用に使用するものに限る。

予算の範
囲内で随
時募集

予算の範
囲内

農林水産
課農政係

0173-35-
2111　内
線2514

―
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― 4

― 4

六ヶ所村 六ヶ所村青年就農助成金
村内就農者で新規就農者で青年就
農給付金（経営開始型）の給付対象
者

月額４５，０００円を支給する（配偶
者がいる場合は２２，５００円、中学
校修了前の児童がいる場合は１０，
０００円）。期間、支給時期は青年就
農給付金に準ずる。

随時

村内就農
者で青年
就農給付
金（経営
開始型）
の給付対
象者

農林水産
課

0175-72-
2111

0176-51-
6741

― 4

七戸町

農業用機械等購入事業 七戸町認定新規就農者に限る。

農作業の効率化と労働力の軽減を
図るため、高能率農業用機械等の
導入に対する助成。
助成率20％以内（上限100万円以
内）

町が定め
る期間

予算の範
囲内

農林課
0176-68-
2116

― 4

新規就農者定着化支援事業

・原則45歳未満であり、農業経営者
となることについて強い意志を有し
ていること。
・青年等就農計画の認定期間中の
申請であること。
・独立・自営就農者であること。
・継承を受けた全部又は一部につい
ての農業経営を開始し、その期間内
に新規作物の導入、経営の多角化
等経営発展に向けた取組を行うこ
と。
・平成22年4月以降に農業経営を開
始したものであること。

青年等の就農意欲の喚起と就農後
の定着を図るため、農業機械等購
入・農業生産施設等新設・農業生産
資材等購入に対する助成。
助成率50％以内（上限１世帯当たり
50万円以内）

町が定め
る期間

予算の範
囲内

農林課
0176-68-
2116

十和田市 農業用機械等導入支援事業

○対象者
・市内に住所を有する方
・専業農家又は第1種兼業農家
・前年度の農業収入が100万円以上
ある方
・市税等の滞納のない方

○支援対象
・税抜き価格20万円以上100万円以
下の農業用機械等
※実演機は対象。中古農業用機械
は対象外。

○補助率
・導入機械等の税抜き価格の3/10
以内

4月～9月
予算の範
囲内

農林部農
林畜産課

80



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

盛岡市 新規就農総合支援事業 ・盛岡市内で就農する方

(1)新たに農業経営を始めようとする
方に対し、支援チーム（農政課、農
業委員会、農業改良普及センター、
農協）が連携して個別に就農相談を
行います。
(2)新規就農希望者体験バスツアー
簡単な農作業体験、先輩農業者の
活動紹介及び交流を行う。

(1)随時
(2)未定

―

盛岡市農
林部農政
課農畜産
係

TEL019-
613-8457
FAX019-
653-2831

http://ww
w.city.mori
oka.iwate.j
p/sangyo/
nogyo/012
448.html

1,9

岩手県

八幡平市 八幡平市新規就農者支援事業

(1)独身者は概ね30歳以下の者、既
婚者は概ね45歳以下の者。
(2)新規就農体験研修事業以外は、
就農時（研修開始時）に市内に住所
を有する者。
(3)新規就農者支援事業及び後継者
就農研修支援事業については、実
施計画書及び申請者調書を提出
し、市長が認定した者で市内に就農
することが確実な者

1受入人数等
(1)①～③の各支援事業についての
受入人数は毎年若干名とします。
(2)各支援事業の認定に当たり、市
新規就農支援チームよる書類審査
及び面接があります。
2栽培作物
市が指定する重点推進作物の「ほう
れんそう、りんどう、トマト（ミニトマト
を含む）、ピーマン、きゅうり」」の中
から選定し栽培することとなります。
3支援内容
①新規就農者支援金
１事業者について、市内の研修受入
農家での研修期間（必須：１年間を
限度とする）を含む３年間について
生活費を支給します。
②後継者就農研修支援金
１事業者において、自家以外の市内
の研修受入農家で研修（１年間を限
度とする）を行う期間について、生活
費を支援します。
【①及び②の支援内容】
基本額：独身者：10万円/月、夫婦：
13万円/月。
加算額：配偶者を除く扶養者１人に
付き2万円
家賃助成：市内の借家住まいの場
合は2万円/月を上限とし、家賃の
1/2を助成。
③新規就農体験者研修支援金
市内外の希望者が市内の研修受入
農家で研修を行う場合、研修期間内
において旅費の助成をします。
市外から通う場合：研修１回当たり
37円/km。
市内の借家住まいの場合：月額2万
円を上限とし、家賃の1/2（7ヶ月を限
度とする）。
④研修受入農家支援金
上記研修を受入れる農家に助成を
行う：月額 5万円。
③の体験研修受入の場合は、1回当
たり1万2,500円、月額5万円を限度と
する。
※各支援事業は、（公社）岩手県農
業公社等と連携し、実施します。
なお青年就農給付金、(公社)岩手県
農業公社等からの支給及び支援を
受ける場合は、減額又は支給しませ
ん。

随時（要
相談）

若干名

八幡平市
農政課農
業振興支
援セン
ター係

0195-74-
2111(内
線1341）
FAX：
0195-74-
2102

http://ww
w.city.hach
imantai.lg.j
p/cat85/c
at90/post_
196.php

3,6,9
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市町村名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

雫石町新規就農支援事業

概ね50歳以下の者で、雫石町内に
居住している者、又は、これから居
住しようとする者で、雫石町新規就
農支援チーム会議において５年以
上農業経営をすると認められる次に
掲げる者。
①新規就農者：町内において新規に
就農し、農業振興の中核となる担い
手となるべく農業経営に意欲的に取
り組もうとする者。

１　支援内容
(1)新規就農者が雫石町内に定住し
就農する場合は、農地の賃貸借を
支援します。
(2)農地は関係者が責任をもって紹
介します。
２　支援体制
就農にあたっては、雫石町新規就農
支援チーム（構成：盛岡農業改良普
及センター・新岩手農協雫石支所・
新岩手農協南部営農経済センター・
町土地改良区・公益社団法人岩手
県農業公社・町農業委員会・町農林
課）が全面的に支援します。

随時 ―

雫石町農
林課
農政グ
ループ

019-692-
6405(内
線251・
252）
FAX：
019-692-
1311

― 1,7

雫石町青年就農奨励金
雫石町内に住所を有し、平成27年4
月以降に町内で農業に専業従事す
る45歳未満の者

【交付期間】就農から１年間
【交付金額】月額５万円×12か月
【主な交付要件】
(1)農業経営者になることについての
強い意欲を有し、国の青年等就農給
付金制度への移行又は農業経営体
としての自立を目指す満45歳未満
の者
(2)本人または同一経営体の名義に
よる農林産物の出荷・取引を行い、
売上や経費の支出などの経営収支
を帳簿で管理すること。
(3)農業経営基盤強化促進法第14条
の４第１項に規定する青年等就農計
画に準じた就農計画を作成し、年間
150日以上かつ年間1,200時間以上
農業生産に従事すること。
(4)同一経営体の一員として就農す
る場合は、経営の継承予定時期を
決め、原則として家族経営協定を締
結し、経営体の中での役割分担を明
確にすること。
(5)町内の農業青年団体の活動及び
町が指定するセミナー等へ参加し、
知識習得やネットワークづくりに積極
的に取り組むこと

随時 ―

雫石町農
林課
農政グ
ループ

019-692-
6405(内
線251・
252）
FAX：
019-692-
1311

― 4

紫波町
紫波町農林業新規就業希望者支援事
業

新規農林就業者受入経営体で研修
する新規就農者及び受入経営体
①紫波町に住所を有する者
②１５歳以上６５歳未満の者
③月８日以上の研修を受け、研修期
間が６ヶ月以上の者
④事業終了後、町内で２年間以上、
居住するとともに就農できる者
⑤新規農林就業者認定審査委員会
で認定を受けた者

支援期間：２年以内
１受入経営体
研修支援金：１ヶ月あたり40,000円

２新規就農希望者
(1)家賃補助（アパート等賃貸業者と契
約している者）
１ヶ月あたりの家賃の２分の1を助成
　（上限２万円／月）
(2)農業大学校交通費助成
岩手県立農業大学校新規就農者研
修参加する際の交通費について上
限２万円を助成。

随時募集 随時対応

紫波町産
業部農林
課
農政企画
室

019-672-
2111(内
線2232）

― 3,6

新規就農希望者支援事業
花巻市内で新規就農を希望する
者、または農業体験を希望する者

農村に居住し、地域の方々と交流を
しながら農業研修・体験をするため
の住居(農村滞在施設)を賃貸
(1)1戸建て（6棟）
使用料17,200円・21,400円（月額）
(2)ワンルーム型
使用料10,800円（月額）
※使用期間は、1年以内とするが、
事情により更新可。光熱水費は、借
受者負担。

随時 ―

花巻市東
和総合支
所地域振
興課

0198-42-
2111（内
線327）

― 3,8

新規就農者支援事業

新規就農者（平成22年4月1日以降
に市外から市内に転入し住民登録
をした者で、平成27年4月28日前に
農業経営に従事しておらず、新たに
農業経営を開始する個人又は団体
（法人は除く））で次に掲げる要件を
満たす者
（1）農地の所有権又は利用権を有
すること。
（2）農畜産物等の売上げや経費の
支出などの管理する本人名義の口
座を開設すること。
（3）両親及び親族等の経営を継承
する者ではないこと。

【農地賃借料補助】
５年間農地の年間賃借料を補助。
補助対象面積は最大50アール。 10
アール当たり１万円を限度とする。
【初期費用補助】
農業経営を開始した日から３年以内
に、農業経営に必要な農業用機械、
施設及び資材等に要する経費の補
助。個人又は団体当たり80万円を限
度とする。

随時 ―
花巻市農
林部農政
課

0198-23-
1400（直
通）

https://ww
w.city.hana
maki.iwate.
jp/jigyousy
a/305/306
/p004266.
html

4,7

雫石町

花巻市
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花巻市 花巻市農業体験ツアー 市外在住の方
ぶどう収穫体験、ワイン工場見学、
交流会等「農業」や「食」を通じた花
巻市の魅力体験ツアー

９月
10月

10名
花巻市農
林部農政
課

0198-23-
1400（直
通）

http://ww
w.city.hana
maki.iwate.
jp/event/1
606/p0063
37.html

1,9

北上市 新規就農者育成事業 北上市内で就農する者

１新規就農者育成支援事業
（１）内容
新規就農者が農業経営に取り組む
に当たり技術指導を受けた場合、そ
の指導料を助成します。
（２）助成額
１回当たり　４千円
２支援体制
新たに農業経営に取り組もうとする
者には、市農業振興課、農業委員
会、農業改良普及センター、農協、
県県南広域振興局 が連携して、個
別に面接指導、支援を行います。

通年 ―

北上市農
林部農政
課　園芸
畜産係

0197-72-
8238
FAX：
0197-64-
2171

― 3

農業者研修事業

農業技術研修を行なっている施設
等で研修（※）を行う方で、次の要件
を備えている方
（※）補助金の対象となる研修は、
国、県その他の公共団体の農業試
験研究施設や、農業教育を行ってい
る教育研究施設で実施する農業技
術研修及び市町が認めた「研修等」
・次のいずれかに該当する方
(1)認定農業者
(2)３年以内に認定農業者を目指す
農業者
(3)３年以内に就農を目指す方
(4)前３号に掲げる方のほか、市長が
必要と認めた方
・市内に住所を有する方又は就農の
時に市内に住所を有する予定の方
・研修終了後、１年以内に就農する
方

左記条件に掲げる研修にかかる費
用を補助
対象となる経費は次に掲げる費用を
合算したものとし、補助金の額は当
該費用（研修施設等で労務等の提
供により給与の支給額を差し引いた
額）の２分の１に相当する額以内で、
上限３０万円。
・授業料、受講料及び教材費
・研修のための施設までの旅行に要
する費用
・研修期間に要する家賃及び光熱水
費

随時 ―
奥州市農
林部農政
課

0197-24-
2111（内
線361）
FAX：
0197-23-
5240

http://ww
w.city.oshu
.iwate.jp/vi
ew.rbz?nd=
193&ik=1&
pnp=191&p
np=193&cd
=368

3,6

農業者育成資金

認定農業者、新規就農者（就農して
から３年以内又はこれから就農する
方）又はその他の農業者である個人
または団体とし、次の要件を備えて
いる方
・市内に住所を有し、１年以上居住し
ている方
・設置する施設の設置場所又は取
得する農地の所在地が市内にある
方
・納期の到来した市税等を完納して
いる方
・資金の償還能力有すると市町が認
める方
・市が実施する他の農業融資制度を
利用していない方
・同一の使途で現に市の補助等を受
けていない方

農業機械・施設の整備、農地の購
入、肥料、飼料の購入等に必要な資
金の貸付を実施した融資期間に対
し、年利1.0％～1.5％以内で利子補
給を行う
・設備資金（農業機械器具、農地の
購入、農業用施設の新築もしくは増
改築に必要な資金）：５００万円以内
（７年償還）
・運転資金（肥料、飼料、苗木、家畜
等の購入に必要な資金）：３００万円
以内（５年以内償還）
・設備資金と運転資金の併用：５００
万円以内（７年以内の償還）

随時 ―
奥州市農
林部農政
課

0197-24-
2111（内
線361）
FAX：
0197-23-
5240

http://ww
w.city.oshu
.iwate.jp/vi
ew.rbz?nd=
193&ik=1&
pnp=191&p
np=193&cd
=368

－

空き家紹介事業
「奥州市空き家バンク」

市外から奥州市へ移住を希望する
方

所有者が売却・賃貸を希望する空き
家を「空き家バンク」に登録して市の
ホームページで紹介し、移住希望者
からの問い合わせや現地案内等の
ほか、スムーズに移住ができるよう
情報提供等を行う。（契約手続きは、
市内の宅地建物取引業者の仲介に
より行う。）

随時 ―

奥州市総
務企画部
元気戦略
室

0197-24-
2111（内
線462）
FAX：
0197-22-
2533

http://ww
w.city.oshu
.iwate.jp/h
tm/ijyuu/a
kiya/main.
html

－

定住促進持家取得補助金交付事業

対象者
（以下のいずれにも該当する方）
・Ｉターン者又はＵターン者
　Ｉターン者：市外出身者で定住を目
的として市内に住民登録を行った方
　Ｕターン者：市民であった方で、定
住を目的として再び市内に住民登録
を行った方。ただし、転出から転入ま
での期間が５年に満たない方を除
く。
・転入後２年以内かつ平成24年４月
１日以降に持家の所有権移転登記
若しくは所有権保存登記をした方、
又は、持家の所有権移転登記若しく
は所有権保存登記後６月以内に転
入した方
・持家に現に居住している方
・市税を滞納していない方

※ただし、以下の方は除きます。
・購入以外の方法で得た土地に持
家を新築し、又は購入した方
・持家取得資金金利負担軽減補助
金交付要綱による補助を受けた方
・パークヒル向山若者等定住促進持
家取得資金金利負担軽減補助金交
付要綱による補助を受けた方

対象となる方に対し、50万円の補助
金を交付

随時 ―
奥州市財
務部財産
運用課

0197-24-
2111（内
線128）
FAX：
0197-24-
1991

http://ww
w.city.oshu
.iwate.jp/h
tm/takuchi
/hojo.html

－

奥州市
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奥州市 市有地等分譲促進補助金交付事業

対象者
（以下のいずれにも該当する方）
・市が分譲する土地について自ら土
地分譲契約を締結し、平成27年12
月31日までに住宅の所有権保存登
記をしている方
・上記で建設した住宅に現に居住し
ている方
・市税を滞納していない方

住宅の要件
・専用住宅又は併用住宅であるこ
と。
※併用住宅の場合、自ら居住する
居住部分が独立的に区分され、か
つ、床面積に占める居住部分の面
積割合が床面積の2分の1を超える
こと。
・居住部分の床面積が、55平方メー
トルを超えること。
・玄関、台所、便所等を有しているこ
と。

※ただし、以下の方は除きます。
・パークヒル向山若者等定住促進持
家取得資金金利負担軽減補助金交
付要綱による補助の対象となる方

対象となる方に対し、50万円の補助
金を交付

随時 ―
奥州市財
務部財産
運用課

0197-24-
2111（内
線128）
FAX：
0197-24-
1991

http://ww
w.city.oshu
.iwate.jp/h
tm/takuchi
/hojo.html

－

一関市
①新規学卒者就農促進支援事業
  （JAいわて平泉農協に業務委託）
②新規就農者支援資金貸付金事業

①
・市内在住の原則３０歳以下（但し、
新規高卒者を優先）
・国や県の制度利用が無いこと
②
・特別措置法による就農支援資金の
貸付対象者で研修教育施設又は先
進農家等で、研修する者
・市内において新たに就農して３年
未満の者で、就農計画の認定を受
けた農業研修に意欲的な者
・国や県の制度利用が無いこと

①
雇用による農業従事を通した就農の
方針選択と営農に向けた研修
・実施方法：ＪＡいわて平泉に雇用委
託
・月額金額　１２０，０００円
・カリキュラム等：春～秋　生産部会
農家での実施研修、冬：座学
②
・研修期間：２年
・研修場所：都道府県が設置する農
業研修教育施設、民間研修教育施
設、先進農家等（国内外）
・研修内容：短期講座等の受講、農
業経営・作目別技術・資格取得・先
進事例・市場調査等の研修
・貸付金の限度額
第２第１号(1)　2万円/月（在学期間）
第２第１号(2)　5万円/月（2年以内）
第２第２号　　　5万円/月（2年以内）
・返還免除：研修終了後、市内にお
いて農業に従事、かつ資本設備や
規模拡大を要件に返還免除あり

随時
①６人程
度
②　－

一関市農
林部農政
課農政企
画係

0191-21-
8421FAX
：0191-
21-4221

http://ww
w.city.ichin
oseki.iwate
.jp/index.cf
m/7,28760,
81,html

2,3

平泉町 平泉町新規就農者支援事業

次の要件をすべて満たすことが必要
です。
①町内に住所を有する１８歳以上、
６０歳以下の方で、新たに就農する
方。（町外の方は平泉町に住所を移
していただきます）
②受入農業経営体等で月８日以上
の研修を受け、研修期間が６ヶ月以
上の方。（外部研修を含む）
③事業終了後、引き続き町内に居
住し２年以上就農できる方
④平泉町担い手育成総合支援協議
会で認定を受けた方

平泉町の農業を担う方の育成・確保
とその定住の促進を図るため、町内
において新規就農を目指す方に対
して、研修費及び居住費等について
支援します。

支援期間：２年以内

◎新規就農者
▽研修支援金=月額　50千円（定額）
▽居住費支援金=家賃の１／２以内
　　（ただし上限　20千円）

◎受入農業経営体
▽研修受入支援金=月額 30千円
　（受入研修生１人当たり）

随時 －
平泉町農
林振興課

0191-46-
5564
FAX：
0191-46-
3080

http://ww
w.town.hira
izumi.iwate
.jp/site/en
try/cat140
/cat147/c
at239/post
_570.php

3,6,8

就農相談

遠野市内在住又は遠野市で就農を
希望されている者
・年齢、経験などは問いません。
・「本格就農を目指したい」「定年退
職後のシルバー就農を考えている」
等具体的プランがある方、興味段階
の方も受付

農家支援室（通称・アスト）は、新規
就農を検討中の方々の総合相談窓
口です。
新規就農準備は栽培技術や資金計
画など項目ごとに各担当機関とやり
とりしなければなりませんが、遠野
市の場合“アスト”が各機関の総合
窓口となり支援し、就農準備者の負
担を軽減させます。

― ―

遠野市農
林畜産部
農家支援
室

TEL0198
-63-1055

http://ww
w.city.tono.
iwate.jp/in
dex.cfm/3
3,0,153,ht
ml

1

遠野ふるさとあぐりスクール事業

遠野市内に住所を置き、遠野市で新
規就農を希望する者、新規作目に
取組むための技術習得を希望する
者

・研修内容
　　農業体験コース（５回程度）
　　ほ場研修コース（２回程度）
　　農産加工研修コース（３回程度）
・　研修助成金　国内、海外研修制
度あり（４５歳未満）

― ―

遠野市農
林畜産部
農家支援
室

TEL0198
-63-1055

http://ww
w.city.tono.
iwate.jp/in
dex.cfm/3
3,0,154,ht
ml

2,3

遠野市
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市町村名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

陸前高田型農業復興支援事業

○補助対象者は、市内に住所を有
し、かつ市内において販売用のトマ
ト、いちご、きゅうり及びりんご等（以
下「高収益園芸作物等」という。）の
生産を行う次の農業者等。
(1)認定農業者及び経営改善計画を
提出する意思のある農業者
(2)農業生産法人、集落営農組織及
び農業者の組織する任意組合
(3)農業により生計維持を図ろうとす
る新規就農者
(4)農業協同組合
(5)その他市長が特に必要と認めた
農業者等

東日本大震災で被害を受けた担い
手農家や新規就農者等が当面の転
換作物として、トマト、いちご、きゅう
り及びりんごの高収益園芸作物を生
産するのに必用な経費に対する助
成、事業費の1/2以内の額で、限度
額25万円。

― ―
陸前高田
市農林課

TEL0192
-54-2111

http://ww
w.city.rikuz
entakata.i
wate.jp/ka
tegorie/sa
ngyou/nou
gyou/hojyo
/hojyo.htm
l

4

振興作物推進事業

○補助対象者は、市内に住所を有
し、かつ市内でトマト、いちご、きゅう
りの生産を行うための農業用パイプ
ハウス（軽量鉄骨ハウスを含む）を
設置しようとする次の農業者等。
(1)認定農業者
(2)本事業により規模拡大を図り、経
営改善計画を提出する意思のある
農業者
(3)農業により生計維持を図ろうとす
る新規就農者
(4)農業協同組合

振興作物（トマト、きゅうり、いちご）
の生産拡大に係るパイプハウスの
設置経費に対する助成。事業費の
1/2以内の額で、限度額50万円。

― ―
陸前高田
市農林課

TEL0192
-54-2111

http://ww
w.city.rikuz
entakata.i
wate.jp/ka
tegorie/sa
ngyou/nou
gyou/hojyo
/hojyo.htm
l

4

農業用機械導入支援事業

○補助対象者は、一定規模以上の
受益を持ち（機械により受益面積が
異なります）、市内に住所を有する
次の農業者等
(1)認定農業者及び経営改善計画を
提出する意思のある農業者
(2)農業生産法人、集落営農組織及
び農業者の組織する任意組合
(3)農業により生計維持を図ろうとす
る新規就農者
(4)農地利用集積又は他の農業者の
委託を受け、作業を受託する農業者
(5)その他市長が特に必要と認めた
農業者

経営規模が少なく、受益面積が国・
県等の補助事業採択要件を満たさ
ない農業者が農業機械を導入する
経費に対して助成。事業費の1/2以
内の額で、限度50万円。

― ―
陸前高田
市農林課

TEL0192
-54-2111

http://ww
w.city.rikuz
entakata.i
wate.jp/ka
tegorie/sa
ngyou/nou
gyou/hojyo
/hojyo.htm
l

4

住田町
担い手農業者経営支援対策事業補助
金

１．町内在住又は町内在住が確定し
ている新規就農者
２．町内農地を活用した新規就農者
３．新規就農者とは就農から概ね３
年未満の者
４．者とは、個人及び３戸以上の農
家で構成された任意組合

新たに就農する際に係る資材等経
費の1/2を補助金として支援
補助金限度　個人：500千円（当初の
２ヵ年のうち１年は1,000千円）
　　　　　　　　 団体：1,000千円
補助期間　　 個人：５０歳以上　３年
　　　　　　　　　　　　４９歳　　　　４年
　　　　　　　　　　　　４８歳未満　５年
　　　　　　　　 団体　　　　　　　　１年

随時 ―
住田町農
政課

0192-46-
3861

― 4

宮古市 宮古市新規就農対策事業

①新規就農希望者研修支援事業
市内受け入れ農家及び農業法人等
で６ケ月以上研修を行う概ね60歳ま
での市内で新たに農業を営む予定
の者及び農業後継者（条件：研修期
間も含め引き続きで５年以上市内で
営農の継続が見込まれる者、農業
後継者は自家以外で研修を行うも
のに限る）

②研修生受入農家支援・農業法人
等雇用支援事業
新規就農予定者を研修生として６ケ
月以上受け入れ、生産技術や経営
管理等の指導を行う市内農業者及
び新規労働者を６ケ月以上雇用し、
規模拡大を図る農業法人等

③新規就農者支援事業
概ね６０歳までの就農１年目の新規
就農者で、引き続き５年以上市内で
の営農の継続が見込まれる者

①新規就農希望者研修支援事業
研修費助成：月額５万円（最長２年）
住居費助成：家賃月額の1/2以内で
上限２万円（最長２年で、農業後継
者は含まない）

②研修生受入農家支援・農業法人
等雇用支援事業
受け入れ１人当たり月額３万円を助
成（最長２年）

③新規就農者支援事業
施設・機械整備等に要する経費の
2/3（上限１００万円）を助成

随時 ―

宮古市産
業振興部
農林課

0193-68-
9094
FAX：
0193-72-
2115

http://ww
w.city.miya
ko.iwate.jp
/norin/sin
ki_shunous
ha.html

3,4,6

陸前高田市
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市町村名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

田野畑村
田野畑村新規就農者実践研修支援事
業

＜新規就農者の要件＞
①申請時に概ね45歳以下で、研修
開始時に村内に居住する方
②個人（農業生産法人の雇用者や
農業経営を営む個人の世帯員（同
居の親族）として農業に従事しようと
する方を含みます）
③研修終了後に直ちに村内で就農
できる方
④５年以上就農を継続できる方
＜研修の要件＞
①岩手県新規就農者受入経営体に
登録した経営体で研修を受けること
②６か月以上２年以内の研修を受け
ること

①月額120千円（年間1,440千円）
②最大２年間 ― ―

田野畑村
産業振興
課

TEL0194
-34-2111
FAX0194
-34-2632

― 3

久慈市 新規就農者育成確保対策事業
市内に住所を有し、新たに就農する
方

生産施設及び農業機械の購入のた
めに借り受けた資金の償還にかか
る１/２以内の額を補助。（支援期間
は、元金償還を伴う３カ年を限度と
する）

― ―

久慈市農
林水産部
農政課農
政係

TEL0194
-52-2121
（直）
FAX：
0194-52-
3653

http://ww
w.city.kuji.i
wate.jp/ko
uryu/koury
u/support.
html

9

普代村 新規就農者入植支援対策事業

①18歳以上で40歳未満の者。但し、
40歳以上の者であっても近い将来
後継者が確実である者はこの限りで
はない。
② 村内に就農し、専業農家となるこ
とが確実な者
③就農計画の認定を受けた者

１　支援内容
(1)住居は、村営住宅、農家の空き
家を斡旋します。
(2)農地は、借地で斡旋します。
(3)農作業用機械類は、機械管理組
合から借受けが可能となります。
(4)研修希望者には村内の農家を斡
旋します。
２  助成の内容
(1)農業経営に要する経費の1/2を助
成いたします。（年間120万円を限度
として１年間助成）
・農業用地の借受にかかる経費
・農業用機械、施設の取得及び借受
に要する経費
・農業技術の習得に必要な研修等
経費
・農産物の栽培、収穫、調整、貯蔵、
加工等に要する経費
・その他の農業経営に要する経費

―
毎年1～2

家族

普代村農
林商工課
農政係

TEL0194
-35-2115
（直）
FAX：
0194-35-
3661

― 1,2,3,4,5,7,8

http://ww
w.town.hiro
no.iwate.jp
/docs/201
212180003
0/

1,3,4,5,6,7,8洋野町 新規就農者支援対策事業

町内に住所を有する方もしくはその
子弟又は町外からの転入者で、引き
続き町内に居住し営農すると認めら
れるおおむね55歳以下の方
（ただし、町長が特に必要と認める
場合は、概ね60歳以下の方を対象
とする場合がある）

１　事業対象者で支援を希望される
方は、町内の研修受け入れ農家に
おいて、農業研修を受けることとなり
ます。（研修期間は１年以内）
２　栽培作物は町が指定する重点推
進作物の中から選定し、栽培をする
こととなります。
３　支援措置
必要に応じて以下の支援措置を行
います。期間は１事業対象者につき
３年間が限度です。
(1)事業対象者に対する就農奨励金
の支給（月額）
①就農奨励金の支給
基本額：独身者　120,000円　夫婦
160,000円
加算額：配偶者を除く扶養者１人に
つき　30,000円
※就農奨励金については、事業対
象者に特別な事情があると認められ
る場合には、別に定める額を支給す
る
②家賃の助成
借家に限り、家賃月額の1/2に相当
する額を助成。ただし、1万5千円を
上限とする。
③農地賃貸借料の助成
農地を借り入れた場合は、賃貸借料
の1/2に相当する額を限度に、予算
の範囲内で農地賃借料を助成
④農業労賃及び農作業料金の助成
農作業労働者を雇用及び農作業を
委託した場合は、農業委員会が定
める農業労賃・農作業料金額を限度
に、農業労賃及び農作業料金の1/2
に相当する額を助成。
⑤借入資金利子償還額の助成
生産施設及び農業用機械購入のた
めに借入れた資金の利子償還額の
全額を、５年限度に助成。
⑥農業技術及び経営の指導
⑦営農機械及び資材導入制度の指
導

随時 定めない
洋野町農
林課

TEL0194
-77-2113
FAX：
0194-77-
4015
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市町村名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

二戸市 新規就農者支援対策事業

(1)新規就農者･･･市内に住所を有
し、将来農業で生計を確立しようとす
る者で、引き続き市内に居住し、５年
以上（研修期間含む）農業経営をす
ると認められる次に掲げる者とす
る。
ア　独身者は、概ね45歳以下の者
イ　既婚者は、概ね50歳以下の者

（２）研修受け入れ農家等･･･市内に
住所を有し、市が指定する重点推進
作目の農業研修を指導できる次に
掲げる者とする。
ア　岩手県農業農村指導士
イ　二戸市認定農業者及びこれに準
ずる中核農家
ウ　農業者で組織する営農団体等

(1)事業対象者に対する就農奨励金
等の支給等
ア　就農奨励金の支給
基本月額　初年次60,000円、2年次
50,000円、3年次40,000円
加算月額　家族（扶養者1人につき）
初年次10,000円、2年次8,000円、3年
次5,000円
イ　家賃の助成　借家に限り、家賃
月額の2分の１に相当する額を助成
する。ただし、15,000円を限度とす
る。
ウ　農地賃借料の助成　農業委員
会が定める標準小作料を上限に予
算の範囲内で農地賃貸料を助成す
る。
エ　農業技術及び経営の指導
オ　営農機械及び資材導入制度等
の指導

(2)研修受入農家等支援費の支給
研修農家等支援費　月額　初年次
40,000円、2年次30,000円、3年次
20,000円

― ―
二戸市産
業振興部
農林課

TEL0195
-23-0180
（内線
814）
FAX：
0195-23-
1634

http://ww
w.city.nino
he.lg.jp/for
ms/info/in
fo.aspx?inf
o_id=13

1,4,6,7,8

軽米町
軽米町新規就農者・
認定農業者研修事業

町内に住所があり、引き続き就農し
ようとする者で、40歳以下の新規就
農者又は認定農業者

事業費の1/2以内で、10万円を限度 年間
予算で定
める額以
内の額

軽米町産
業振興課

0195-46-
4379

― 3

九戸村 九戸村新規就農者支援対策事業

研修期間終了後も引き続き村内に
居住し、営農できる者
①独身者は、概ね30歳以下
②既婚者は、概ね40歳以下

新規就農希望者が、村の指定する
研修機関（農業生産法人(株)ナイン
ズファーム）において研修を受ける
場合
(1)研修期間中の生活費を助成（最
長３年間）
①独身者：月額100千円　②夫婦：月
額130千円　③夫婦・子供：月額150
千円
　・受入人数は、毎年１～２名（家
族）。
(2)借家の場合、研修期間中の住居
費を助成　最大月額１万５千円
(3)ナインズファームでは専任の指導
員が村の重点作物（トマト、ピーマン
など）の栽培管理指導を行う。（研修
費は無料）

随時
年１～2
名

九戸村農
林建設課
農地農政
班

TEL0195
-42-2111
（内線
241）
FAX：
0195-42-
3120

― 1,2,3,7,8

野田村産
業振興課

TEL0194
-78-2111
FAX：
0194-78-
3995

― 1,2,4,6,7,8野田村 新規就農者支援対策事業

村内に住所を有する者若しくはその
子弟、又は村外からの転入者で、引
き続き村内に居住し、10年間（研修
期間を含む）営農すると認められる
者

１　研修
久慈管内の研修受入農家において
農業研修を受けることとなる（研修
期間は１年間）。
２　支援内容
必要に応じて次の措置を行います。
(1事業対象者につき３年間が限度）
(1)就農奨励金の支給
基本額
（独身者）初年次：100,000円/月、２
年次：80,000円/月、３年次：50,000
円/月
（夫婦）　初年次：120,000円/月、２年
次：96,000円/月、３年次：60,000円/
月
（加算額）家族 扶養者１人につき）初
年次：10,000円/月、２年次：8,000円
/月、3年次：5,000円/月
(2)家賃の助成　借家に限り、家賃月
額の２分の１に相当する額を助成す
る（15,000円が限度）
(3)農地賃借料の助成　農業委員会
が提供する賃借料情報を基本に予
算の範囲内で助成する。
(4)農業技術及び経営の指導
(5)営農機械及び資材導入制度等の
指導
(6)受入農家支援費の支給　事業対
象者を研修受入した農家に対して、
予算の範囲内で支援費を支給。

随時 若干名
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市町村名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

一戸町新規就農者支援対策事業

町内に居住している者又はこれから
居住しようとする概ね６５歳以下の
者で①(新規就農研修者（町内にお
いて新規に就農することを目的とし
て、町長が指定する者のもとで必要
な実施研修を行う者）②新規就農者
（町内において新規に就農し、農業
振興の中核となる担い手となるべく
農業経営に意欲的に取り組もうとす
る者。ただし、原則として１年以上の
期間①の新規就農研修者として実
施研修を行ったものとする）③農業
再チャレンジ者（町内において現に
就農し、品目を変えて営農継続を希
望する者で、担い手となるべく農業
経営に意欲的に取り組もうとするも
の）④小規模新規就農者（町内にお
いて新規に就農し、農協又は町内産
直に年間５０万円以上の販売を目指
す者）上記の①～④のものは原則と
して引き続き一戸町内に定住し、就
農できる者。

(1)新規就農者等に対し、就農のた
めの実施研修期間及び就農後の経
営が安定するまでの期間（概ね５年
間を上限とする。）次の支援措置を
行う。
①研修の斡旋
②住居の斡旋
③農業技術及び経営管理に関する
指導
④農閑期の就職先の斡旋
⑤その他必要と認めるもの
新規就農者にあっては、上記の①
～⑤に加え、下記の支援措置を行
う。
①就農地（農地、施設等）の斡旋
②就農資金の助成（事業対象者１人
につき１経営年度あたり最大７０万
円を３年間）
※小規模新規就農者に関しては、１
経営年度当たり最大１０万円を２年
間

随時 ―

一戸町産
業部産業
課農業振
興係

TEL0195
-33-2111
（内線
255）
FAX：
0195-33-
3790

http://ww
w.town.ichi
nohe.iwate.
jp/03_cent
er/05_indu
stry/03_far
m/#shinki

1,4,7,8,9

㈱一戸夢ファーム

当該年度４月１日時点において、４３
歳未満の方で町内に定住し、いわて
ニューファーマー支援事業（青年就
農給付金準備型）の受給が可能で、
将来一戸町内で就農を希望する者

・町内主要農作物の生産及び販売
お全般的な基礎知識の習得
※町内主要農作物→トマト、レタス、
りんどう、菌床しいたけ等
農業経営の全般的な基礎知識の習
得
農業機械の操作及び作業技術の全
般的な基礎知識の習得
・町所有宿舎の紹介

― ３名程度

一戸町産
業部産業
課農業振
興係

TEL0195
-33-2111
（内線
255）
FAX：
0195-33-
3790

http://ww
w.town.ichi
nohe.iwate.
jp/03_cent
er/05_indu
stry/04_dr
eamfarm/i
ndex.htm

1,2,6,7,8

一戸町
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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

農林課
0224-83-
6406

― 4

川崎町 新規就農者営農定着促進事業

「川崎町人・農地プラン」において、
新規就農者と位置付けられている
者のうち、将来的に地域の中心とな
る農業者になるべく認定された経営
開始計画に基づき、適切に営農を
開始している者で、当該プランに新
規就農者と位置付けられてから１年
を経過していない者

村田町
新規就農者促進対策資金の利子補給
金交付

村田町新規就農者促進対策資金利
子補給金交付要綱第４条の各項の
いずれかに該当する者

条件に該当する場合に利子補給を
行う。

随時
予算の範
囲内

蔵王町 新規就農者促進対策資金利子補給金
蔵王町新規就農者促進対策資金利
子補給金交付要綱第４号各号のい
ずれかに該当する者

認定農業者の育成資金であり、経
営維持のための運転資金、経営改
善及び規模拡大に必要な施設、又
は機械等の設備資金の利子補給を
行う

随時 ―

― 1.4

新規就農者定着促進事業
丸森町において青年等就農計画を
認定された認定新規就農者で青年
等就農資金を借受した者

青年等就農資金の毎年度の償還額
の１／２以内を助成

通年・随
時

予算の範
囲

宮城県

丸森町

4

上欄掲げる新規就農者が、経営開
始計画に基づく営農を行うために必
要と認められる以下に掲げるものの
導入費(消費税を含む)に対して、当
該対象事業費の１／２を補助金とし
て交付するもの。（１５０万円／人を
限度）。
（1）農業用機械導入費
（2）農業用施設整備費
※使用可能期間(耐用年数)が1年以
上かつ取得金額が20万円以上のも
のが対象

随時 １人

研修終了後に丸森町に定住し，１年
以内に町内で新規に独立自営就農
される方で，応募時点で概ね４０歳
未満の方

町内の先進農家において，２年間の
実践的な研修を行う場の提供

通年・随
時

2～3名程
度

農林課

0224‐84‐
2,111
(内線
1152)

農林観光
課

0224-33-
3004

― 4

農業振興
課

022-214-
8335

http://ww
w.city.send
ai.jp/busin
ess/d/keiz
ai_03_01_07
.html

4

丸森町農
業創造セ
ンター

農林課農
政班

0224-72-
3028

0224-72-
2113

― 1,2

仙台市
施設園芸推進（パイプハウス設置等）事
業

次のいずれかに該当するもので，
(2)，(3)にあっては市税を滞納してい
ない者。
ただし，本事業の補助対象経費につ
いて，国・県の補助金を受けている
場合あるいは受ける予定の場合は
対象としない。
(1)営農集団（ただし，農業者３戸以
上で組織運営するための代表者・規
約を定めているものに限る。）
(2)市が認定した認定農業者及び認
定新規就農者（以下「認定農業者
等」という。）
(3)エコファーマー

パイプハウス設置にかかる事業費
の一部を補助する。

＊採択基準
・導入の下限面積
　営農集団 ：野菜1,000㎡ 花き500
㎡
　認定農業者等：200㎡
　エコファーマー：100㎡

＊助成内容
(1)補強型　間口5ｍ以上・パイプ口
径30㎜以上・専用ドア付
事業費の１／３以内　１㎡当り2,400
円限度
 （再築の場合は，事業費の１／４以
内，１㎡当り1,800円限度）
(2)第１種施設　間口5ｍ以上・パイプ
口径20㎜以上・専用ドア付
事業費の１／３以内　１㎡当り2,000
円限度
 （再築の場合は，事業費の１／４以
内，１㎡当り1,500円限度）
 (3)第２種施設　第１種施設基準以
外のもの
事業費の１／３以内　１㎡当り1,000
円限度
 （再築の場合は，事業費の１／４以
内，１㎡当り750円限度）

今年度は
募集締切

人数指定
無し

農林課農
政班

0224-72-
2113

http://ww
w.town.mar
umori.miya
gi.jp/nourin
/nousei/si
nkishuno.h

tml

農業チャレンジ研修（上級編）
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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

6次産業化推進機材導入支援事業

認定農業者、認定新規就農者、農
業生産法人又は農業者３戸以上で
構成する任意団体であり、市や国、
県が実施する６次産業化に向けた
人材育成の講習や専門派遣等を受
講している者又は受講する予定の
者等。農業生産法人及び任意団体
は、受講している者が構成員に含ま
れていること。
いずれも、市税の滞納をしていない
もの。

2,4

農林水産物加工製造のために農業
者等が行う、農産加工機械の導入
や販売に必要な機材の購入（消耗
品を除く）等の費用の一部を補助す
る。
(1)加工品製造機械・器具
(2)ショーケースやレジスター等の販
売機材

＊採択基準
・補助対象経費が10万円以上であ
ること
・国・県の補助事業と重複しないこと

＊助成内容
事業費の １／２以内 （予算の範囲
内）
ただし、補助金の上限額は同一年
度内で1対象者につき100万円以内
とする。

随時 ―
農業振興
課

022-214-
8266

http://ww
w.city.send
ai.jp/busin
ess/d/121
7507_1434.
html

6次産業化推進マーケティング支援事業

認定農業者、認定新規就農者、農
業生産法人又は農業者３戸以上で
構成する任意団体であり、市や国、
県が実施する６次産業化に向けた
人材育成の講習や専門派遣等を受
講している者又は受講する予定の
者等。農業生産法人及び任意団体
は、受講している者が構成員に含ま
れていること。
いずれも、市税の滞納をしていない
もの。

農業者等が新たな商品・サービス等
を開発する際のマーケティング調査
費、パッケージデザイン費用等の一
部を補助する。
(1)商品開発に係るマーケティング調
査費
(2)パッケージング・ネーミング開発
費

＊採択基準
・補助対象経費が5万円以上である
こと
・国・県の補助事業と重複しないこと

＊助成内容
事業費の １／２以内 （予算の範囲
内）
ただし、補助金の上限額は同一年
度内で1対象者につき10万円以内と
する。

随時 ―
農業振興
課

022-214-
8266

http://ww
w.city.send
ai.jp/busin
ess/d/121
7507_1434.
html

2,4

022-214-
8335

http://ww
w.city.send
ai.jp/busin
ess/d/keiz
ai_03_01_12
.html

4

岩沼市 岩沼市農林業奨励補助金
岩沼市に住所を有する農業者及び
農業法人等の団体。

岩沼市では、生産意欲のある農業
者に対し、補助金を交付することに
より、農林業の振興及び経営の安
定を図ることを目的とし、農業の経
営改善に伴うパイプハウス等の施
設、農業用機械・資材等の購入に係
る補助を行っております。
補助額・補助率：事業費100万円（税
抜）を限度とし、対象品目により、そ
の３分の１から５分の２以内（申請者
多数の場合は、予算の範囲内で調
整）

１２月から
翌年２月
まで

―
市民経済
部農政課

新規就農者農業用小規模機械導入事
業

住所及び経営する農地等が市内に
ある認定新規就農者で、本市の市
税を滞納していない者。

管理機又は小型トラクター(20PS未
満)の購入経費の一部を補助する。

＊助成内容
事業費の１／２(10万円上限)

随時

人数指定
無し
（20万円
分）

農業振興
課

0223-22-
1111

― 1,9

美里町 新規就農者育成支援金

町内に住所を有し，かつ，年齢が１
８歳以上３０歳未満の者

受給資格について町長の認定を受
け引き続き３年以上の期間（この期
間には国内又は国外で農業研修を
した期間のうち１年以内の期間を含
むことができる。），農業経営に積極
的に取り組む予定である者

認定を受けて３年以上の期間，引き
続き農業経営に取り組んだ場合に１
００万円を支給

随時 ―
産業振興
課

0229-58-
2374

―

仙台市

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

4

担い手農業者研修支援事業

対象者：担い手を目指す新規農業
者
年齢要件：おおむね１８歳以上３５歳
以下
条件：３ヶ月以上の実践的な農業研
修で、研修終了後１年以内に栗原
市内に就農すること
研修先：認定農業者・農業法人等の
経営体、農業試験研究機関等

助成額：宮城県内での研修：月額
30,000円以内
宮城県外での研修：月額50,000円以
内
助成期間：研修開始～２年以内

随時 ―
産業経済
部農林振
興課

0228-22-
1135

栗原市

１　市内に住所を有する認定就農者
であること。

２　新規に就農した日の属する年度
から起算し、３か年以内であること。

３　栗原市園芸振興計画に定める園
芸振興作物を導入すること。

４　導入する園芸振興作物の販売を
目的とすること。

新規就農者が、市が定める園芸振
興作物（29品目）を導入する場合、
その種子・苗木等の購入に係る費
用の一部を３年間支援する事業。

１　対象経費：園芸作物導入に係る
種子・苗木等の購入費（購入費の上
限50万円）

２　補助率：初年度50％以内、２年
目30％以内、３年目10％以内

３　市の園芸振興作物
いちご、きゅうり、トマト、ほうれん
草、ねぎ、そらまめ、なばな類、だい
こん、ピーマン類、らっきょう、カボ
チャ、アスパラガス、キャベツ、トウモ
ロコシ、水耕野菜、スナップエンド
ウ、えだまめ、輪ぎく、スプレーぎく、
花壇苗類、りんご、ブルーベリー、う
め、しいたけ、なめこ、山菜、自然
薯、葉たばこ、そば

随時 ―
産業経済
部畜産園
芸課

産業経済
部
農林政策
課経営支
援係

0220-34-
2491

0228-22-
1136

―

― －

― 3,4,6,7

石巻市 石巻市新規就農者独立支援事業

認定農業者（経営開始５年以内）及
び認定新規就農者
ただし、市内の耕作農地で就農する
者に限る。

農地の取得又は賃借に要する経費
及び農地の耕作に要する小型管理
機等の導入に要する経費

平成27年
度から5
年間予定
（毎年度
見直し）

予算の範
囲内

農林課
0225-95-
1111（内
線3552）

― 3

登米市 登米市担い手育成支援事業

＜新規就農者支援事業＞
・新規就農希望者
・研修終了後、市内で５年以上就農
すること
＜担い手経営開始支援事業＞
・新規就農者（認定新規就農者）
・市内で５年以上就農すること
＜研修受入農家謝金＞
・農業研修生を受入れた農家

＜新規就農者支援事業＞
・新規就農希望者が自家以外の市
内農家で研修する場合、その研修
期間の生活費
・３か月以上３年以内
・独身者　月額　30,000円　　夫婦
月額　50,000円
＜担い手経営開始支援事業＞
・新規就農者が新たな部門の農業
経営を開始するため農地を取得した
場合
・10a当たり　5,000円
＜研修受入農家謝金＞
・月額　30,000円

通年・随
時

予算の範
囲

園芸新規就農者支援事業
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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

地元で働こう新規就農者支援モデル事
業
（雇用奨励金）

新たに農業従事者を雇用する農業
生産法人等

雇用奨励金を年度につき1回交付（3
回を限度）
　新卒者：300,000円
　転入者：300,000円
　その他：150,000円

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0185-89-
2183

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

5

地元で働こう新規就農者支援モデル事
業
（研修生受入助成金）

農業研修生を受け入れる農業法人
研修受入助成金を年度につき１回
交付（3回を限度）
　研修生：100,000円

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0185-89-
2184

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

6

地元で働こう新規就農者支援モデル事
業
（住宅家賃助成金）

市外から移住する新規就農者、農
業研修生、又は将来能代市で就農
することを目的として市外で農業研
修を受ける方

住宅家賃助成金を最長3年間交付
　月額：30,000円

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0185-89-
2185

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

8

地元で働こう新規就農者支援モデル事
業
（住宅改造費助成金）

市外から移住した新規就農者
住宅改造費の2/3を補助
（上限500万円）

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0185-89-
2186

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

8

地元で働こう新規就農者支援モデル事
業
（農業研修受講費助成金）

市内に住所がある新規就農者
研修にかかる交通費及び宿泊費、
研修受講料の1/2
（1回の上限300,000円）

随時
予算の範
囲内

農業振興
課

0185-89-
2187

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

3

新規就農者等研修支援事業
（能代市農業技術センター研修）

農業技術センターの研修生
研修奨励金の交付
月額：100,000円

－ 年3名

農業振興
課
農業技術
センター

0185-89-
2182
0185-52-
2248

― 2

新規就農者等研修支援事業
（未来農業フロンティア育成研修）

秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修奨励金の交付
月額：100,000円
　内訳　県：52,500円
　　　　市：47,500円

－ －

農業振興
課
農業技術
センター

0185-89-
2182
0185-52-
2249

http://www.
city.noshiro.
akita.jp/c.ht
ml?seq=102
56

3

秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修奨励金

○市内（かづの果樹センター）での
研修生に月額75,000円交付（県費：
52,500円／月＋市費22,500円／月）

○市外（農業試験場等）での研修生
に月額100,000円交付（県費：52,500
円／月＋市費47,500円／月）

研修希望
の前年の
10月頃ま
で

－

鹿角市新規就農者研修支援事業

○対象者
市内での就農を希望し、指定する農
業経営体での研修を受けられる人
（トマト、きゅうり、果樹、花き、畜産、
菌床しいたけ、葉たばこの研修者ま
たは農業生産法人、集落営農組織
等での生産技術及び経営技術の研
修者）

○条件
１．市内に住所を有し、研修終了後
の市内就農が確実に見込まれる人
２．60歳以上の場合は、後継者同居
の事実が確認できる人

研修期間中、研修生に対して奨励
金を支給する。
また、研修生を受け入れた農業経
営体に対して謝礼を支給する。

○研修生…月額10万円（研修日数
が月の3分の2以上）、最長12ヵ月

○受入農業経営体…月額4万円

研修希望
の前年の
10月頃ま
で

－

― 2,3

上小阿仁村
上小阿仁村農業後継者育成技術習得
研修事業

○上小阿仁村に住所を有する者、
及び村に定住しようとする者で次に
掲げる要件を満たす者
（1）新規に就農しようとする者又は
現に農業に従事する者で研修終了
後、就農が確実と見込まれる者
（2）農業で自立しようとする意識が
高く、地域農業の担い手として期待
される者。
（3）明確な研修目的を持つこと。
（4）心身ともに健全であること。
（5）年齢は原則として50歳未満とす
る

○研修期間：3年以内
○研修場所：上小阿仁村野外生産
試作センター
○研修内容：試作センターの試作研
究計画にそって、試作センター所長
等の指導のもと実習を主体とした研
修を行う。
○研修種目：野菜及び花卉
○研修概要：育苗管理、栽培管理、
土壌肥料、病害虫、収穫調整、視察
研修　○研修奨励金：毎年村長が決
定し、1ヶ月分を翌月に支給する。

― ―

農林課
構造改革
推進班

0186-30-
0274

― 2,3

北秋田市 地域で学べ！農業技術研修費補助金

・新たに農業を始めようとする者で、
農業で自立しようとする意欲が高く、
研修終了後の就農が確実と見込ま
れる者

・申請時の年齢がおおむね50歳以
下の者

○研修期間：2年以内
○研修場所：ＪＡ鷹巣町「営農研修
センター」
○研修内容：ほ場づくり、定植から
から出荷までの作業、農薬散布・施
肥の基本的作業、栽培技術の取得
○補助金額：月額75,000円（県
37,500円　市37,500円）

随時 2～3人

鹿角市

農林課
構造改革
推進班

0186-30-
0274

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

1,2,3,6

未来農業のフロンティア育成研修事業

産業課
農務班

0186-77-
2223

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

2

産業部農
林課農業
振興係

0186-72-
3114

能代市

秋田県
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能代市 農家支援活動事業 就農者等

農業技術センターを拠点に、農業者
に対する市の総合窓口となる農家
支援チームを設置し、戸別訪問等に
よる栽培技術の普及や農業振興施
策の活用支援等を実施

随時 －
農業技術
センター

0185-52-
2247

― 1

未来農業のフロンティア育成研修
秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修生に、月額７万５千円の研修奨
励金を交付する。

- -
農林部農
業農村振
興課

018-866-
2116

http://www.
city.akita.ak
ita.jp/city/a
g/en/ninait
e/sinkishun
ou.htm

3

新規就農相談 新規就農希望者 新規就農希望者の相談窓口 - -
農林部農
業農村振
興課

018-866-
2116

http://www.
city.akita.ak
ita.jp/city/a
g/en/ninait
e/sinkishun
ou.htm

1

新規就農研修

○ 園芸の経営を志し、研修修了後
１年以内に本市において独立・自営
就農又は雇用就農が確実に見込ま
れる者
○ 申請時の年齢が、50歳以下の者

○研修期間は２年間
○研修費無料
○研修生に月額75千円の補助金を
交付

9/1～
10/16ま

で
10人

園芸振興
センター

018-838-
0278

http://www.
city.akita.ak
ita.jp/city/a
g/pc/defaul
t.htm

2,3

三種町

地域で学べ!農業技術研修
秋田県が主催する「地域で学べ!農
業技術研修」受講生

研修生に月額７万５千円の研修奨
励金を交付する。

農林課
農政係

0185-
85-4826 ― 3未来農業のフロンティア育成研修事業

秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講生

研修生に月額７万５千円の研修奨
励金を交付する。

－ －

新規就農相談 新規就農希望者 相談窓口 － －
農林課
農政係

0185-
85-4826 ― 1

－ －
農林課
農政係

0185-
85-4826 ― 3

1,3

八峰町 八峰町担い手育成応援事業補助金

○対象者　八峰町に住居を有し、次
のいずれかの要件を満たす経営体
であること。
①　経営面積が２ha以上であり、認
定農業者となることが確実と認めら
れること。
②　県から就農計画の認定を受け
た新規就農者であり、認定農業者と
なることが確実と見込まれること。
③　認定農業者

○補助率　税抜事業費の１/３以内
とする。（補助金の上限：５０万円ま
で）
水稲機械に限っては補助金の上限
を、経営耕地面積が２ha未満１００，
０００円、２ha以上３ha未満２００，００
０円、３ha以上４ha未満３００，０００
円、４ha以上５ha未満４００，０００
円、５ha以上５００，０００円とする。
＊応募者多数の場合は予算の範囲
以内で補助金を按分します。
○対象施設等
①水稲・大豆・そばの土地利用型作
目に係る機械（施設を除く）
②八峰町奨励作物に係る機械（施
設を除く）

－ 17
農林振興
課

0185-76-
4609

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

4

藤里町 就農定着促進事業

・藤里町に在住する、新規就農者及
び45歳以下の農業後継者。
・研修後、確実に就農が見込まれる
こと。

①農業技術習得のために秋田県農
業技術研修センタ－等で研修を行
なう者に対する助成
②県等が実施する研修と同等の研
修を農業法人若しくは、認定農家等
において受ける者に対する助成

研修費として月額７.５千円を限度と
して支給（研修期間２年以内）
※国・県等の補助がある場合は補
助金の合計額が15万円に達するま
での額を補助金の限度額とする。

要連絡 － 農林課
0185-79-

2114
-

秋田市
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農業法人就農支援事業

○大仙市において通年農業を営む
農業生産法人で、
通年雇用の新たな雇用をする際、下
記の要件を満たすもの
①正社員としての雇用
（期間の定めのない契約、労働時間
週３５時間以上）
②社会保険、労働保険の加入

○雇用就農者の条件
①採用時の年齢が４５歳未満で、就
農経験が５年以内
②過去に「農の雇用事業」の対象と
なっていない

Ⅰ　新規学卒者、大仙市研修施設
施設またはﾌﾛﾝﾃｨｱ研修終了後直接
就農するもの
　　　　　　　　　　　　　60万円（年間）

Ⅱ　上記以外の者
　　　　　　　　　　　　　30万円（年間）

農林振興
課
農業政策
班

0187-63-
1111

― 5

八郎潟町 未来農業のフロンティア育成研修事業
秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修奨励金：月額７５，０００円【県：
５２，５００円　町：２２，５００円】

－ － 産業課
018-875-

5803

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

3

潟上市 未来農業のフロンティア育成研修事業
秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」の受講者

研修生に月額７万５千円の研修奨
励金を交付する。

－ －
産業課
農政班

新規就農者の里親
制度

○大仙市内において新たに就農す
る者で、次に掲げるいずれかの要件
を満たす者
①農業以外の職業を生業としていた
者
②家族等から農業経営に対する支
援を受けることができない者
③市長が特に必要と認めた者

※例外　条件に該当するが、支援の
対象としない者
①親元就農する者で、当該家族が
栽培する作物と同じ作物を栽培する
者
②法人等の農業団体に就職した者

市内の農業士や農業士に準ずる栽
培技術、経営技術を有する市内の
農業者の中から、新規就農者の「取
組作物」「住所」等を考慮して１名を
選任し、里親として新規就農者を支
援する。里親には月額１万円の報奨
金を支払う。

４月１日
から

６月３０日

018-853-
5336

― 2･3

産業建設
課産業振
興班

0185-45-
3653

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

9大潟村 大潟村チャレンジ農場ハウス貸出事業

Ⅰ．支援対象者
①新規就農者
②新規作物に取り組む農業者

Ⅱ．条件
①作付作物を出荷・販売すること。

　支援対象者に対して、ハウスの無
料貸出（光熱水費は別途）を行いま
す。
Ⅰ．貸出ハウス
①育苗ハウス１棟（間口6.3m、奥行
27m）
②一般ハウス３棟（間口7.2m、奥行
27m）
Ⅱ．貸出期間
１年を単位として、最長３年間（１年
ごとに更新確認を行います）
①賃借料は無料です。
②光熱水費は、利用者で按分してい
ただきます。

－ －

大仙市

未来農業のフロンティア育成研修事業
秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」市内在住受講者

研修奨励金として県費52,500円／月
と市費22,500円／月の合計75,000円
／月を研修期間中交付する。

- -

農林商工
部農林振
興課農業
振興情報
センター

0187-86-
9111

http://www.
city.daisen.a
kita.jp/docs
/201310150
0247/

2,3

２人

農林商工
部農林振
興課農業
振興情報
センター

0187-86-
9111

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

6

0187-86-
9111

http://www.
city.daisen.a
kita.jp/docs
/201310150
0247/

2,3新規就農者育成研修事業
研修修了後に市内で就農を希望す
る意欲のある者で、申請時の年齢
が５０歳以下の者

研修奨励金として県費37,500円／月
と市費37,500円／月の合計75,000円
／月を研修期間中交付する。

H28研修
募集期間

H27.11.2
～

H27.12.28
（予定）

１５人
（予定）

農林商工
部農林振
興課農業
振興情報
センター
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大仙市 冬期農業技術研修事業

農閑期の冬期間を利用して新規導
入作目や冬期作目の栽培技術を習
得する意欲のある者で、申請時の
年齢が５０歳以下での者
また、研修終了後市内で就農する
者

研修奨励金として県費37,500円／月
と市費37,500円／月の合計75,000円
／月を研修期間中交付する。

H27研修
募集期間

H27.8.3
～

H27.9.15

３人

農林商工
部農林振
興課農業
振興情報
センター

0187-86-
9111

http://www.
city.daisen.a
kita.jp/docs
/201310150
0247/

2,3

仙北市 未来農業のフロンティア育成研修事業
秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修奨励金として県費52,500／月と
市費47,500円／月の合計100,000円
を研修期間中交付する。

- -
農林部農
山村活性
課

0187-43-
2206

2.3
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未来農業のフロンティア育成研修事業
秋田県の「未来農業のフロンティア
育成研修」制度に該当する市内在
住者

研修奨励金として県費52,500円／月
に加え、市費47,500円／月の合計
100,000円／月を研修期間中交付す
る。

－

－
農林部農
業振興課

0182-32-
2112

http://www.
city.yokote.l
g.jp/sub02/
cat100215.h
tml

2,3

横手市

－
農林部農
業振興課

0182-32-
2112

http://www.
city.yokote.l
g.jp/sub02/
cat100215.h
tml

3

地域で学べ！農業技術研修事業
秋田県の「地域で学べ！農業技術
研修」制度に該当する市内在住者

研修奨励金として県費37,500円／月
に加え、市費62,500円／月の合計
100,000円／月を研修期間中交付す
る。

－

－

産業振興
部
農林課
農業振興
班

0183-72-
0631

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

3

農林課
振興担
当

0183-
62-2111

http://www.
ak-
agri.or.jp/ne
w_farmar/?c
ategory_id=
20&article_i
d=33

3

湯沢市
フロンティア農業者育成事業費補助金
（担い手育成確保対策事業の内）

秋田県が主催する「未来農業のフロ
ンティア育成研修」受講者

研修奨励金として隣市所在の果樹
試験場の研修生には県費52,500円/
月と市費22,500円/月の合計75,000
円/月を、農業試験場等それ以外の
遠隔地の研修生には県費52,500円/
月と市費47,500円/月の合計100,000
円/月を研修期間中交付する。

研修希望
の前年の
10月頃ま

で

羽後町 新規就農総合対策事業費補助金

県の試験場（農業・畜産・果樹・花
き）で研修を受ける方で以下の要件
を満たすもの。
農業後継者、または新たに農業を
始める方などで、就農意欲の高い
方。研修終了後、確実に県内に就
農できる方。応募時点で年齢が４０
歳未満の方。町長が認めるもの。

研修奨励金：１ケ月　75,000円
（県：7/10（52,500円）　町：22,500
円）

- -
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多様な担い手育成支援
事業

山形市内の方で、就農から３年
以内の新規参入者

○実際の賃借料と補助基準額
に賃借面積を乗じて得た額のい
ずれか少ない額とし、１人１０万
円/年を限度とする。
　・対象期間：最長３年

要相談 若干名 4

新規就農バスツアー 山形市に新規就農を希望する者

○山形市内の農家等を視察訪
問する。参加費は無料。
　（山形市までの交通費、昼食代
は実費）

年２回実
施予定
であり、
告知を
山形市
のホー
ムページ
に掲載。
７月、１
月に掲
載予定

各２０名 2

新規就農短期体験フリープラン 山形市に新規就農を希望する者

○山形市内の受入農家にて農
作業を体験する。
　（傷害保険、現地までの交通費
等は実費）
　・期間：１～５日
　・内容：受入農家との相談によ
る

２８年２
月末ま
で

若干名

http://www
.city.yamag
ata-
yamagata.lg
.jp/shiseijo
ho/sub2/k
akuka/nori
n/nosei/ib
ento/

2

新規就農施設等整備事業

５０万円未満の農業用機械・施
設の購入費（汎用性の高い機械
等は除く）で、耐用年数が５年以
上のもの（中古の場合は２年以
上）

2,6

新規就農支援事業

・農地法の許可に基づいて賃借
する農地の賃借料の補助

・農作業に必要な機械の賃借料
の補助（リース料の他、一般的

なレンタル料も含む）
賃借料の１／２を補助（ただし、
農地については年額１０万円、
機械については年額５０万円が

上限）

4

天童市農業後継者県外派遣事業
市内の新規就農者、農業後継者
及び女性農業者で結成した団体

国内研修に係る経費の1/3の額
（１人当たり１万５千円を上限）を
助成する。

－ 3

天童市新規就農者連絡協議会活動
支援事業

天童市新規就農者連絡協議会

天童市新規就農者連絡協議会
が行う、先進地視察研修、定期
勉強会、講師を招いての実施研
修等に要する経費に対し、１５万
円を助成する。

－ 3

農業担い手等経営確立支援事業

認定農業者
認定就農者
特定農業団体又は共同利用組
織体

認定農業者及び認定就農者は、
必要な機械等の導入又は整備
に要する経費に３分の１を乗じて
得た額又は３０万円のいずれか
低い額
認定就農者の内５年以内の農
外からの新規参入者は、必要な
機械等の導入又は整備に要す
る経費に３分の１を乗じて得た額
又は５０万円のいずれか低い額
特定農業団体又は共同利用組
織体等は、必要とする経費の４
分の１を乗じて得た額又は１５０
万円のいずれか低い額

－ 4

山辺町 青年農業者団体支援事業
４５歳以下の農業者で結成した
団体への加入

青年農業者交流等の目的団体
への研修、企画事業等への助成
（定額）

－ － 産業課
023-
667-
1106

― 3

山形市
農林部
農政課

023-
641-
1212（内
線４３６）

―

上山市

農業委員会に営農計画を提出し
た新規就農者で、権利設定の許
可を受けた就農５年以内の方ま
たは青年就農給付金（経営開始
型）対象者

随時受
付

予算の
範囲内

農林課
農政企
画グ
ループ

023-
672-
1111（内
線40１）

http://www
.city.kamin
oyama.yam
agata.jp/so
shiki/11/si
nkisyuno.ht
ml

天童市

平成27
年4月1
日から
平成28
年3月31
日

農林課

023-
654-
1111（内
線215）

―

山形県
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寒河江市農業担い手育成支援事業
・市内に住所を有する４５歳未満
の新規就農者及び４５歳以上６
５歳未満の中高年の就農者

○施設整備、機械購入、種苗費
等の営農に係る経費の助成
・45歳未満の新規就者は、事業
費の1/2以内(100万円限度)
・65歳未満の中高年就農者は、
事業費の1/2以内(50万円限度)
○農地の賃借料助成
・５年以上の賃貸借契約農地に
対して２年間、賃貸料の1/2を助
成

平成27
年4月1
日～

予算の
範囲内

0237-
86-
2111(内
347)

4,7

寒河江市農業後継者育成事業
市内の農業後継者や新規就農
者で組織した団体

団体が自主的に行う講演会や視
察研修会等の活動に要する経
費に対し定額助成(H26年度は、
30万円)。

－ － 3

寒河江市新規就農者支援協議会事
業

市内在住の新規就農者等

市農林課・農業委員会・西村山
農業技術普及課・さがえ西村山
農業協同組合・寒河江市農業士
会で構成された協議会が、新規
就農者の支援と育成・確保を図
るため、各組織が連携して様々
な相談や情報提供等を行う。

－ － 1,9

河北町 河北町青年農業者等支援事業

・青年農業者（４５歳未満の者）
・河北町農業士会
・河北町認定農業者の会
・その他町長が適当と認めるも
の

【助成額】
　補助対象経費の２分の１以内
の額とし、個人又は１団体あたり
２０万円を限度とする。ただし、
補助金交付申請は同一年度に
おいて１回とする。
【対象事業】
○農業者に関する研修事業
例：海外研修、国内研修
○消費者等との交流事業　例：
各種イベントの実施及び参加
○新規就農者を育成又は確保
する事業
　例：新規就農者（概ね５年以
内）を対象とする研修会等
○生産、流通、販売及び経営等
に関する事業で自ら新たに開拓
する事業　例：ふるさと宅配、６
次産業
○農産物の新品種又は農産加
工の新技術の研究開発等を図
る事業
○その他町長が適当と認める事
業

随時
予算の
範囲内

農林振
興課
農業振
興係

0237-
73-2112

― 1,2,3,6

新規就農者等生活支援事業

○新規就農者等生活支援事業
町内に住所を移し、新規に就農
を開始する者で将来に渡り農業
経営を行う意思がある者（就農
研修生及び新規就農者）

○新規就農者等生活支援事業
新規に就農等を希望し、町内に
住所を移し、住宅を借りる必要
のある者に助成する。（月額　住
宅費2万、光熱費5千円以内）

通年
予算の
範囲内

― 8

農作業受託組織等機械整備支援事
業

（1）新規就農者
（2）認定農業者
（3）地区農業機械利用組合

事業費の1/3以内
対象者（1）(2)の場合・・・上限額
100万円

通年
予算の
範囲内

― 4

技術習得支援事業

○技術習得支援事業
町内において、農林業、商業等
で自己経営を開始されて1年未
満の者
町長が必要と認める者

○技術習得支援事業
農業機械等の操作や簿記等の
専門技術を習得するための経費
への助成（当該事業に要する経
費の2分の１以内）

通年
予算の
範囲内

https://ww
w.town.nish
ikawa.yama
gata.jp/jigy
o/02/jigyo
17030002.h
tml

2

農業担い手育成事業 西川町農業担い手育成協議会

(1)就農研修生の勧誘・指導
(2)受入農家の資質向上
(3)会員相互の情報交換
(4)他支援団体との連携

ー ー ― 6

国内外研修支援事業
○国内外研修事業
町内に居住している20歳以上の
者

○国内外研修支援事業
実質旅費の2分の１以内を助成
・国内の場合：3日以上の研修
（上限10万円）
・国外の場合：7日以上の研修
（上限60万円）

通年
予算の
範囲内

生涯学
習課

0237-
74-3131

― 2

西川町

産業振
興課

0237-
74-2113

寒河江市 農林課 ―

0237-
86-
2111(32
2)
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朝日町 朝日町新規就農者等支援事業

（１）農業大学校入学生
（２）実践農業研修生受入農家
（３）実践農業研修生
（４）新規就農者
（５）新規就農者

（１）農業大学校入学支援
（卒業後就農予定の農業大学校等入
学生の授業料の助成：授業料最大2年
間）
（２）実践農業研修生受入支援
（実践農業研修生の受入農家に対する
研修受入に要する経費補助：経費の4
分の1以内の額とし月額30,000円限度）
（３）実践農業研修生家賃補助
（実践農業研修生の研修期間の家賃
補助：45歳以上で賃借料の2分の１以
内とし、 月額10,000円限度）（賃貸借契
約を結んだ場合）
（４）新規就農者生活支援
（45歳以上で新規参入者及び独立して
農業経営を始めた新規就農者に対す
る生活資金補助）（月額25,000円以内と
し、新規就農の日から3年以内）
（５）就農等条件整備支援
（青年等就農計画に即した機械・施設
等の購入費用の補助）（経営体育成支
援事業の場合　6分の１の額とし
1,000,000円を限度）（経営体育成支援
事業に該当しない場合　事業費の3分
の1の額又は、1,000,000円のいずれか
低い額）

予算の
範囲内
で随時

－
農林振
興課

0237-
67-2114

― 1,3,4,5,6,9

大江町農機具等整備事業

（1）新規就農者（就農後５年以
内の者）
（2）認定農業者、平成２７年４月
２日現在において満６０歳以上
の農業によって生計を立ててい
る農業者
（3）３戸以上の農業者グループ
（4）農業協同組合等生産者団体

事業費30万円以上
対象者（1）(3)(4)の場合・・・農機
具購入費１／２以内   上限額５
０万円
対象者（2）の場合・・・農機具購
入費１／３以内   上限額３０万
円
＜補助対象農機具＞
乗用草刈機
高所作業車
くろぬり機（アタッチメント含む）
散布機（アタッチメント含む）
※ただし、対象者(1)の場合はこ
の限りではない。

平成28
年3月ま
で

4

大江町新規就農者家賃等補助事業

本町に住所を移し、新規に就農
を開始する者で将来に渡り大江
町において農業経営を行う意思
がある者（就農研修生及び新規
就農者）

(1)家族で借家住まいする場
合・・・家賃１ヶ月につき４万円限
度、光熱水費１ヶ月につき１万円
限度
※ただし、単身者は無料で研修
施設を使用できる。

随時 8

就農研修生受入事業
受入農家等で組織する「大江町
就農研修生受入協議会」(通称：
ＯＳＩＮの会)

(1)就農研修生の勧誘・指導
(2)受入農家の資質向上
(3)会員相互の情報交換
(4)他支援団体との連携
など、就農研修生育成に資する
活動に対する支援

－ － 6

農業後継者海外派遣事業

市内で農業に従事する、40歳未
満の認定農業者及び認定農業
志向者。

○必要経費の2分の1以内の額
または1人当たり25万円のいず
れかの低い額を助成する。

農業後継者国内派遣事業
市内で農業に従事する40歳未
満の者。

○必要経費の2分の1以内の額
または1人当たり2万円のいずれ
かの低い額を助成する。

尾花沢市
尾花沢市新やる気のある農業者育
成事業

【新規作物の導入研究事業・既
存作物の栽培改善事業】
○認定農業者○青年就農者（概
ね45歳まで）○帰農農業者　等
【後継者伝授事業】
○農業経営者

培改善事業】（補助率1/3上限50万
円）
○新規導入作物の苗木等購入
○展示圃の設置
○先進地への調査研究
○栽培方法の研究
○栽培のための機器購入
○転作作物に関わる農業用機械、
施設導入事業
○稲作の規模拡大に関わる農業用
機械導入事業

【後継者伝授事業】（補助率1/2上限
5万円）
○農業後継者等等への農業に関す
る情報の伝授指導に関わる①育成
費②会議費③印刷製本費

－ － 農林課
0237-
22-1111

http://www
.city.obana
zawa.yama
gata.jp/23.
html

3,4,6

― 3

大江町

予算の
範囲内

農林課
0237-
62-2115

http://www
.town.oe.ya
magata.jp/
modules/of
fice/index.
php?conten
t_id=147

東根市 － － 農林課
0237-
42-1111
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農業後継者等対策事業
(すいかブランド確立事業
・担い手育成事業)

45歳未満の農業者で、人農地プ
ランに中心的な経営体に位置付
けられた農業者

事業費の1/3（上限30万円）

１次募集
５月末ま
で
２次募集
９月予定

－ 農林課
0237-
22-1111

― 4

尾花沢市新やる気のある農業者育
成事業

【新規作物の導入研究事業・既
存作物の栽培改善事業】
○認定農業者○青年就農者（概
ね45歳まで）○帰農農業者　等
【後継者伝授事業】
○農業経営者

【新規作物導入研究・既存作物
の栽培改善事業】（補助率1/3上
限50万円）
○新規導入作物の苗木等購入
○展示圃の設置
○先進地への調査研究
○栽培方法の研究
○栽培のための機器購入
○転作作物に関わる農業用機
械、施設導入事業
○稲作の規模拡大に関わる農
業用機械導入事業

【後継者伝授事業】（補助率1/2
上限5万円）
○農業後継者等等への農業に
関する情報の伝授指導に関わる
①育成費②会議費③印刷製本
費

－ － 農林課
0237-
22-1111

－ 3,4,6

新庄市 若者園芸実践塾事業

【新庄市若者園芸実践塾応募資
格】
・新庄市民である者。
・農業に対し熱意を有し、将来に
わたり農業経営を目指す者。ま
た、農家であることを問わない。
・募集する年度の末日において
原則年齢が１８歳以上４５歳未
満の者。２０歳未満の者につい
ては親等の同意が必要。

○１年間の研修。
・栽培研修（ハウス４棟、育苗ハ
ウス、露地７ａ）
栽培作物：夏秋いちご、トルコぎ
きょう、ストック、トマト、促成アス
パラ他
・視察研修
協力農家、独自企画、農業技術
普及課主催講座等

○就農支援
・研修支援金として年間１２０万
円を支給。（１０万円／月）
・青年就農給付金（準備型）に対
応。
※青年就農給付金（準備型）を
受給する塾生は、原則として市
の研修支援金は受給できない。

一次募
集：平成
２６年１２
月１日～
平成２７
年１月３
０日
二次募
集：平成
２７年３
月末日
まで
（平成２
７年度塾
生の場
合）

※H27の
募集は
終了

５名
農林課
農村整
備室

0233-
22-2111
（内線
266、
265）

http://www
.city.shinjo.
yamagata.j
p/s010/02
0/2015022
3210441.ht
ml

1,2,3

金山町
金山町認定農業者青年部活動活性
化事業補助金

＜対象者＞
・金山町の認定農業者の後継者
又は金山町の青年就農者
＜条件＞
・団体補助

研修等活動に対する補助金
150千円 － 制限なし 産業課

0233-
52-
2111(40
7）

― 3

尾花沢市
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新規就農予定者支援事業 山形県立農業大学校

卒業後舟形町で就農予定の山
形県立農業大学校入学生の授
業料の助成

産業振
興課農
政班

0233-
32-2111
（421） ― 3

舟形町認定農業者等経営転換支援
事業補助金

舟形町在住で下記の者
認定農業者、認定新規就農者、
農業生産法人

町が振興する作物として選定し
た園芸作物を、水田に新規に作
付した農業者に対して500千円
を上限にして交付する。資材代、
種苗等の初期投資経費が対象。

随時
予算の
範囲内

産業振
興課農
政班

0233-
32-2111
（421）

― 4

真室川町 真室川町農業後継者育成支援事業

真室川町在住で下記のもの
①認定農業者
②新規就農者
③経営改善に意欲のある農業
者
④農業団体・グループ

①栽培・経営・作業等、農業に関
する研修会及び講習会への参
加
②農業の6次産業化を図るため
の知識の習得等に関する研修
会及び講習会への参加
③公的機関や農業団体等が実
施する農業関連の研修会及び
講習会への参加
④農業関連の講師による講演会
開催

補助額（補助率1/2）
ｱ．農業者個人…年間上限額
100,000円を超えない範囲で何
度でも可
ｲ．農業団体・グループ…年間上
限額200,000円を超えない範囲
で何度でも可

随時
予算の
範囲内

農林課

0233
62
2111
（内266）

― 3

大蔵村 農業後継者等自立支援事業

（１）農業後継者：自家の農業経
営を引き継ぐことを前提に自家
農業に従事している概ね４０歳
以下の者
（２）新規就農者：村内出身者で
村内において新規に農業を始め
ようとする概ね４５歳以下の者

・研究及び交流事業：事業費の８
割以内（限度額１２万円）
・農業経営に必要な農地取得及
び施設整備：自己負担分の借入
に係る約定償還表により確認し
た、借入日から５ヵ年分の利子
相当額（限度額１００万円）

平成２７
年４月か
ら平成２
８年３月

予算の
範囲内

産業振
興課

0233-
75-2105

― 3,4,7

鮭川村 鮭川村青年就農給付金事業

①青年就農給付金（経営開始
型）に適合した就農者
②いわゆる「親元就農」の場合、
平成25年4月1日以降の新規就
農者で、かつ就農時の年齢が原
則45歳未満である者。ただし、
就農後5年以内に親から経営継
承、親から独立し、青年就農給
付金（経営開始型）を給付される
場合の初年度に限り鮭川村の
嵩上げ給付は行わない。

①助成額：年額500千円を嵩上
げし給付。
②助成額：就農年時に限り500
千円給付。

随時 制限なし
産業振
興課

0233-
55-2111
（代）

― 4

新規就農者支援事業

①青年就農者給付金（経営開始
型）に適合した就農者。
②５０歳未満の新規就農者で
農産物の出荷販売を中心に
経営している就農者。

助成額
・就農年次に500千円の給付。
　但し、45歳以上は300千円
　給付。

特産物生産農家（担い手）振興資金
利子補給事業

①新規就農者
②認定農業者

利子補給　0.5375%

米沢市 米沢市新規就農者研修実施事業

対象となる研修希望者及び受入
農家は、次のとおり
○研修希望者は、米沢市内で新
規に就農を希望し、農地等を利
用する６５歳までのもの
○受入農家は、米沢市農業委員
会が紹介する米沢市認定農業
者

○研修場所　米沢市内
○新規就農者農業研修受入謝
金　12万円（月額10,000円×12
月×2人）

平成27
年4月～
平成28
年3月

2人
農業委
員会事
務局

0238-
22-5111

- 6

戸沢村 随時
予算の
範囲内

産業振
興課

0233-
72-2111
（代）

― 4

舟形町
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米沢市未来を拓く農業支援事業

①農林業者で組織する団体
②認定農業者
③農林業者と商工業者による連
携体
④農業後継者（概ね45歳以下）
⑤新規就農者（予定者を含む）

【農業後継者・新規就農者向け
事業】
農業後継者・新規就農者が自ら
主体となって行う作物の栽培や
新たな栽培方法等の導入・新商
品開発事業等の積極的な取組
を支援する。
○補助率：1/2（上限1,000千円）

平成27
年4月～
平成28
年3月

予算の
範囲以
内

農林課
0238-
22-5111

- 4

米沢市新規就農者支援事業

就農してから5年以内であり、か
つ、生産物や生産資材等を交付
対象者の名義で出荷・取引して
いる65歳未満の新規就農者

○農地の賃借料の2分の1以内
の額（上限100千円）
○農業機械の賃借料の2分の1
以内の額（上限500千円）
○販売価格が50万円以下の農
業機械や耐用年数が残り2年未
満の中古農業機械等の購入費
の2分の1以内の額（上限500千
円）
○新規就農を希望する者を対象
とした農業体験研修の受入れ
（10千円/日で上限7日間）

平成27
年5月～
平成28
年3月

予算の
範囲以
内

農林課
0238-
22-5111

－ 4,6

長井市 長井市生き生き就農促進事業

新規就農者(認定就農者となっ
た方又はそれを目指す研修者)
のうち、概ね４５歳未満の者で、
市内に生活の拠点が無い者、又
は住宅事情等でやむを得ず家
族と別居する者

○賃貸住宅家賃の年間自己負
担額の1/2又は36万円のいずれ
か低い額を上限とする。（事業対
象期間３年以内）

随時 3人 農林課
0238-
87-0831

― 8

高畠町 たかはたニューファーマー支援事業
概ね就農１０年未満の青年就農
者等

○たかはたニューファーマーネッ
トワーク会議への支援
（若い農業者間の情報交換、先
進事例の研修、各種事業の紹介
等）
○たかはたニューファーマー支
援事業助成
・経営チャレンジ活動助成（1/2
助成　上限３万円）
（農業を起点とするビジネス展開
に要する各種ビジネスセミナー
参加に係る経費助成、産直市や
観光施設などへのトライアル販
売に係る経費助成）

随時
予算の
範囲以
内

産業経
済課

0238
（52）
1827

3

新規就農者利子助成事業
〈対象者〉
青年等就農計画の認定を受け
た認定新規就農者

〈助成内容〉
資金利子助成
・助成金額：100万円以上500万
円以内

平成２７
年４月１
日～平
成２８年
３月３１
日

３名
産業振
興課

0238-
42-6642

- 4

農業後継者就農支援助成事業
（１）農業後継者就農研修支援事業

〈対象者共通事項〉
①町内に住所を有する者で農業
経営に意欲的に取組もうとする
者又は就農して３年以内の者
②１５歳以上概ね５５歳未満の
者
③認定新規就農者
④町外からの新規就農者の場
合は、本町において５年以上就
農することが確実である者
〈農業後継者就農研修支援事業
対象者〉
①新規就農者で、将来とも川西
町において中核的農家として期
待できると町長が認めた者
②町内の農家等で研修を受ける
もので、将来とも川西町におい
て就農が図れると町長が認めた
者

〈助成内容〉
農業技術、幅広い知識及び情報
の習得のための必要な経費へ
の助成
・助成金額：上限３０万円

平成２７
年４月１
日～平
成２８年
３月３１
日

３名
産業振
興課

0238-
42-6642

－ 3

米沢市

川西町
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川西町
農業後継者就農支援助成事業
（２）新規就農者経営安定支援事業

〈対象者共通事項〉
①町内に住所を有する者で農業
経営に意欲的に取組もうとする
者又は就農して３年以内の者
②１５歳以上概ね５５歳未満の
者
③認定新規就農者
④町外からの新規就農者の場
合は、本町において５年以上就
農することが確実である者
〈新規就農者経営安定支援事業
対象者〉
①独立している新規就農者で、
将来とも川西町において中核的
農家として期待できると町長が
認めた者

〈助成内容〉
農地の地代、農業用施設、機械
リース料への助成
・助成金額：年間自己負担額の
１／２又は１０万円のいずれか
低い額
・期間：３年以内

平成２７
年４月１
日～平
成２８年
３月３１
日

４名
産業振
興課

0238-
42-6642

－ 4

川西町
農業後継者就農支援助成事業
（３）新規就農者定着支援事業

〈対象者共通事項〉
①町内に住所を有する者で農業
経営に意欲的に取組もうとする
者又は就農して３年以内の者
②１５歳以上概ね５５歳未満の
者
③認定新規就農者
④町外からの新規就農者の場
合は、本町において５年以上就
農することが確実である者
〈新規就農者定着支援事業対象
者〉
①新規就農者で、将来とも川西
町において中核的農家として期
待できると町長が認めた者
②町内の農家等で研修を受ける
もので、将来とも川西町におい
て就農が図れると町長が認めた
者

〈助成内容〉
町外からの新規就農者又は研
修生で、町内の賃貸借住宅に居
住している者への家賃の助成
・助成金額：自己負担額の1/2又
は１０万円のいずれか低い額
・期間：３年以内

平成２７
年４月１
日～平
成２８年
３月３１
日

２名
産業振
興課

0238-
42-6642

－ 8

白鷹町
白鷹町新規就農者育成支援事業
定住支援事業

【対象者】
居住開始から3年未満の町外か
らの移住就農者（雇用・研修含）

賃貸住宅の家賃補助（年間賃借
料の1/2又は36万円のいずれか
低い方）

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

実状に
よる

産業振
興課

0238-
85-2111

http://www
.town.shirat
aka.lg.jp/dd
.aspx?itemi
d=2779#ite
mid2779

8

Ｉターン就農促進支援事業

【対象者】
①新規就農者又は就農後３年
以内の者で、将来とも飯豊町に
おいて中核的農家として期待で
きると町長が認めた者。
②町内の農家等で研修を受ける
者で将来とも飯豊町において就
農が図れると町長が認める者。
【要件】
①町外からの新規就農者又は
研修生で、町内の賃貸住宅に居
住していること。
②新規就農者、研修生の年齢が
概ね、４０歳未満であること。
③他の事業等で家賃補助を受
けているものは対象外とする。

○賃貸住宅家賃の年間自己負
担額の1/2又は２４万円のいず
れか低い額を上限とする。（事業
対象期間３年以内）

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
農林振
興課

0238-
87-0524

http://www
.town.iide.y
amagata.jp
/006/2303
16_shinkisy
uunoushien
sedo.html

8

経営自立安定支援事業

【対象者】
①園芸ハウス等の新設を伴い町
外から新規就農した者、又は就
農後３年以内の者で将来とも飯
豊町において中核的農家として
期待できる者。
【要件】
①新規就農者の年齢が概ね４０
歳未満であること。
②施設等の新設及び使用を申
請者本人が行っていること。
③対象施設は、一体不可分な附
帯施設を含む施設本体とする。

○施設取得費の１％以内（事業
対象期間は３年以内）

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
農林振
興課

0238-
87-0524

http://www
.town.iide.y
amagata.jp
/006/2303
16_shinkisy
uunoushien
sedo.html

4

飯豊町
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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

Ｉターン経営安定補充支援事業

【対象者】
①独立就農している新規就農者
で、将来とも飯豊町において中
核的農家として期待できると町
長が認めた者
【要件】
①町外からの新規就農者。
②町内の農地の賃貸借契約を
結んでいる者で、年度内契約を
結んでいる者

○年間の１０a当り農地の契約賃
借料と飯豊町標準小作料の差
額の1/2又は、１万円のいずれ
か低い額で、当該借入面積の額
とする。

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
農林振
興課

0238-
87-0524

http://www
.town.iide.y
amagata.jp
/006/2303
16_shinkisy
uunoushien
sedo.html

4

Ｉターン定住促進支援事業

【対象者】
①独立就農している新規就農者
で、将来とも飯豊町において中
核的農家として期待できると町
長が認めた者
【要件】
①町外からの新規就農者である
こと
②町内の農地を当該年度内に
おいて所有権移転と売買契約を
し、取得したもの。
③農地取得後、農業用施設を建
設する場合は、予め町長の許可
を得ること

○新規に取得する農地の10a当
たりの価格の1/3または20万円
のいずれか低い額で、農地取得
面積の50aまでを限度とし、千円
未満は切り捨てとする。尚、補助
金は当該年度のの予算の範囲
内とする。

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
農林振
興課

0238-
87-0524

http://www
.town.iide.y
amagata.jp
/006/2303
16_shinkisy
uunoushien
sedo.html

7

いいですね定住推進事業

【対象者】
①町外から飯豊町に転入され定
住の意思を有する方
【要件】
①Ｕターンされた方は、転出から
３年以上経過していること。
②平成１４年４月１日以降に転
入したＩ・Ｕターンされた方を含む

○住宅を新築又は購入した場
合、一世帯につき１回に限り奨
励金を贈呈します。
Ｉターン　　100万円
Ｕターン　　 50万円
新規就農者　100万円
町内在住者　 10万円

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
総務企
画課

0238-
72-2111

http://www
.town.iide.y
amagata.jp
/006/2303
16_shinkisy
uunoushien
sedo.html

8

新規品目・商品開発支援事業

【対象者】
①独立就農している新規就農者
で、将来とも飯豊町において中
核的農家として期待できると町
長が認めた者
【要件】
①独立就農している新規就農者
であること
②3人以上の組織で、農業の新
たな品目や商品開発へ取組む
ための運営に係る経費に対して
支援する。

○農業の新たな品目や商品開
発へ取組むための運営に係る
経費の30％又は10万円のいず
れか低い額とする。

平成27
年4月1
日～平
成28年3
月31日

－
農林振
興課

0238-
87-0524

― 4

鶴岡市新規就農定着アドバイザー 市内で農業に従事する新規就農者

新規就農者の育成・定着に資する
ため、
新規就農定着アドバイザーを設置

新規就農者の相談・指導

1

鶴岡市UIターン就農者支援事業
【住宅家賃支援事業】

45歳未満で、かつ、転入後10年を経
過しないUIターン就農者のうち、次
の要件に該当する者
①青年就農給付金（準備型）の受給
者
②認定新規就農者であって、かつ、
人・農地プランの中心経営体である
者

【支援内容】
賃貸住宅等家賃月額の2分の1又は
2万円のいずれか低い額に入居月
数を乗じて得た額以内の額を補助
金として交付
【対象期間】
青年就農給付金（準備型）の受給期
間又は青年等就農計画に定める有
効期間

8

鶴岡市UIターン就農者支援事業
【農業機械リース支援事業】

45歳未満で、かつ、転入後10年を経
過しないUIターン就農者のうち、認
定新規就農者であって、かつ、人・
農地プランの中心経営体である者

【支援内容】
農業用機械の賃借料の年額の2分
の1又は5万円のいずれか低い額以
内の額を補助金として交付
【対象期間】
青年等就農計画に定める有効期間

4

http://www
.city.tsuruo
ka.lg.jp/san
gyo/agri-
ninaite/uit
urn.html

飯豊町

―鶴岡市 随時 農政課
0235－25
－2111
（576）

飯豊町
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鶴岡市 鶴岡市新規就農者研修受入協議会

（１）鶴岡市民である者
（２）農業に対して熱意を有し、将来
にわたり農業を経営しようとする者
（３）就農予定時の年齢が18歳以上
45歳未満の者

研修希望者の希望する研修内容・
将来の農業経営の構想等を確認し
たのち、協議会に登録した研修受
入農家のもとで最大2年間の研修を
実施する。青年就農給付金(準備
型）を活用しながら研修を受けること
も可能。

随時
年間5～
10人

農政課
0235－25
－2111

http://www
.city.tsuruo
ka.lg.jp/san
gyo/agri-
ninaite/uit
urn.html

2

酒田市 さかたでアグリ支援事業

ＵＩＪターン者で、本市に引き続き生
活の拠点を置き、農業に従事して農
作物を販売目的で生産し、将来的
に本市に定住する意思のある者

○農地、農業用機械、資材及び住
居等を購入又は貸借する費用の一
部を支援する。Uターン就農者につ
いては、機械購入にも補助を実施
する。
　・農地等確保支援（農地借上）　30
千円／人
　・条件整備支援（資材等購入）400
千円／人
　・機械等リース支援　　　　　　　300
千円／人

随時 － 農政課
0234-26-
5766（直
通）

http://www
.city.sakata
.lg.jp/ou/ki
kaku/seisa
ku/suishin/
iju-
nogyo.html

4，7，8

庄内町 園芸農業実践研修支援事業

本町の町民（研修以降町民となるこ
とが見込まれる者）で、施設園芸に
新規に取り組む者または取り組む
予定の者

○施設園芸の技術習得のための、
町内先進農家での研修に対して月
額50,000円補助をする。研修者に扶
養親族がある場合は１人につき月
額20,000円を加算。自ら居住をする
ため住宅を借り受けている場合は、
月額40,000円を限度として家賃相当
額を加算。
○研修生が実施する先進地視察研
修に係る交通費・宿泊費を1/2以内
で補助する。（上限50,000円）

通年 － 農林課
0234-42-
0178

http://www
.town.shona
i.lg.jp/teizy
u/miryoku.
html

2,3

定住住宅空き家利活用事業（借上げ空
き家リフォーム制度）

【対象者】
①町外から遊佐町に転入され定住
の意思を有する方

○遊佐町が空き家を借上げ、リ
フォーム後に移住者に貸し出す。空
き家活用住宅一棟につき、３５０万
円を上限に構造上必要な箇所の修
繕を施す。
　加え、新規就農者に対しては営農
するにあたり利便性のいい住宅を
紹介いたします。

http://www
.yuza-
iju.com/inf
o2/help/su
pportsyste
m/

空き家情報活用システム制度
【対象者】
①町外から遊佐町に転入され定住
の意思を有する方

○遊佐町に登録した空き家の所有
者と、空き家を利用したい移住予定
者の連絡調整を集落支援員を含む
関係者がチームを作成し調整を行
う。
　加え、新規就農者に対して優先度
を上げ対応いたします。

http://agri
n.jp/page/
22389/

新規就農者支援事業（資格取得）
【対象者】
①青年就農給付金対象者

担い手に必要な資格取得に対して
1/2または10万円を上限に町が補
助金を交付する

http://www
.yuza-
iju.com/inf
o2/job/far
mer/

8,9遊佐町 通年 － 企画課
0234-72-
4524
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福島県

福島市 週末ファーマー体験講座
今後新たに農業経営を始めたい
方、もしくは新たに農業経営を始め
た方

㈱新ふくしまファームに委託し、毎週
土曜日に農業体験講座を開催しま
す。

― 10人程度 農政課
024-525-
3726

― 9

郡山市

農業参入支援事業 都市部の就農希望者
「新・農業人フェア」を出展時に郡山
市へ定住、就農情報を提供する

― ―
農業政策
課

０２４-９２
４-２２０１

― 1,2

こおりやま園芸カレッジ
新たに園芸で郡山市内に就農する
18歳以上60歳以下の方

・野菜・花卉の栽培技術を学ぶ研修
会
・年間155日
・青年就農給付金（準備型）対応

― ―
郡山市園
芸振興セ
ンター

０２４-９５
７-２８８０

― 2

1

白河市 がんばる農業後継者激励金

・市内に住所を有し、専業的に
農業に従事しており、他に恒常
的な勤務先を持たない者
・当該年度の４月１日における
年齢が満４５歳未満である者
・各種学校卒業後明確な就農実
績が無く、当該年度内に就農２
年を経過し３年目にある農業者
の内、引続き農業を続けること
が明確である者に１回交付

・新規就農者激励金　１人当たり５
万円

随時 ―
産業部農
政課

０２４８-２
２-１１１１
（内線２２
２５）

― 9

いわき市 担い手・就農支援促進事業 新規就農を希望する者
市内で就農を希望する者の就農相
談に対応する

― ―
農業振興
課担い手
支援係

０２４６-２
２-１１４８

http://www
.agriinfo.jp/
new_entry/i
ndex.html

―

3

会津若松
市

戦略的農業経営確立支援事業
（施設園芸農業経営支援事業）

生産者団体
生産者
（新規就農者含）

○アスパラガス、トマト、キュウリ、イ
チゴ、トルコギキョウの新規作付、規
模拡大のための施設導入に必要な
経費の一部を支援
・補助率　新規就農者の割合
3/10（上限100万円）
○上記5品目の施設栽培における
灌水用の井戸の掘削にかかる費用
の一部を支援
・補助率　新規就農者の場合
3/10（上限6万円）

― ― 農政課
0242-39-
1253

― 4

須賀川市 新規就農者経営開始支援事業

須賀川市長より青年等就農計画
の認定を受けた認定新規就農者
で、その就農区分がＵターン就
農者、新規学卒就農者及び新規
参入者である１５歳以上５０歳
未満の須賀川市内において新規
就農した者

営農確立のために必要な資格の取
得、又は技術の習得並びに資質の
向上を図るのに必要な資金の一部
を経営開始支援資金として貸し付け
る
※5年間就農し、経営目標を達成す
れば償還免除
○貸付限度額　４０万円以内

― ―
産業部農
政課農政
係

０２４８-８
８-９１３８

―

1,3,4,7,8喜多方市 新規就農者経営確立支援事業

次の各号に掲げる要件をいずれも
満たす者
・喜多方市内に住所を有する者
・１８歳以上６５歳未満である者
・喜多方市長より就農計画の認定を
受けた者（新規参入者、Ｕターン者、
新規学卒者）
・就農して１年以内の者
・本市において５年以上就農するこ
とが確実である者

○営農研修教育費の助成
　　　新規参入者（５万円/月、１年
間）
　　　Ｕターン者、新規学卒者
　　　（２万円/月、１年間）
○農地賃貸料の助成
　　　（８０％補助、３年以内）
○農業機械・施設リース料の助成
　　　（１/２補助（上限235千円/年）、
３年以内）
○住宅賃貸料の助成
　　　（８０％補助（上限27千円/月）、
３年以内）

随時 ―
産業部農
林課

0241-24-
5235
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通年 ―
産業部農
林課農林
係

０２４７-８
１-２５１１

―

二本松市 二本松市新規就農者研修支援事業

新規就農者（市外からの転入者
で市内で新たに農家として経営
を始める満18歳から満50歳まで
の者）又は、農業後継者（市内
に居住し、自家農業経営の後継
者として農業を継承するもので
あって、満18歳から満50歳まで
の者）を農業技術習得に取り組
む研修者として受け入れ、農業
技術を指導する団体に対し、二
本松市担い手育成総合支援協議
会が審査し、市長が適当と認め
た団体に対し補助金を交付す
る。

（１）新規就農者の研修期間中の居
住確保のための家賃補助・・・月額
家賃の半額（ただし月額25千円限
度）
（２）新規就農者の研修期間中の安
定した生活の維持のための生活費
補助・・・１人につき月額70千円
（３）新規就農者及び農業後継者に
対して農業技術指導をする受入農
家の確保のための技術指導費補
助・・・１人につき月額30千円
（４）補助事業を実施するために要す
る事務費用の一部を補助・・・１団体
年額50千円

予算内締
め切り

―
農政課総
合農政係

0243-55-
5116

― 2,3,6,8

1,4

伊達市

伊達市就農支援事業

１　伊達市在住者
２　65歳以下
３　就農して5年以内の者、又は新た
に就農しようとする者
４　農業に年間150日以上従事する
と見込まれること
５　今後5年以上農業に従事すると
見込まれること

支援内容：農業生産法人等と委託
契約をし、支援対象者に先進的な農
家を紹介して、農家経営や栽培技
術等の指導を行う。
委託料：
（１）就農者支援（半日支援と1日支
援を就農者が選択）1か月5日以上
の場合　600円／1時間（ただし、半
日は3時間以上、１日は６時間以上
の実働時間として、１か月97千円を
限度とする。
（２）就農者受入農家支援
１か月10日以上の半日研修　25千
円
1か月10日以上の1日研修　　50千
円
（ただし、農業研修は1日最大6時間
とし、1か月5万円を限度）
支援期間　：3年間

随時
予算枠内
で決定

農政課
024-577-
3173

― 3,6

伊達市新規就農者支援金
１　伊達市在住者
２　市内で新規に就農した者
３　伊達市青年等就農計画認定者

支援内容：新規就農者に対し支援
金を交付
支援額：年間100千円
支援期間：２年間

随時
予算枠内
で決定

農政課
024-577-
3173

― 4

田村市 新規就農奨励事業

以下の要件を全て満たす者
・田村市内に住所を有する者
・田村市長より就農計画の認定を受
けた者

新規就農者に対し､就農後１年を経
過したときに100千円､２年を経過し
たときに100千円､３年を経過したと
きに100千円の計300千円を支援金
として交付する

1,4

国見町 国見町経営開始支援資金貸付制度

・町が認定就農者と認めた者
・国見町に居住している者
・Uターン、新規学卒者は18歳
以上40歳未満
・新規参入者は18歳以上50歳
未満

・貸付額
　 70万円以内
・貸付内容
　 新規就農に必要な技術の習得、
条件整備等に要する資金
・償還
　 貸付けから5年後の経営が一定
の要件を満たしていると町長が認め
た場合は償還免除　資金利用は１
回のみ

随時 －
産業振興
課産業振
興係

024-585-
2986

― 4

桑折町 桑折町新規就農者経営活動支援金事業

以下の条件を全て満たす者
・桑折町内に住所を有すること
・町内に新規に就農したもので
あること
・年齢満４０歳以下であること
・農業に年間１５０日以上従事
すること

○経営活動支援金支援期間　　３年
○場所　　　町内
○支援内容
新規就農支援金として年額６万円を
３年間にわたって助成金を交付する

随時
予算枠内
で決定

産業振興
課農林振
興係

024-582-
2126

―
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4

天栄村 農業経営者育成資金
村内に住居し、現在農業に従事し
て、農業経営を実質的に経営する
者。

１　この資金は、農業経営者が自ら
の創意と責任において、その農業経
営に必要な種苗購入、家畜導入、農
業用機械購入等及び農業用施設の
設置に要する経費とする
２　貸付金は所要資金の80%以内と
し、500万円を限度とする
３　この資金の貸付期間は、10年以
内で、償還は均等償還とし、毎年度
3月末日までに行うものとする。
４　貸付資金の利子は無利子とする

通年
予算の範
囲

産業振興
課

0248-82-
2117

― 9

大玉村 大玉村農業後継者育成事業

大玉村内に居住し、農業に従事
し将来農業経営を継承する20歳
以上50歳までの者で、貸付審査
会の認定を受けた者。

大玉村が融資預託し農協が行う農
業後継者育成資金に対し利子補給
を行う。
１）大玉村農業後継者資金貸付事
業
・融資事業主体：みちのく安達農業
協同組合
・貸付条件：農業経営に必要な種
苗、家畜、資材、機械及び施設の設
置（土地の購入を除く。）等に要する
経費
・貸付金額：総事業費の80%以内
・限度額：（一般）500万円　（特認）
1,000万円
・貸付利率：農業近代化資金貸付利
率に0.5%を加えた額
・償還期限：10年以内（うち据置期間
2年以内）
２）農業後継者資金利子補給事業
・利子補給額：農業近代化資金基準
金利プラス1%と後継者負担率との差
額を農協に利子補給する。

－ －
農政課農
政畜産係

0243-24-
8107

―

3,4

北塩原村 新規就農支援対策事業
「本村の担い手農家」が一定期間雇
用する、「本村内での就農希望者」
の賃金を補助する。

定額：最大、月137千円×6カ月間 ― ― 農林課
0241-23-
1334

― 5

只見町 只見町新規農業参入者支援事業

（研修支援）
　以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、新たに農
業を始める者
・18歳以上60歳以下の者であっ
て、18歳以上60歳以下の同居の
親族がいる者
・町内に居住し10年以上就農す
ることが確約できる者
・就農計画を策定し、認定を受
けた者

(農業経営支援)
上記により新規参入者の認定を
受けた者

（農用地借料支援）
上記により新規参入者の認定を
受けた者

（研修支援）
○研修期間　　１年以内
○研修場所　　町内農家
○研修内容　　施設園芸作物（トマト
など）の栽培及び経営計画
○研修助成金　　８万円／月
※就農前の研修を対象

(農業経営支援)
期間は、５年間で、　国及び県の補
助事業により導入した施設、農業機
械等導入の初期投資額を５年間分
割で助成

（農用地借料支援）
借受農地の小作料相当額を５年間
助成

随時 ―
農林振興
課農政係

０２４１-８
２-５２３０

―
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南会津町

新規就農者支援事業
※国県等の類似する補助事業等に該当
する者は除く

【研修業務補助金】
・補助対象者
①町内在住者及びUターン者
②Ｉターン者
　経営責任者の年齢がおおむね
18歳以上50歳未満で、配偶者ま
たは18歳以上60歳未満の同居の
親族を有する者
・交付の条件
研修業務終了後、町内で新たに
重点振興作物を概ね20㌃以上栽
培し農業を営む者
農業経営技術研修機関及び団体
に助成

【研修業務補助金】
○補助金額　1人当たり月額150,000
円以内の80％
○助成期間　原則として年６か月以
上８か月以内で、最大１６か月の栽
培期間に限る

― ―
農林課農
政係

0241-62-
6220

http://www
.minamiaizu
.org/gyous
ei/cat7/00
0175.php

新規就農者雇用促進事業
※国県等の類似する補助事業等に該当
する場合は除く

【研修業務補助金】
・補助対象者
　正規雇用予定時の年齢がおお
むね18歳以上50歳未満で、町内
在住者または１年以内に町内に
在住する見込みのある者
・交付の条件
研修業務終了後、補助対象者を
引き続き正規雇用する、補助事
業者に助成

【研修業務補助金】
○補助金額　1人当たり月額150,000
円以内の80％
○助成期間　原則として年６か月以
上８か月以内で、最大１６か月の栽
培期間に限る

― ―
農林課農
政係

0241-62-
6220

http://www
.minamiaizu
.org/gyous
ei/cat7/00
0173.php

6

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者
・交付の条件
町内で７年以上営農の継続が見
込まれる者（研修期間は除く）

【初度経営支援補助金】
○補助金額　1組当たり年額700,000
円以内
○助成期間　最長３年間

― ―
農林課農
政係

0241-62-
6220

http://www
.minamiaizu
.org/gyous
ei/cat7/00
0175.php

4

5

http://www
.minamiaizu
.org/gyous
ei/cat7/00
0173.php

5

下郷町

下郷町夢ある農業担い手育成支援事業 （青年就農給付金受給者を除く） － － － － －

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者
国県等の類似する研修業務等が
終了した者
・交付の条件
補助対象者を引き続き５年以上
正規雇用し、重点振興作物、水
稲またはそばを、補助対象者１
人につきおおむね20㌃以上新規
栽培するか規模拡大し、農業経
営を行う農業生産法人に助成
（研修期間は除く）

【初度経営支援補助金】
○補助金額　１法人当たり年額
1,000,000円
○助成期間　最長２年間

― ―
農林課農
政係

0241-62-
6220

－ －

1.新規就農者研修支援事業

①下郷町認定農業者及び下郷町
認定新規就農者
②農業経営開始時の年齢が18歳
以上60歳未満の者

○1人当たり月額8万円を助成する。
最長1年間（年2回交付）
・交付条件
研修終了後、町内で新規に就農が
見込まれる者

― ―
産業課農
政係

0241-69-
1188

― 3

2.新規就農者経営支援事業

①下郷認定農業者及び下郷町認
定新規就農者
②農業経営開始時の年齢が18歳
以上60歳未満で50歳以上60歳未
満の者は配偶者又は20歳以上の
同居の親族を有する者

○1人当たり月額10万円を助成する
最長3年間（年2回交付）
・交付条件
町内に居住し、5年以上営農の継続
が見込まれる者

― ―
産業課農
政係

0241-69-
1188

― 4
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農林振興
課農政課

0241-45-
4531

― 1,2,3,4,8

猪苗代町 猪苗代町新規就農事業

・　町外から転入し、本町農業
に従事する意欲を十分に持って
いる概ね60歳未満の者
・　町新規就農者認定審査会が
認める先進農家等で1年程度の
農業研修を有し当該農家からの
推薦を受けた者
・　5か年の営農計画書（就農
計画書）を提出し、町長が町認
定就農者と認めた者（町新規就
農者認定審査会において審査す
る）
・補助期間は、新規就農事業補
助対象者となってから3年以内
・補助金の交付を受けてから5
年以内に離農した場合は、補助
金の全部又は一部を取り消し、
返還を求める場合がある。

≪新規就農者住宅賃借料補助事業
≫
住宅・農作業場の家賃1か月の2分
の1以内（上限25千円）の補助
≪新規就農者農地賃借料補助事業
≫
農地法又は農業経営基盤強化促進
法に基づき設定された賃借権の賃
借料の2分の1以内（上限10a当たり
10千円）の補助
≪新規就農者研修補助事業≫
1経営体1か月50千円

随時 ―

西会津町
西会津町新規就農者あんしんサポート
事業

以下の条件を全て満たす者
・町外からの移住就農者または
非農家からの就農者
・１８歳以上５５歳未満の者
・５年以上継続して就農が確実
で就農後５年以内に認定農業者
又は認定新規就農者になる意志
があること

○営農研修費の助成
　・移住による新規就農者（８万円／
月　３年限度）
　・町内非農家就農者（６万円／月
３年限度）
○経営安定の助成
　・移住による新規就農者（８万円／
月　３年限度）
　・町内非農家就農者（６万円／月
３年限度）
○住宅賃貸料の助成
　町外からの移住就農者への一部
助成（２万円／月
３年限度）

随時 ―

農林課
０２４２-６
２-２１１６

― 3,9

6

湯川村 頑張る若者応援！新規就農者支援事業

・村内に住所を有し、且つ居住
・申請時点で40歳未満で、年間
150日以上農業に専従
・認定新規就農者
・就農後5年以内に認定農業者
となる意思がある者

月額10万円を36月間（3年間）補助 随時
予算の範
囲内

産業建設
課産業振
興係

0241-27-
8840

http://www
.vill.yugawa.
fukushima.j
p/sangyosi
nikou/oshir
ase.html

4,9

会津坂下町 就農研修者受入支援事業
新規就農を目指す人材
（UIタ－ン希望者、親元就農）

農業法人及び認定農業者が新規就
農を目指す人材（UIタ－ン希望者、
親元就農）の研修者を受け入れる
際、研修者１人（１回）の受入に対
し、最長７日分の受入謝礼3千円／
日を支援する。

― ―
産業部農
林振興班

0242-84-
1505

―

4柳津町 未来の農業を担う若者応援給付金 新規就農者 年額120万円給付 ― ―
地域振興
課農林振
興班

0241-42-
2116

―
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三島町
三島町農産事業基金
（新規就農支援事業
等資金）

町から「青年等就農計画」の認
定を受けた認定新規就農者

・新たに農業を始める際に必要な営
農費及び生活費を支援する。
・貸付期間は10年以内（うち償還猶
予期間2年以内）
・貸付利子は無利子
・償還方法は均等償還（ただし、繰り
上げ償還することができるものとす
る）
・貸付限度額は300万円

― ―
産業建設
課産業係

0241-48-
5566

― 4,9

http://www
.town.aizum
isato.fukus
hima.jp/8,1
6866,119.ht
ml

4

昭和村 新規農業参入推進事業

以下の要件を全て満たす者
・18歳以上
・昭和村に居住、または今後５
年以上、昭和村に居住し、中核
的農業者となり得る者（認定就
農者、認定農業者を目指す）
・研修終了後直ちに就農する者

○　研修期間　　１年
○　研修場所　　村内農家
○　研修内容　　宿根カスミソウの栽
培及び経営計画
○　研修費用助成　指導農家への
謝礼金（指導農家へ支払）
研修を終えた方は下記の支援制度
があります
●初期経営支援　カスミソウ苗の購
入代金の1/2助成
（上限50万円、2年間）
●農地代助成　地代の1/2（上限1万
円、3年間）
●就職奨励金　10万円（就農した場
合10万円支給）
●住宅・作業小屋家賃助成　家賃の
1/2（上限1万円、3年間）
その他、県補助事業、県農業制度
金融制度について、導入支援

－ 若干名
産業建設
課産業係

０２４１-５
７-２１１７

http://www
.vill.showa.f
ukushima.jp
/shunosha.
stm

1,2,3,4,6,7
,8

金山町 工場等雇用奨励金事業

以下の項目すべてに該当する事
業主
・交付の対象となる従業員を常
用従業員として雇用し、引き続
き6か月以上雇用すること
・雇用保険適用事業主
・納期到来分の個人住民税や法
人住民税を完納している人
・賃金台帳、労働者名簿、出勤
簿、現金出納帳、総勘定元帳等
を備え付け町の要請により提出
することができること

新規就労者(就農を含む)を雇用した
事業者に対して５万円を交付しま
す。

― ―
復興政策
課復興政
策係

0241-54-
5203

http://www
.town.kaney
ama.fukushi
ma.jp/soshi
ki/54/kouj
o-koyou-
shourei.htm
l

1,4,6

西郷村 西郷村新規就農者支援事業
西郷村長より就農計画の認定
を受けた西郷村内在住者

機械整備、研修、資格取得等への
支援（最大、60万円、1回限り）

随時 ― 農政課
0248-25-
1116

― 3,4

会津美里町
①新規就農者育成奨励金事業
②新規就農者育成支援事業

①新規就農者育成奨励金事業
（就農者補助）
以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住
している者
・申請時の年齢が40歳未満で
あって、農業を生計の中心とし
て位置づけ、自己努力と自立経
営の意欲をもって5年以上、か
つ、年間150日以上農業に専従
する者
・町より就農計画の認定を受け
た者
・就農後5年以内に認定農業者
になる意思がある者
（研修受入補助）
以下の条件を満たすもの
・就農者補助の交付要件を全て
満たす就農者の研修を受け入れ
る、本町に住所を有する農業者

②新規就農者育成支援事業
以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有する者又は就
農時に町内に住所を有する見込
みの者
・概ね60歳未満の者・経営面積
が50a以上、かつ主業として農
業を営もうとする者
・町より就農計画の認定を受け
た者

①新規就農者育成奨励金事業
　・農業振興の中核となる担い手を
確保し、育成するため、新規就農者
及び研修受入農家に対し資金を交
付
（就農者補助）
　・農家の跡取りの新規就農に対し
ては月5万円
　・新たに町に居住した新規就農者
に対しては10万円
＊補助対象期間　36か月
（研修受入補助）
・就農者の研修を受入れる、本町に
住所を有する農業者に対し月1万円
※補助対象期間12か月

②新規就農者育成支援事業
　農業用資材購入に対する助成
＊補助金20万円／1件
＊経営支援資金を受ける場合は10
万円

随時
予算の範
囲内

農林課農
政係

0242-56-
3914
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自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

― ―
産業振興
課

0248‐42‐
2115

― 1

鮫川村

鮫川村新規就農者技術研修事業補助金
交付事業

新たに農業に従事する目的で農業
技術等の習得のために先進的農場
若しくは、試験研究機関で１月以上
１２月以内の研修を行う者

月額３０，０００円を上限とし、予算の
範囲内で村長が定める額。
他の同種の補助事業により、補助
金の交付を受けている者、若しくは
受けようとする者が本事業を希望し
た場合には、村長が補助対象の適
否及び補助額について調整する。

随時
予算の範
囲内

農林課農
政係

0247-49-
3114

― 3

鮫川村奨学基金制度

①鮫川村奨学金の借受者で、大学
または大学院を卒業後鮫川村に居
住し、農林水産業に就農した者。
②①に該当する者で、１０年を経過
した者。

①に該当する者は、奨学金の返還
を猶予する。
②に該当する者は、奨学金の返還
を免除する。

毎年２月
下旬～３
月末日

― 教育課
0247-49-
3151

― 9

矢吹町 農業担い手育成総合支援事業 新規就農希望者
新規就農者への就農相談、各種補
助金等への誘導、地域専任マネー
ジャーからの営農アドバイスなど

― 4

石川町 新規就農希望者への就農相談

・石川町内で就農しようとする
新規就農者への就農相談を実施
・対象者は、町内で就農する農
業者であれば年齢等条件は不問

町の農業再生専門指導員による就
農相談

随時 特になし
産業振興
課

0247-26-
9126

―

①　農地の賃借料１／２を５年間奨
励金として交付
②　経営開始後､最初に取得した施
設等にかかる固定資産税相当額を
３年間奨励金として交付
③　農用地等の購入資金及び経営
開始年度から２年以内に借入れた
家畜導入資金に対し､その借入額の
１／５､5,000千円を限度に補助金を
交付する
④　農業経営に必要な資金として借
入れた制度資金の利子について､そ
の３／５を借入年度から７年間利子
補給する
 対象となる制度資金の限度額は
5,000千円
⑤　土地､施設等の斡旋
⑥　村長が特に必要と認めた場合
は､農業機械のﾘｰｽを行う

通年 ―
産業課農
林管理係

0247-55-
3115

―

1

玉川村

施設園芸参入支援事業補助金
村内在住者で新規施設園芸参入者
及び認定農業者

ビニ－ルハウス設置に要する経費
の１／２で上限162万円

―
予算範囲
内

産業振興
課

0247-57-
4627

― 4

20坪ハウス設置事業補助金

村内在住者でハウス栽培に意欲
のある女性就業者（概ね40～60
歳）及び会社等を退職された方
（概ね55～65歳）で5年以上継
続して栽培可能な方

20坪（３間×７間）程度のビニ－ルハ
ウス設置に要する経費の１／２

―
予算範囲
内

産業振興
課

0247-57-
4627

1,4

小野町 夢のある農業者育成推進事業

○対象者
・新規就農者及び転職者Ｕター
ン者等
・農業研修生に対しても新規就
農者と同様に扱うものとする
○年齢条件あり　50歳以下

新規就農者に対し､就農後１年を経
過したときに100千円､２年経過した
ときに200千円､３年を経過したとき
に300千円の計600千円を支援金と
して交付する

― ―
農林振興
課

0240-38-
2112

－ ４・７・８

0247-72-
6935

― 1,9

川内村 新規就農者支援事業補助金
①新規就農者
②Ｕターン者

○新規就農者の内　単身者につい
ては月額100,000円
○夫婦については、月額150,000円
（家賃・農地賃借料の1/2で上限２
０，０００円を加算した額）
○Ｕターン者は月額５０，０００円とす
る。
○支給額はそれぞれ開始月から３６
カ月を限度とする。

平成27年
4月1日～
平成28年
3月31日

若干名
産業振興
課農政係

平田村 平田村新規就農者誘致特別措置条例

（１）心身共に健康で原則とし
て経営責任者の年齢が概ね18歳
以上50歳未満の者、又は概ね18
歳以上50歳未満の共同経営を行
う者が3名以上農業経営に参画
する者
（２）近代的農業経営を維持・
管理する能力又は経験を有する
者
（３）前各号に満たない者で
あって、特に村長が認めた者
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