
～愛知県における就農支援策～
尾張地方

【江南市】
・農業教室 【扶桑町】

・農地の利用権設定

【大口町】
・農業ちゃれん塾 【犬山市】

・犬山市農地バンク
・荒廃農地等利活用促進事業補助金
・犬山市新規就農者支援補助金交付要綱
・農機具等貸出業務
・チャレンジ農業講座

【小牧市】・農業体験事業

【春日井市】
・かすがい農業塾【岩倉市】

・農業振興事業助成金
・岩倉市農地バンク
・岩倉農業体験塾

【稲沢市】
・はつらつ農業塾

【瀬戸市】
・瀬戸農業塾
・瀬戸市農地バンク制度

【尾張旭市】・尾張旭市農学校

【清須市】
・清須市農業体験塾
・清須市農地バンク制度

【長久手市】
・長久手農楽校

【日進市】
・日進アグリスクール（農学校）事業
・農地バンク制度

【名古屋市】
・チャレンジファーマーカレッジ
・名古屋市農地バンク制度

【東郷町】
・東郷町農地バンク制度
・東郷軽トラ市 ・とうごう農学校

【豊明市】
・豊明市農地バンク

【知多市】
・農地流動化奨励交付金

【大府市】
・健耕サポーター制度
・大府市がんばる農業者応援事業補助金
・農地銀行

【半田市】
・就農相談・農地取得支援

【武豊町】
・武豊町農地銀行

【南知多町】
・南知多町農林漁業新規就業者支援事業

【東海市】
・都市近郊農業施設設置費等補助事業
・農業後継者カゴメ海外研修費補助事業

【東浦町】
・東浦町遊休農地活用登録制度

【愛知県】
・ニューファーマーズ研修
・農業者育成支援研修
・山間地営農等振興事業（就農支援資金償還助成事業）
・農業技術研修（雇用セーフティネット対策訓練農業科）
・農業後継者育成指導事業

・・・相談関係
・・・研修関係
・・・営農・雇用関係
・・・農地・住宅関係
・・・その他・総合関係

【一宮市】
・はつらつ農業塾
・農業後継者支援事業補助金
・担い手確保事業
（農業担い手育成事業費補助金）

農林水産省ウェブページ（https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html）より作成



～愛知県における就農支援策～
西三河地方

【愛知県】
・ニューファーマーズ研修
・農業者育成支援研修
・山間地営農等振興事業（就農支援資金償還助成事業）
・農業技術研修（雇用セーフティネット対策訓練農業科）
・農業後継者育成指導事業

・・・相談関係
・・・研修関係
・・・営農・雇用関係
・・・農地・住宅関係
・・・その他・総合関係

【みよし市】
・農地バンク制度
・援農ネットみよし事業（農業研修）
・援農ネットみよし事業（営農相談）

【豊田市】
・農ライフ創生センター事業（担い手づくりコース）
・農ライフ創生センター事業（桃・梨専門コース）
・農地バンク制度

【刈谷市】
・新規就農支援制度
・刈谷生きがい楽農センター運営事業

【安城市】
・畑・樹園地利用促進制度
・畑・樹園地お見合いシステム
・里親農家事業

【碧南市】
・碧南市農地銀行
・農業経営改善支援事業

【西尾市】
・にしお農業塾事業
・いちじくスクール事業
・いちごスクール事業

【岡崎市】
・おかざき農業塾
・新規就農支援対策業務
・援農ボランティア業務

農林水産省ウェブページ（https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html）より作成



～愛知県における就農支援策～
東三河地方

【愛知県】
・ニューファーマーズ研修
・農業者育成支援研修
・山間地営農等振興事業（就農支援資金償還助成事業）
・農業技術研修（雇用セーフティネット対策訓練農業科）
・農業後継者育成指導事業

・・・相談関係
・・・研修関係
・・・営農・雇用関係
・・・農地・住宅関係
・・・その他・総合関係

【設楽町】
・農林業担い手住宅支援

【新城市】
・新規就農者支援制度
・しんしろ農業塾
・新城市アグリチャレンジ相談会
・農業インターンシップ研修
・新規就農希望者現地説明会

【豊川市】
・とよかわ就農塾
・新規就農者支援制度
・農地情報バンク制度
・とよかわ農業市

【蒲郡市】
・もぐらの窓口
・蒲郡市農林水産業新規就業者奨励金

【豊橋市】
・豊橋市農業経営発展支援事業補助金

【田原市】
・田原市活き活き農業セミナー
・新規就農希望者農家受入技術研修事業

農林水産省ウェブページ（https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html）より作成



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・電話番号等 支援分野

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援（あっせん・
家賃補助を含む）　９．その他

愛知県

ニューファーマーズ研修

愛知県内で農業経営（農業所得概ね250
万円以上）を目指す方で、18歳以上45歳
未満の方（4月1日現在）。ただし、概ね55
歳以下で、農業経営に必要な農地を所有
している方又は借地できる見込みがある
方であれば、受講可能。

Uターン就農者（農家出身）・新規参入者（非
農家出身）を対象に、農業経営に必要な基礎
知識・技術などを修得するための研修を実施
する。
内容：講義・演習等（計180時間）及び実習

【研修場所】
講義・演習等：愛知県立農業大学校（岡崎市
美合町）
実習：「自己ほ場」又は「先進農家（研修生で
選定）」のいずれかで実施

2月下旬
～3月中
旬

山間地営農等振興事業（就農支援資
金償還助成事業）

就農支援資金（就農施設等資金を除く）を
借り受けた者のうち、条件不利地域（8市
町村：山村振興法、離島振興法の指定地
域等）に就農した認定就農者、又は青年
等を雇用した認定経営者（農業法人等）

就農支援金（就農施設等資金を除く）償還額
の２/３以内に相当する額に対して、市町村が
償還金助成を行う場合に、これに要する経費
の１/２を補助する。

随時

愛知県立農業大学校
0564-51-1034
https://www.pref.aichi.jp/soshi
ki/noudai/

2

農業者育成支援研修

以下の条件を全て満たす方
・新規就農を希望し、就農意欲の高い方
・心身ともに健康で、農作業に耐える体力
に自信がある方
・普通自動車免許（オートマチック限定
可）所持

主に農業以外の分野から就農を希望する者
を対象に、就農に必要な基礎的な技術・技能
や経営に関する知識を修得するための研修
を実施する。
内容：講義…15回、実習…約100日
費用負担：実習に必要な教材費等は、研修生
の負担

【研修場所】
愛知県立農業大学校（岡崎市美合町）

4月下旬
～6月上
旬

30名 2

20名

予算の範
囲内

愛知県農業経営課
052-954-6409

愛知県農業振興課
052-954-6406

4,9

農業技術研修（雇用セーフティネット
対策訓練農業科）

以下の条件を全て満たす方
・公共職業安定所長が適職に就くために
訓練受講の必要性を認め、所長から受講
指示又は受講推薦等を受けることのでき
る方。（雇用保険適用者…受講指示、雇
用保険対象外…受講推薦又は求職者支
援指示）
・普通自動車運転免許を有する方。
・心身ともに健康で、畑等での農作業等
の訓練が可能な方。

新たに農業経営を開始したり、農業生産法人
等へ就職するために必要な農作物の生産技
術、技能、農業経営に関する基礎的な知識等
を習得する。

内容：講義…37.5日、実習…露地野菜中心と
した実習等(122.5日間)
受講料：無料（ただし、教科書・校外学習・保
険等研修に必要な費用が別途必要）

【研修場所】
愛知県立農業大学校（岡崎市美合町）

3月中旬
～4月上
旬

30名

愛知県立岡崎高等技術専門校
0564-51-0775
https://www.pref.aichi.jp/shugy
o/koukyou/okazaki/

愛知県立農業大学校研修部
0564-51-1034
https://www.pref.aichi.jp/soshi
ki/noudai/

2

1農業後継者育成指導事業
農家の後継者をはじめ新たに農業を始め
る者、企業やＮＰＯなどを含め他業種から
の新規参入希望者

農業大学校に設置した「農起業支援ステー
ション」及び県内８か所に設置した「農起業支
援センター」における就農相談、農業技術に
関する相談対応など

随時 随時

農業経営課教育グループ
052-954-6409
https://www.pref.aichi.jp/nogyo
-keiei/



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・電話番号等 支援分野

担い手確保事業
（農業担い手育成事業費補助金）

(１) 一宮市の人・農地プランの中心となる
経営体に位置づけられているまたは位置
づけられることが確実と見込まれること、
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
(２) 一宮市内に住所を有していること
(３) 一宮市税の滞納がないこと
(４) 補助対象となる事業に要する経費の
総額が１０万円以上のもの
(５) 過去に同一事業の補助金交付決定を
受けていないこと
(６) 国、県及び市の他の補助金交付を受
けていないこと（ただし、融資に関する利
子の助成措置を除く）

農業用施設機械等の導入に要する経費の５
分の１（上限１５０万円）

毎年度５
月１日か
ら７月３０
日まで

予算の
範囲内

4,9

随時 随時
地域振興部産業政策課農林係
0561-88-2654
http://www.city.seto.aichi.jp/

1.7

瀬戸市

瀬戸農業塾

一宮市

はつらつ農業塾

担い手育成コース・・・一宮市又は稲沢市
内で就農する方
生きがい農業コース・・・一宮市又は稲沢
市内在住者

講座内容：野菜の播種や定植、肥培管理等の
実習及び講義、農機具操作の実地体験等（担
い手コースは上記に加え、出荷組織での研
修）。
受講料：各コース年間1万円
会場：一宮会場もしくは稲沢会場を選択
受講日：担い手育成コース→両会場とも平日
（8月～翌々年7月…2年間）
生きがい農業コース→一宮会場は毎週金曜
日、稲沢会場は毎週水曜日（8月～翌年7月
…1年間）

※一宮市・稲沢市・愛知西農業協同組合の3
者による共同事業

担い手育
成コース
は随時

生きがい
農業コー
スは5月
上旬～
中旬

担い手育
成コース
→若干
名

生きがい
農業コー
ス→35人

地域振興部産業政策課
アグリカルチャー推進係
0561-88-2653
http://www.city.seto.aichi.jp/

2

瀬戸市農地バンク制度

（1）野菜基本コース
・市内在住、在勤で講義と実習に参加で
きる方
・農作物の栽培技術や農作業に関する基
礎知識や技術などを習得したい方
（2）農業実践コース
・市内在住、在勤または瀬戸市内で農業
に従事する目的の方で講義と実習に参加
できる方
・農作物の栽培技術や農作業に関する基
礎知識や技術などを習得したい方

（1）野菜基本コース
5月～8月
全15回程度（講義5回、実習10回）
受講料：500円
（2）農業実践コース
5月～1月
全30回程度（講義10回、実習20回）
受講料：5,000円

４月

広報紙に
募集記
事を掲載

（1）20人
（2）15人

活力創造部農業振興課

0586-28-9136
（一宮市）
0587-32-1352
（稲沢市）
0587-36-3326
（ＪＡ愛知西）

https://www.city.ichinomiya.aic
hi.jp/shisei/keizai/1010565/10
17122/1002653.html

2

農業後継者支援事業補助金

(１) 親子共同申請等により認定農業者に
認定されていること
(２) 家族経営協定に経営継承計画が記
載されていること
(３) 一宮市内の人・農地プランの中心とな
る経営体に位置づけられていること若しく
は位置づけられることが確実に見込まれ
ていること、又は農地中間管理機構から
農地を借り受けていること
(４) 一宮市に住所を有していること
(５) 就農して５年が経過していない者を含
むこと
(６) ５０歳未満の者を含むこと
(７) 市税の滞納がないこと
(８) 本補助金の交付を受けていないこと
(９) 農業次世代人材投資資金（経営開始
型）および他の補助金の交付を受けてい
ないこと

農業用機械及び施設の更新及び新設に要す
る経費の２分の１以内（上限５０万円）

随時
予算の
範囲内

活力創造部農業振興課
0586-28-9136

4,9

1.農家要件のある方
2.農地所有適格法人
3.農業高校、農業大学校を卒業した方ま
たは卒業見込みの方
4.瀬戸農業塾を修了した方・修了見込み
の方
5.愛知県、若しくは近隣市町が実施する
就農する者を育成する研修を修了した
方、又は修了する見込みのある方
6.1.2の下で2年以上農業に従事した方
7.その他農業委員会会長が適当と認めた
方

農地所有者が耕作や管理が困難になった農
地を登録し、借受希望者へ紹介して貸借を支
援する制度。

1.10アール以上の農地を経営する者また
はその者と同一世帯に属する者
2.農地所有適格法人
3.市民農園を開設した実績又は運営受託
した実績のある者
4.農業高校、農業大学校等の農業課程
のある学校の卒業者または卒業見込み
の者
5.農業研修施設等の修了者または修了
見込みの者
6.農業センター・チャレンジファーマーカ
レッジ又は中川区・ベジファーマー育成講
座の修了者または修了見込みの者
7.その他農業経験があり農地を適切に管
理できると認められる者

農地所有者が耕作や管理が困難になった農
地を登録し、借受希望者等へ紹介して貸借を
支援する制度。

随時 随時

農業委員会事務局（都市農業
課内）
052-972-2469
http://www.city.nagoya.jp/kura
shi/category/15-2-9-1-0-0-
0-0-0-0.html

7

愛知県

名古屋市

チャレンジファーマーカレッジ

①～⑤をすべて満たす方
①名古屋市内在住・在勤・在学で、令和３
年4月1日現在、満20歳以上
②過去3年以内に1回以上野菜の栽培経
験のある方
③修了後、名古屋市内の農地で耕作す
る意欲のある方
④実習ほ場の割当区画を良好に管理で
きる見込みの方
⑤実習ほ場での栽培指導並びに講習に
参加できる方

家庭菜園から一歩進んで、販売できる程度の
品質の野菜ができる栽培技術の指導（4月～
翌年3月）
料金35,000円

令和３年
2月1日
～28日

8人

名古屋市農業センター
052-801-5221
http://www.city.nagoya.jp/kura
shi/category/19-8-4-2-2-0-
0-0-0-0.html

2

名古屋市農地バンク制度



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・電話番号等 支援分野

愛知県

犬山市農地バンク
就農の意志があれば誰でも（市外在住者
も可）

市街化区域外で所有者より貸付希望のあった
農地を登録し、借受希望者へ紹介をして貸借
を支援する。農地の効率的な利用と耕作放棄
地の増加を食い止める狙いもある。

随時 随時
農業委員会事務局（産業課内）
0568-44-0341

1,7

荒廃農地等利活用促進事業補助金

対象者：対象となる荒廃農地を再生し、3
年以上の期間で耕作を継続する者（新規
就農者も可）
対象地：市街化調整区域内の荒廃農地

・重機を使用した再生活動の場合は10アール
当たり6万円（上限18万円）
・上記以外の再生活動の場合は10アール当
たり5万円（上限15万円）

随時 随時 4,7

犬山市新規就農者支援補助金交付
要綱

次のすべてを満たす方。
・すでに耕作している。又は申請年度に耕
作開始が明らかであること。
・農産物を販売する計画があること。
・農業次世代人材投資資金（経営開始
型）の交付を受けていないこと。
・耕作開始から５年以内であること。
・農協等から定期的に指導・助言を得て
いること。

農業用機械・設備、農業用資材の取得などに
かかる経費の額の３分の１（上限３０万円）

年1回 随時 4

農機具等貸出業務 対象者：市内農地を耕作しようとする方
耕うん機の貸出を市内業者に委託して実施。
中型リアロータリー式1回2,000円
小型車軸ロータリー式1回1,500円

随時 随時 9

一宮市　活力創造部　農業振
興課
0586-28-9136
稲沢市　経済環境部　農務課
0587-32-1352
ＪＡ愛知西　営農部
0587-36-3326

2

尾張旭市 尾張旭市農学校 市内在住の20～70歳の方

＜定員＞
１０名程度
＜実施計画＞
・春夏、秋冬作の栽培知識・技術を実技にて
習得。あわせて、簡易な資材を使用した農産
物の端境期対策生産に関する栽培技術・知
識を実技をもって習得。
・産直施設への農産物出荷により、適正な農
産物価格および品質に関する知識の習得。
・本学での受講を通じ、自立経営への誘導。
（農地の斡旋）
＜内容＞
講義と実技を行う。農産物の生産と販売の実
践。実際に、ほ場に出て作付けから収穫まで
の実技を習得。
＜費用＞
無料

（令和3
年度）
令和3年
2月1日
から2月
26日まで
募集
市広報
記事にて
公募、産
業課窓
口、ＪＡグ
リーンセ
ンターで
も申込用
紙配布

1０名程
度

市民生活部産業課農業支援室
0561-76-8133

ＪＡあいち尾東北部営農セン
ター
0561-63-3360

2,7

稲沢市 はつらつ農業塾 稲沢市又は一宮市内在住者

募集人数：担い手育成コース→若干名　（８月
～翌々年７月…２年間）
生きがい農業コース→３５人（８月～翌年７月
…１年間）
講座内容：野菜の播種や定植、肥培管理等の
実習及び講義、農機具操作の実地体験等（担
い手コースは上記に加え、出荷組織での研
修）。
受講料：各コース年間１万円
受講日：稲沢会場（毎週水曜日）一宮会場（毎
週金曜日）
※一宮市・稲沢市・愛知西農業協同組合の３
者による共同事業

担い手育
成コース
は随時

生きがい
農業コー
スは4月
下旬～5
月中旬

担い手育
成コース
→若干
名

生きがい
農業コー
ス→35人

経済環境部農政課
0587-54-1111

2

小牧市 農業体験事業 市内在住の方

野菜の栽培について、営農指導員による講義
や栽培実習で、施肥や病害虫防除、農機具
や農業資材の使い方等の知識と技術を身に
付ける。
内容：通年コース４月～３月

受講日は基本月曜日午前中２時間
※受講日以外でも農園で作業が必要
受講料：１０，４８０円
※苗、肥料、農業資材などの費用は受講者の
実費負担

広報に募
集記事を
掲載

２月
２０人

地域活性化営業部農政課
0568-76-1131

2

江南市 農業教室
市内に住民票を有する方（農業収入のあ
る方を除く）

野菜栽培の実習（年間20回程度）
受講期間：1年間
受講料：無料

（令和3
年度）
令和3年
4月1日
から4月
14日

30名

産業部農政課
0568-85-6236
https://www.city.kasugai.lg.jp/s
hisei/1009248/nougyo/100928
5/index.html

2

犬山市

経済環境部産業課
0568-44-0341

チャレンジ農業講座 市内在住又は市内で就農を希望する方
野菜の栽培に関する基本的な技術や知識を
身に付けるための座学での年３回連続講座。
受講料：無料

年1回 20人 2

春日井市 かすがい農業塾 市内在住で、年間を通して活動できる人

野菜の栽培について、営農指導員等による講
義や栽培実習で知識と技術を身に付けた農
業の担い手を養成する
内容：２月～１２月（４０回）
受講日は火曜日の午前中２時間
※受講日以外にも水やりなど日々の管理作
業を行う
受講料：１０，０００円

毎年１１
月頃の
広報に募
集記事を
掲載

若干名



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・電話番号等 支援分野

愛知県

市民環境部産業課
052-400-2911

2

清須市農地バンク制度

１：農家要件のある農業者及び一般法
人・農業性生産法人・認定農業者等
２：新規に農地を借りたい個人・法人
①農地の所有してはいないが一定の農
業経験のある方で、営農計画書を提出
し、清須市耕作放棄地対策協議会の承
認を得た方
②農業への新規参入を希望する一般法
人
３：5年以上耕作可能な農業者及び一般
法人・農業生産法人・認定農業者等

農地（農業振興地域・農用地）を「貸したい」
「借りたい」という情報を集め、農地の効果的
な利用を促進します。また耕作放棄地増加の
防止にもつながります。

随時 随時 1,7

清須市

清須市農業体験塾

農業を通じて、一般市民の方に食の大切
さや収穫の喜びを体験していただき、地
元野菜の栽培、普及を図るとともに、子供
たちの農業体験指導サポーターなど食育
ボランティアなど育成に努める。
・一般公募した市内在住の市民対象
・年齢要件なし
・3年を終了した塾生には、以下の登録が
可能となる。
①農地バンク制度を活用し、新規就農者
②食育ボランティアに登録
③農業体験指導サポーター

≪市内にある１５５５㎡の畑で原則1か月に2
回程度の体験授業を行う。地元の農家の方に
講師を依頼し、土づくり・野菜の種まきから収
穫までを体験する。保育園児を対象としたサ
ツマイモ・大根の収穫体験もおこなう。≫
・卒業生における新規就農または食育ボラン
ティアの育成をめざす
・受講料4000円(保険代含む）

3月号広
報記事に
て公募

20人

産業政策部農政課
0561-73-2197
http://www.city.nisshin.lg.jp/

1,2

農地バンク制度 一定の農業経験を書類等で確認できる人

場所：制度登録された農業経験のある人に、
産業振興課窓口にて貸出し希望農地の閲覧
内容：貸出し希望のある農地情報の閲覧
費用：閲覧費用なし

随時 随時 1,7

日進市

日進アグリスクール（農学校）事業

○初めての野菜づくりコース：市内在住の
人
○家庭菜園コース：義務教育を修了した
人（市内在住の人優先）
※年間を通じて参加できる人に限る
〇にっしんコロッケ創りコース（６次産業
体験コース）：市内在住の人優先
○米作り体験コース：市内在住の人優先
○農業よろず相談：どなたでも

○受講期間
　・初めての野菜づくりコース・家庭菜園コース
（聴講）：1年
　・６次産業体験コース：1年
　・米作り体験：1年
　・農業よろず相談：なし
○研修場所
　 市内農地及び市役所会議室等
○研修内容
　・初めての野菜づくりコース：農作業の基本
的知識や技術の習得、実習体験、
　・家庭菜園コース（聴講）：市民農園ができる
程度からある程度の広さの農地を耕作できる
知識・技術の習得、実習
　・にっしんコロッケ創りコース（６次産業体験
コース）：愛知県伝統野菜のサトイモ（八名丸）
を栽培し、加工までの過程を体験する。
　・米作り体験コース：親子で農に親しむ。食
育。
　・農業よろず相談：農業に関するあらゆる相
談に対応。現地相談あり。
○研修回数
　 初めての野菜づくりコース：9回（夏5回・秋
冬4回）、・家庭菜園コース（聴講）：各20回、
にっしんコロッケ創りコース（６次産業体験コー
ス）：5回、米作り体験コース：6回、プランター
で野菜づくり講座：春夏1回、秋冬1回、農業よ
ろず相談：毎月第2・4木曜日
○受講料
　 初めての野菜づくりコース：8,000円、家庭
菜園コース：15,000円、聴講：5,500円、にっし
んコロッケ創りコース（６次産業体験コース）：
大人10,000円小学生5,000円、米作り体験コー
ス：大人2,000円小中学生1,000円/回
○定員
　 初めての野菜づくりコース：25世帯、家庭菜
園コース：25名、にっしんコロッケ創りコース
（６次産業体験コース）：20世帯、米作り体験
コース：20世帯/回

2月中
支援内
容参照

豊明市 豊明市農地バンク

一定の農業経験や、農業課程のある学
校の卒業（見込み）を書類等で確認でき
る者や、農業委員会に認められた新規就
農希望者

農地の賃貸による流動化の申し出を一元的
に管理し、双方の希望を結びつける。

随時 随時

農業委員会
0562－92－8312
http://www.city.toyoake.lg.jp/3
827.htm

7

商工農政課農政グループ
0587-38-5812

4

岩倉市農地バンク

1.農地法第3条の許可見込みがある者の
うち、規模拡大を目指すもの。
2.農地所有適格法人
3.認定農業者
4認定新規就農者
5.農業高校、農業大学校等の農業課程
のある学校の卒業者または卒業見込み
の者
6.岩倉農業体験塾に2年以上在籍し、塾
のリーダーが認める者。
7岩倉市民農園を2年以上利用し、その後
農業体験塾に1年以上在籍し、塾のリー
ダーが認める者。
8その他農業経験があり農地を適切に管
理できると岩倉市長が認めた者

農地の貸付を希望する所有者から登録の申
請があった農地に関する情報を公開し、農作
物の作付けを目的として農地の借受けを希望
する者に対し、情報を紹介することで、農地取
得に対し支援する。

随時 随時 7

岩倉農業体験塾
・農業に興味のある方（居住地は問わな
い）

岩倉市

農業振興事業助成金
・新規就農者
・認定農業者等

・初期整備する農業関連機械設備等や農作
物の生産、加工、流通、販売その他農業経営
の改善等に必要な機械や施設の改良、造成
又は取得等に要する経費を支援。１００万円を
上限に、事業費の３分の１以内を交付。

原則４月
中

予算の
範囲内

・畑作物の栽培について、地元農家を講師に
迎え、塾生が共同で畑を耕作することで、農
業に対する知識と技術を身に付ける。
・内容：年間を通して活動
・受講日は毎週日曜日の午前9時～11時
（夏季は午前8時30分～10時30分）
・受講料：年間6,000円程度

随時 上限無し 2



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・電話番号等 支援分野

愛知県

大府市がんばる農業者応援事業補
助金

次の各号のいずれにも該当する者
⑴　農業経営を開始して５年以内の者又
は５０歳未満の者（法人の場合は、代表
者が５０歳未満の者）
⑵　次世代を担う農業者となることに強い
意欲を有する市内在住又は市内で営農
する農業者
⑶　次のいずれかに該当する者
ア　認定新規就農者
イ　認定農業者
ウ　親元就農をする者のうち家族経営協
定により自らの責任や役割が明確になっ
ている者
エ　農業経営を開始して５年以内の者で
生産物や生産資材等を自らの名義で出
荷及び取引をし、年間の総販売額が概ね
１５万円以上である者

・スマート農業用機械の購入
 補助対象経費の２０％以内（上限額５０万円）
・農業用機械の購入
 補助対象経費の１０％以内（上限額５０万円）
・農業用施設(ハウス・倉庫・資材)の整備（市
内に限る。）
 補助対象経費の３０％以内（補助対象事業費
１０万円以上 、上限額１００万円）
※農業協同組合、信用金庫等の補助を受け
る場合は、補助対象額の１０％以内とする。

通年 随時 4

知多市 農地流動化奨励交付金

知多市中核農業者名簿及び知多市人・
農地プラン登載者かつ農業経営基盤強
化促進法に基づく利用権設定及び農地
中間管理事業で、５年以上の期間を設定
する新規の賃借権を有した者。

農業振興地域内の市内農地（耕作放棄地）を
借り受けする場合、３０円／㎡を補助する。な
お、交付は初年度のみとし、耕起等作付準備
を確認し額を確定する。耕作放棄地の判定
は、耕作放棄地台帳及び現地確認によって決
められる。

通年
予算の
範囲内

環境経済部
農業振興課
0562-36-2665

4

新規就農及び農業経営規模を拡大した
い方

農地を「貸したい」という方の申し出をまとめて
「農地銀行預託台帳」を作成し、農地を「借り
たい」という方に預託されている農地を紹介し
ます。

通年 随時

農業委員会事務局
0562-45-6246
https://www.city.obu.aichi.jp/jig
yo/sangyo_shinko/nougyo_shin
ko/1006436.html

7

3

大府市

健耕サポーター制度

・受入農家
市内農家で、健耕サポーターの受入れが
可能な農家

・健耕サポーター
農作業を担える方 （中・高校生は、保護
者の同意が必要）

受入農家と健耕サポーターとのマッチングを
行い、受入農家へ労働力を提供するととも
に、健耕サポーターには、農業技術の習得や
健康づくりといったメリットを提供します。

通年 随時

産業振興部農政課
0562-45-6225
https://www.city.obu.aichi.jp/k
urashi/kyoudou/nou/1002033/
index.html

9

農地銀行

農業後継者カゴメ海外研修費補助事
業

東海市内の20歳から30歳の農業者で、
帰国後も引き続き農業に従事する見込み
があるもの

国際的視野と見識を備えた中堅農業青年の
育成を図るため、海外研修に要する経費に対
して補助する。(50万円以内)

5月中
(応募者
がいない
場合は
再募集)

2名
農務課(農業センター)
052-601-8731

経済課
0569-84-0636
http://www.city.handa.lg.jp

1・7

東海市

都市近郊農業施設設置費等補助事
業

市内の農業者が投資する園芸用施設の
整備に対する助成

1件について50万円以上の費用を要する園芸
用施設及びその付帯施設を新規に設置又は
更新する事業に対して補助する。

通年
予算の
範囲内

農務課
052-603-2211
0562-33-1111

4

半田市
就農相談
農地取得支援

市内において就農予定の者、又は就農し
ている者

・青年等就農計画作成の支援
・農地の斡旋
・各種国補助金制度等の紹介、手続き支援
・各種農業研修の紹介

随時申
請受付

上限なし

　地元の農地で生産された農産物や加工品、
東郷町の土産品、特産物や地元で手に入る
品目等を販売する場所を提供する。地産地消
を推進し、消費者、農業者、商業者の交流を
深める。
月4回程度開催→新型コロナウイルス感染症
の影響で月2・3回程度として実施

随時 随時 9

まちづくり部まちづくり推進課
0587-95-1614

2

扶桑町 農地の利用権設定 認定新規就農者 農地の斡旋 随時 随時

産業建設部
産業環境課
0587-93-1111
内線275

7

大口町 農業ちゃれん塾

　農業に興味があり、農園を利用し野菜
作りを始めようとする人、定年等を迎え所
有する農地で耕作を始めようとする人又
は将来的に就農を目指す町内在住者

受講期間：1年以内
内容：野菜栽培の講義と実習
定員：5名程度
参加費：苗、肥料等実費負担額

コロナ禍
で休止中

コロナ禍
で休止中

みどりの推進課農政係
0561-56-0620
http://www.city.nagakute.lg.jp/

2

東郷町

東郷町農地バンク制度

　農業高校、農業大学校等の農業課程の
ある学校の卒業者及びとうごう農学校を
修了したもので、今後農業経営を行うと認
められる者

　農地バンクに登録された農地の借受を希望
する者で左記の条件を満たす者が農地バンク
借受申込書と新規就農計画書を提出した場
合、農地バンクに登録してある農地の開示情
報を閲覧できる。

随時 随時

産業振興課農政係
0561-56-0740
（内線2244）
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp

7

長久手市 長久手農楽校
・基礎コース：市内在住者
・農力向上コース：市内在住者で基礎コー
スを修了した者

受講期間：１年間
定員：基礎コース（30名）、農力向上コース（10
名）
受講内容：週１回、講義は年１０回
受講料：基礎コース12,000円（年間）
　　　　　 向上コース15,000円（年間）

２月に広
報記事に
て公募

40人

とうごう農学校

　町内に住所を有する者又町内の企業等
に勤務する者、又は町外の方で町内で新
規就農を希望される者で20歳以上70歳
以下の者。

　露地野菜づくりの基本的な知識や技術を習
得したい者を対象に、実習・講義を行う。
受講期間：1年間
春夏露地野菜づくりコース：4～7月頃
秋冬露地野菜づくりコース：8～11月頃
受講料：10,280円 (町外在住者15,420円)

2月頃
20人程
度

2

東郷軽トラ市

　東郷軽トラ市の事業趣旨に賛同し、販
売商品の適合性等、委員会の審査を受
け、適合と認められた露天商を除く東郷
町内の団体及び個人。ただし、農産物を
出店する場合は生産地が東郷町であるこ
と等。



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・電話番号等 支援分野

愛知県

刈谷市

新規就農支援制度

・２０歳以上の方
・市内にて耕作可能と認められる方
・農業大学校及び農業研修施設において
研修を終了している方

・指導員のあっせん
・耕作農地のあっせん（利用権の設定、畑に
限る）
・就農資金相談

随時 随時
農政課農地係
0566-62-1015
http://www.city.kariya.lg.jp/

・機械設備の新規導入費用１／１０（上限１０
万円）
・スマート農業導入費用１／１０（上限３０万
円）
・防犯対策に係る費用１／３（上限１０万円）
・六次化推進に係る費用１／３（上限１０万円）

４月～６
月

予算の
範囲内

農業水産課
0566-95-9896（直通）
nousuika@city.hekinan.lg.jp

4,9

1,7

刈谷生きがい楽農センター運営事業 ・刈谷市在住の２０歳以上の方

研修期間：１年
研修場所：刈谷生きがい楽農センター
研修内容：野菜作りの基礎についての実習及
び座学

５月 ２０人

農政課農地係
0566-62-1015

刈谷生きがい楽農センター
0566-26-1831
http://www.city.kariya.lg.jp/

2

碧南市

碧南市農地銀行 農地の集約化、規模拡大を目指す農家
農地の賃貸、譲渡、交換など流動化の申し出
を一元的に管理し、双方の希望を結びつけ
る。

随時 随時

4

援農ボランティア業務
高齢化等により労働力を必要とする市内
農家

農繁期等に労働力を必要とする農家に対し、
農業の手助けをしたい市民等の事業参加希
望者をマッチングし無償で農作業を援助

随時 10人

農務課
0564-23-6201
http://www.city.okazaki.lg.jp/30
0/302/p018439.html

9

新規就農支援対策業務
市内で独立・自営を開始してから３年以
内の新規就農者

新規就農に必要な初期投資費用に対して助
成
・補助率：農業用機械器具、生産資材購入費
等の1/2（上限250千円）

随時 2人

農務課
0564-23-6195
http://www.city.okazaki.lg.jp/14
00/1404/1414/p015521.html

農業水産課
0566-95-9898(直通）
nousuika@city.hekinan.lg.jp

7

農業経営改善支援事業 認定新規就農者および認定農業者

産業課
0569-72-1111

7

岡崎市

おかざき農業塾
市内在住で、露地野菜の基本的な栽培
技術を学びたいかた

露地野菜の栽培について、栽培指導員による
講義や栽培実習で、施肥や病害虫防除、農
業資材の使い方等の知識と技術を習得する。
期間：11か月間（50回）
　春夏作４月～９月　週２回程度
　秋冬作１０月～２月　週１回程度
　受講日は午前中２時間30分
 ※受講日以外でも農作業が必要
受講料：15，000円
 ※苗、肥料、資材等は塾で用意
定員：10名

2月
中旬～
下旬

10人

農業支援センター
0564-46-4490
http://www.city.okazaki.lg.jp/14
00/1404/1414/p006062.html

2

武豊町 武豊町農地銀行
新規就農及び農業経営規模を拡大した
い方

農地所有者による耕作や管理の困難になっ
た農地の「譲渡したい」、「賃貸したい」という
申し出をまとめて、「農用地等流動化委託申
出一覧」を作成する。農地を「譲受けたい」、
「賃借したい」という新規就農者、経営規模拡
大を希望する農業者に農地を紹介する。

通年 随時

農業振興課
0562-83-3111
nogyo@town.aichi.-
higashiura.lg.jp

7

南知多町
南知多町農林漁業新規就業者支援
事業

1.農水省が実施する新規就農・経営継承
総合支援事業において農業次世代人材
投資資金（経営開始型・準備型）の交付
を受けている又は交付を受ける見込みの
者。
2.南知多町に住所があること。
3.自己の居住用として住宅を貸借するこ
と。
4.就業または研修開始時の年齢が45歳
未満であること。
5.農業以外の産業に主たる従事をしてい
ないこと。
6.町が徴収する税・料金などに未納がな
いこと。

住宅の月額賃借料（共益費等は除く。）の２分
の１
ただし、月額１万円を限度とし、千円未満は切
り捨てとします。

随時

随時
（予算の
範囲以
内）

産業振興課農政係
0569-65-0711
http://www.town.minamichita.lg
.jp/main/nousui/nougyo011.ht
ml

8

東浦町 東浦町遊休農地活用登録制度
規模拡大もしくは農地の集約化を目指す
農家

農地所有者の「農地を貸したい」という申し出
をまとめて、農地を「借りたい」という方に預託
されている農地をご紹介させていただきます。

随時
定員の
定め無し



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・電話番号等 支援分野

愛知県

畑・樹園地利用促進制度

○たのしみ農業者（10a未満の農地を借り
る場合）
①安城市アグリライフ支援センターが主
催する野菜づくり「入門コース」又はあい
ち中央農業協同組合が主催する「産直就
農塾」を修了した者
②10ａ以上の農地を耕作している者又は
その世帯員
③②に該当する者から指導を受けて耕作
を行う者
○畑・樹園地担い手農業者
①認定新規就農者
②10年以上の耕作経験がある販売農家
から指導を受けて耕作を行う者
③たのしみ農業者として３年以上耕作を
継続している者
④既に10a以上の畑又は樹園地で３年以
上の耕作経験がある者

新規就農者を含め、耕作をしたい方が農地を
借りやすくします。

随時 随時

農務課農地係
0566-71-2234
http://www.city.anjo.aichi.jp/zig
yo/nogyo/hatakejuenchi/riyous
okushin2.html

1,7

畑・樹園地お見合いシステム
・農地の貸出し希望者
・農地の借受け希望者

農地（畑・樹園地に限る）の貸出し希望者から
の申請に基づき「お見合いシステム登録農地
台帳」を整備し、新規就農者を含めた農地の
借受け希望者が台帳を閲覧できるようにしま
す。

随時 随時

農務課農地係
0566-71-2234
http://www.city.anjo.aichi.jp/zig
yo/nogyo/hatakejuenchi/omiai
system.html

1,7

里親農家事業

次の①から④までの要件を満たすこと。
①市内での就農希望者に対し、無償でお
おむね１年を通しての農業研修又は農機
具等の譲渡を行うものであること。
②就農希望者は就農後５年以内に認定
新規就農者になる予定であり、経営を開
始しておらず、かつ、将来にわたって安城
市で営農する意思のある者であること。
③就農希望者の親族（三親等以内）では
ないこと。
④技術支援を行う場合、事業計画を作成
し、市長の確認を受けたものであること。

就農希望者に対する技術支援、農機具譲渡
を行う里親農家への補助金交付をとおして、
就農希望者の支援を促進します。
里親農家への補助額は以下のとおり。
①農業技術等支援農家の場合　１か月につき
２万円以内
②農機具支援農家の場合　農機具１件につき
５，０００円以内

随時
予算の
範囲内

農務課農政係
0566-71-2233

6

にしお農業塾事業
農業に取り組み、販売する意欲のある市
内在中の６７歳未満の方

研修期間：毎年７月～翌年６月の１年間、毎
週金曜日午前・必要により随時追加
研修内容：露地野菜を中心とした座学・実技
研修
研修場所：ＪＡ西三河あぐりセンター野々宮(研
修室・実習ほ場)
受講料：年間１０，０００円(教材費等)

５月下旬
～６月初
旬

10名程
度

2

農ライフ創生センター事業（桃・梨専
門コース）

市内で就農し、将来にわたって農業経営
を行う意思のある４７歳以下の者

研修期間：２年間（通年）
研修場所：愛知県立農業大学校、市内果樹農
家
研修内容：農業の基礎講座や市内果樹農家
での実技、専門家等への相談を通じて、独立
自営に向けた農業経営のノウハウを習得
受講料：年間２０，０００円（他に農業大学校へ
の教材費別途）
※　修了生には農地(0.5ｈａ程度)の借受の斡
旋等支援や農業機械の貸出(有料)
※　新規就農のため独立自営する研修生に
対し助成金(最大30万円)による支援
※　JAあいち豊田からも上記と同額の助成金
を支援

８月～２
月

２人程度 2
豊田市

農ライフ創生センター事業（担い手づ
くりコース）

市内で就農を希望する６６歳以下の者

研修期間：２年間（週１～２日）
研修場所：農ライフ創生センター四郷研修所、
下山研修所、旭研修所
研修内容：実技と講義により農作物栽培技術
や農業経営のノウハウを習得
受講料：年間２０，０００円(教材費等)
※　修了生には希望に応じて農地の借受の
支援や農業機械の貸出（有料）

11月～１
月

30人程
度

2

いちごスクール事業

以下の要件すべてを満たす方
①満１８以上の方
②いちご栽培に興味がある方。
③研修終了後は生産者として、西尾市内
で就農する意志が明確な方。
④就農後、JA西三河いちご部会へ加入
できる方。

研修期間：毎年６月～翌年５月の１年間
研修内容：いちごスクール又はJA西三河いち
ご部会員の圃場で実務研修及び座学研修を
行う。
研修場所：ＪＡ西三河あぐりセンター小牧、各
圃場
受講料：無料

随時 ４名程度 2

農ライフ創生センター
0565-43-0340
http://www.city.toyota.aichi.jp

2

農地バンク制度

・既に1,000㎡以上耕作している
　個人、法人
・これから農地を借りて新規農業就
　農をしたい個人・法人

※農業経験のない方には、借りた農地を
借主が適正に利用していない場合に貸主
が賃借を解約することができる「解除条件
付利用権設定」を行なっています。

豊田市農業委員会事務局窓口（豊田市役所
内）にて農地バンク借受申出書を記入し提出
した場合、登録された農地情報を閲覧できる。

毎月７日
(申請受
付)

随時
農業委員会事務局
0565-34-6639
http://www.city.toyota.aichi.jp

7

安城市

西尾市
農水振興課
0563-65-2135
www.city.nishio.aichi.jp

いちじくスクール事業

以下の要件すべてを満たす方
①満１８以上の方
②いちじく栽培に興味がある方。
③研修終了後は生産者として、西尾市内
で就農する意志が明確な方。
④就農後、JA西三河いちじく部会へ加入
できる方。

研修期間：毎年４月～翌年３月の１年間
　　　　　　※最長２年
研修内容：JA西三河いちじくスクール又は西
三河いちじく部会員の圃場で実務研修及び座
学研修を行う。
研修場所：ＪＡ西三河あぐりセンター小牧、各
圃場
受講料：年間１０，０００円

随時 ５名程度



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・電話番号等 支援分野

愛知県

みよし市

・ブース形式で個別に就農相談
・新規就農者等による就農セミナーなど

開催日程
①11月28日（日）愛知東農業協同組合本店
②12月12日（日）岡崎市南部市民センター
③1月16日（日）浜松商工会議所

各開催時間10：00～15:00

随時
各20組
程度

1

農業インターンシップ研修

・新城市で奨励品目（夏秋トマト・いちご・
ほうれんそう）の独立就農を志す方
・将来的に新規就農を考えている方
・農業体験をしてみたい方

・連続した5日間の泊まり込みによる農業体験
研修
・住居費、食費、保険など補助あり

開催日程
①夏秋トマト：6月下旬～12月上旬
②ほうれんそう：周年
③いちご：11月上旬～6月下旬
※開催期間内でも作物の状況によって受入
ができない場合もあります。

随時 3名

しんしろ農業塾

・市内在住（又は在住予定）で20歳以上
70歳未満の方
・小規模経営を目指す方
・1年間塾に参加でき農地の管理ができる
方
・税の滞納のない方
・市外在住の方においては、受講後に
チャレンジ就農等を用いて市内の農地を
活用し営農することに同意する方

１：研修内容
講義、各自100㎡程度の区画を割り当て露地
野菜の栽培実習、機械実習、産直店舗見学
など
２：研修期間
１年間
３：受講料
年間10,000円

４月～６
月

10名 2

新城市アグリチャレンジ相談会

2,3

新規就農希望者現地説明会

新城市

新規就農者支援制度

概ね50歳未満の就農意欲に満ちた心身
共に健康な者で、新城市新規就農者受
入検討委員会に対して就農相談カード及
び履歴書を提出し、認定審査会にて認定
され、農林業公社しんしろで登録証を受
けた者で、1年以上の新規就農研修を受
ける意思のある者

・研修機関である農林業公社しんしろにて新
規就農研修
・農林業公社しんしろから研修生に対しての
住居費の補助{研修期間中（最長2年）1つの
住居に対し月額家賃の3万円まで}
・農地の斡旋等

随時 若干名

農業課農業振興対策室
0536-23-7632
https://www.city.shinshiro.lg.jp
/soshiki/500/500200/index.ht
ml

2,3,7

・新城市で奨励品目（夏秋トマト・いちご・
ほうれんそう）の独立就農を志す方
・将来的に新規就農を考えている方
・新城市の就農支援体制を知りたい方

・新城市で奨励品目（夏秋トマト・いちご・
ほうれんそう）の独立就農を志す方
・将来的に新規就農を考えている方
・新城市の就農支援体制を知りたい方
・栽培施設見学をしたい方

・地域の概要説明
・支援体制の説明
・栽培施設見学　など

開催日程
いちご現地説明会
①11月6日（土）
②2月5日（土）
　13：00～16：00予定

トマト・ホウレンソウ現地説明会
①10月10日（日）
②2月6日（日）
各日程10：00～15：00予定

随時
各10組
程度

1,9

農業委員会事務局（産業課内）
0561-32-8015
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/nougyo/index.html
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援農ネットみよし事業（農業研修）

○農業ふれあいコース：市内在住者で野
菜栽培を始めたい又は始めて間もない１
８歳以上の人
○就農者育成コース：市内在住者で野菜
栽培の就農を希望又は就農して間もない
１８歳以上の人

○農業ふれあいコース
研修期間：10か月間（毎週土曜日）
研修内容：農業を体験したい、野菜栽培を始
めたい又は始めた方を対象とした、栽培管理
実習中心の研修です。
露地栽培で野菜を２３種類程度の栽培実習、
農業用機械の操作実習を行います。

○就農者育成コース（１年課程・２年課程）
研修期間：１年間（毎週水曜日）
研修内容：野菜栽培の就農を希望する又は
就農して間もない方を対象とした、農業の基
礎を学ぶ研修です。
露地栽培で野菜を２６種類程度の栽培実習、
農業経営に関する講義、販売実習、農業用機
械の操作実習を行います。
※ 就農者育成コース（２年課程）は、実践的
な研修として、１年課程カリキュラムに、研修
者作成の栽培計画による指定畑での自主栽
培実習を追加して行います。

２月上旬
～３月上
旬

農業ふ
れあい
コース２
０人

就農者
育成コー
ス１０人

別途、選
考基準
有り

緑と花のセンター
0561-34-6111

http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/midori_c/sansan_s
ato/ennou_net_miyoshi.html
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援農ネットみよし事業（営農相談）

農地バンク制度

1.認定農業者
2.認定新規就農者
3.農地所有適格法人
4.経営規模拡大したい農業者
5.高等学校や大学で農業に関する正規
の過程を修めた人
6.愛知県の就農研修を修了した人
7.援農ネットみよしの研修を修了した人

農地バンクに登録された農地の借受けを希望
する者で左記の要件を満たす者が登録情報
提供申請書を提出した場合、農地情報の閲
覧ができる。ただし、左記1～3で継続的な情
報提供を受けたい場合は継続借受者登録申
請書を提出する。（３年有効）

毎月末
(申請受
付)

随時

市内在住者で農作物の栽培や農業経営
に関する相談を希望する人

就農者の支援制度、野菜栽培方法、農業経
営立案などの支援の相談を受ける。
○相談日　毎週水曜日　午後１時から３時３０
分
○相談場所　緑と花のセンター
○相談料　無料
○申込み　相談日の１週間前までに事前予約
をし、相談内容を窓口で指定用紙に記入又は
電話で連絡する。

R３年度
は募集
停止

R３年度
は募集
停止

1



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・電話番号等 支援分野

愛知県

設楽町 農林業担い手住宅支援

・設楽町新規就農支援協議会が就農林
者として受け入れを決定した方
・居住する世帯主が65歳未満の方(申込
み日における年齢)
・中町裏農林業担い手支援住宅及び野
向農林業担い手支援住宅は、現に同居
し、又は同居しようとする親族（婚姻の予
約者を含む。）があること。
・上古町農林業担い手支援住宅は単身
の方
・所在地の行政区、組に所属し、地域活
動へ参加できること。
・入居後速やかに居住者全員が住民票を
入居した住宅の所在地へ異動できるこ
と。
・家賃やその他居住に必要な経費を支払
う能力を有すること。
・申込者、又は同居しようとする方が設楽
町暴力団排除条例（平成24年条例第2
号）に規定する暴力団員又は暴力団若し
くは暴力団と密接な関係を有しないもの
であること。

就農林者に住宅の提供。 随時
住宅の
空き状況
による

産業課　農政担当

Tel
（０５３６）－６２－０５２７
Fax
（０５３６）－６２－１６７５
Mail
sangyo@town.shitara.lg.jp

8

新規就農希望者農家受入技術研修
事業

新規就農希望者（条件下記）
・18歳以上であること。
・市内での就農意欲が高く、心身ともに健
康であること。
・傷害保険等に加入していること。

・研修受入登録農家等における概ね１年間の
技術研修
・受入農家等に対し、研修開始日から40日間
（実研修日）を交付対象期間とし、2千円/日を
助成する。

通年 随時 2･6

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援（あっせん・
家賃補助を含む）　９．その他

産業振興部営農支援課
0531-22-1126
http://www.city.tahara.aichi.jp/
section/einou/

2

田原市

田原市活き活き農業セミナー
農業に関心があり産直等への出荷を目
指す市内在住・在勤者

（野菜コース）
支援内容：野菜の栽培方法、栽培管理、収穫
作業の講座および実技指導（月２回。４月～２
月）。
参加料：5,000円
（いちじくコース）
支援内容：いちじくの栽培方法、栽培管理、収
穫作業の実技指導（年７回）。
参加料：2,000円

令和３年
２月１日
～令和３
年３月12
日

各15名
（申込み
多数の
場合は
抽選）

農林水産課
0533-66-1127 7

蒲郡市農林水産業新規就業者奨励
金

市内に住所を有する者（Uターン・Iターン
を含む）の方で、新規学卒者が就業する
場合や農業研修機関で研修を終えて就
業する場合など
※別途、年齢要件あり

就業区分に応じて奨励金を支給する。
通年
（予算の
範囲内)

（予算の
範囲内)

農林水産課
0533-66-1126

4

蒲郡市

もぐらの窓口

就農意欲が高く、蒲郡市内の農地で農業
をする事ができる２０歳以上の方、住所地
から４Km以内、３年以上継続して営農で
きること、農業研修等を受講している者又
は市民農園等で１年以上の農作業実績
のある者など

遊休地又は遊休地となることが見込まれる農
地を200㎡から借りることができ、農業委員会
等が斡旋する。

通年 随時

豊橋市
豊橋市農業経営発展支援事業補助
金

事業実施前年度以降に就農した４５歳未
満の後継者を持つ認定農業者
必要となる主な条件
・後継者を含めた家族経営協定の締結な
ど

農業後継者が就農する際に行う規模拡大な
どに要する機械・施設等導入経費の一部を補
助する。
　　３/１０以内　1００万円上限
ただし、購入する機械・施設等がＩｏＴ、ＡＩ等を
活用したものであって最先端技術を導入する
ものとして市長が認めた場合
　　１/２以内　２００万円上限

随時
（予算の
範囲内)

（予算の
範囲内)

とよかわ農業市 豊川市内農畜水産物生産者及び加工者
豊川市で生産される農畜水産物及びその加
工品を販売する場所を提供し、地産地消の推
進と豊川産農産物の消費拡大を図る。

随時 随時

農地情報バンク制度
農業を始めようと考えている方、農業経
営規模の拡大を考えている方

耕作放棄地や相続で取得した農地、借り手が
いなくなってしまった農地等を台帳にし、農務
課及びJA各営農センターで農地情報の閲覧
ができる。

通年

豊川市

とよかわ就農塾

就農を志望し、以下のすべてに該当する
方
・70歳以下の方
・豊川市在住で税の滞納がない方
・健康上問題がなく、１年間研修を遣り遂
げる意欲のある方

（１）受講期間：８月～翌年６月
（２）定員：10名
（３）受講内容：講義と露地野菜の栽培実習

７月上旬
～７月中
旬

10人

随時

新規就農者支援制度
就農意欲が高く、豊川市内で農業をする
事ができる１８歳以上の方

200㎡から農地を借りることができ、農業委員
会や農協による営農指導等を受けることがで
きる。

通年 随時 1,2

農業企画課
0532-51-2457
http://www.city.toyohashi.lg.jp/
30162.htm

4

産業環境部農務課
0533-89-2138
http://www.city.toyokawa.lg.jp

2

9

1,7


