
社会人（他産業従事者、離職者、求職者）向けの研修一覧

実施機関 研修名 URL 連絡先

北海道立農業大学校 新規参入者研修 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ngd/
training.html

電話：0156-24-2700

青森県営農大学校 あおもり農力向上シャトル研修 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/no
urin/einodai/tanki_kensyu.html

青森県営農大学校　教務研修課

電話：0176-62-3111（代表）

FAX：0176-62-3986

E-mail：einodai@pref.aomori.lg.jp

新規就農者研修

農業機械研修（はじめての刈払機・トラクタ等）

チャレンジクラス（初級、中級）

マスターコース

啓発・準備研修

未来農業のフロンティア育成研修

(公社)秋田県農業公社 農業法人インターンシップ
http://www.ak-
agri.or.jp/nogyoshinko/try_agriculture/ex
perience/advice

（公社）秋田県農業公社

電話：018-893-6212　Fax：018-895-7210

新規就農支援研修

働きながら学ぶ農業入門講座(果樹・稲作・野菜)

トラクター運転技術研修

農業機械安全操作研修

溶接技術研修

（公財）やまがた農業支援センター 独立就農者育成研修 https://www.yamagata-nogyo-
sc.or.jp/shinkisuno

（公財）やまがた農業支援センター　新規就農・農業

経営総合支援課

電話：023-641-1117   FAX：023-624-6019

E-mail： info-shinkishuno@yamagata-nogyo-

sc.or.jp

福島県農業総合センター農業短期大学校 就農研修 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/372
07a/

電話：0248-42-4114　Fax：0248-44-4553

いばらき営農塾

農業機械研修

とちぎ農業未来塾・就農準備基礎研修

とちぎ農業未来塾・就農準備専門研修

農業機械研修 https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/nougy
oukikaimenkyosyutokukensyu.html

栃木県農業大学校　教務部農業経営担当

栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1

電話：028-667-0713

社会人コース 電話：027-371-3244(代)

実践学校・体験講座

実践学校・専門技術課程

短期農業学科（短期野菜専攻） http://www.pref.saitama.lg.jp/b0921/sho
ukai/jissenyasai.html

短期農業学科（有機農業専攻） http://www.pref.saitama.lg.jp/b0921/sho
ukai/yuukisenkou.html

就農準備講座

農業者養成研修

就農実践研修

農業機械体験研修

トラクター基本研修

東京農業アカデミー八王子研修農場 https://www.nogyoacademy.tokyo/

（公財）東京都農林水産振興財団 東京農業アカデミー

八王子研修農場

八王子市大谷町1013　電話042-649-3444

農業体験研修 https://www.tokyo-aff.or.jp/site/youth/1113.html

（公財）東京都農林水産振興財団 農業支援課（東京都

青年農業者等育成センター）

立川市富士見町 3-8-1　電話042-528-1357

神奈川県立かながわ農業アカデミー 技術専修科 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5g
/academy-top/index.html

海老名市杉久保北5-1-1

電話：046-238-5274

新潟県農業大学校 就農実践コース https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nogyo
dai/1343599229862.html

電話：0256-72-8547

（公社）富山県農林水産公社 とやま農業未来カレッジ通年研修 https://taff.or.jp/nou/college/ 電話：076-461-3180

https://www.pref.iwate.jp/agri/noudai/g
akkosyokai/2001520/2001621/index.htm
l

電話：0197-43-2211　Fax：0197-43-3184岩手県立農業大学校

http://gunma-iaf.ac.jp/

（公財）東京都農林水産振興財団

千葉県立農業大学校 https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/contents/kens
huuka.html

電話：0475－78－4801

　　（12月以降）0475－52－5140

電話：043－291-1254

電話：027-371-3841(直)

電話：048-501-6845

秋田県農業研修センター

山形県立農林大学校 https://www.ynodai.ac.jp/college/reside
nts/training/

山形県立農林大学校　研修部

電話:0233-22-8794　FAX:0233-23-7537

E-mail：kenshu@pref.yamagata.jp

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre
/atkikaku

電話：018-881-3611　Fax：018-886-8610

E-mail：agri-tra@pref.akita.lg.jp

茨城県立農業大学校 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan
/nodai/05tankikenshu/tankikenshu.html

電話：029-292-0419

栃木県農業大学校

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/ken
syuka/miraijuku.html

栃木県農業大学校　研修チｰム

栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1

電話：028-667-4944

群馬県立農林大学校

　農業大学校などの研修機関では就農を希望する社会人（他産業従事者、離職者、求職者）を対象とした各種研修（農業機械

研修、農業技術研修等）を開設しています。

  研修の詳細はリンク先のホームページにてご確認ください（URLをクリックするとWebサイトが開きます）。

埼玉県農業大学校

宮城県農業大学校 https://www.pref.miyagi.jp/site/noudai/training-
newfarmer2022.html

宮城県農業大学校　教務部研修班

電話：022-383-8128　Fax：022-383-5491
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実施機関 研修名 URL 連絡先

予科

本科

専科

福井県農林水産部園芸振興課 ふくい園芸カレッジ・地産地消コース http://www.pref.fukui.jp/doc/021037/fu
kuiengeicollege.html

就農トレーニング塾

職業訓練農業科・果樹コース

職業訓練農業科・野菜・有機農業コース

実科・研究科　　果樹

実科・研究科　　野菜・花き

実科・研究科　　畜産

実科・研究科　　南信農業

就農体験研修、新規就農里親前基礎研修

農ある暮らし入門

農業機械利用技能研修

農業機械利用技術向上研修

アグリ実践講座

アグリビジネス講座

ファーム・マネジメント講座

農業機械研修

ニューファーマーズ研修

農業者育成支援研修

農業技術研修

養成科一年課程

就農チャレンジ研修

リカレント研修「農業機械安全取扱技術向上研修（けん引

（農耕用）操作）」

援農・就農支援農業技術習得研修

滋賀県立農業大学校 就農科 https://www.pref.shiga.lg.jp/nougicenter
/daigakkou/

電話：0748-46-2551

京都府立農業大学校 就農ステップイン講座 https://www.pref.kyoto.jp/kyonodai/
電話：0773-48-0321　FAX：0773-48-0322

E-mail：kyo-nodai@pref.kyoto.lg.jp

農業入門講座

短期プロ農家養成研修集中講座

（公社）ひょうご農林機構

ひょうご就農支援センター
農業入門講座in駅前 https://www.hyogo-shunou.jp/ 電話：078-391-1222

有機農業塾

生きがい農業コース

就農コース

新規就農者等育成研修（短期研修）

新規就農者等育成研修（実践研修）

なら食と農の魅力創造国際大学校 短期研修 http://www3.pref.nara.jp/nafic/dd.aspx?
moduleid=1067&BlogCategory=1011

電話：0744-47-3430

社会人課程

ウイークエンド農業塾

農業体験研修

ウイークエンド農業塾

技術修得研修

社会人課程

スキルアップ研修（短期）

スキルアップ研修（長期）

アグリチャレンジ科（公共職業訓練）

就農体験研修

長野県農業大学校研修部 https://www.pref.nagano.lg.jp/nogyodai/
kenshubu/index.html

電話：0267-22-0214

静岡県立農林環境専門職大学 https://shizuoka-norin-u.ac.jp/public/ 電話：0538-31-7901

専門学校山梨県立農林大学校 https://www.pref.yamanashi.jp/noudai/i
ndex.html

〒408-0021 山梨県北杜市長坂上条3251

電話：0551-32-2269

長野県農業大学校 https://www.nodai-nagano.ac.jp/ 電話：026-278-5211

電話：072-979-7032

（公社）ひょうご農林機構

兵庫楽農生活センター
https://www.hyogo-rakunou.com/ 電話：078-965-2047

電話：0738-23-3488

和歌山県農林大学校

電話：0790-47-2445

電話：0736-22-2203

電話：0858-45-2411

http://noudai.hyogo-
nourinsuisangc.jp/training/t_annai/

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
nourindaigaku/kenshu_kokaikouza.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
071601/pamphlet/documents/R2_kensy
uu_menyuu.html

https://www.pref.tottori.lg.jp/53718.htm

和歌山県農林大学校就農支援センター

鳥取県立農業大学校

兵庫県立農業大学校

三重県農業大学校 https://www.pref.mie.lg.jp/nodai/hp/

（公財）いしかわ農業総合支援機構

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所農

業大学校
http://www.kannousuiken-
osaka.or.jp/noudai/

電話：0598-42-1260

愛知県立農業大学校　研修部就農支援科

電話：0564-51-1673

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai
/

https://inz.or.jp/learn/training_menu/ 電話：076-225-7621

愛知県立農業大学校
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実施機関 研修名 URL 連絡先

（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 アグリスタート研修 https://www.t-
agri.com/ninaitekiko/shien/cat28/

電話：0857-26-8350（東部・中部地域）

　　　0859-31-9644（西部地域）

しまねの農林業体験教員研修

特別集中講義

岡山県農林水産総合センター農業大学校 農業大学校（応用技術研修） https://www.pref.okayama.jp/soshiki/23
4/

電話：086-955-0550

【三徳園】1ＤＡＹ農業体験＆就農相談

長期就農研修

ホリデイ就農ゼミ

社会人就農研修

広島県立農業技術大学校 農業機械士養成研修 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki
/91/kennshuukeikaku29nenndo.html

電話：0824-72-0094

やまぐち就農支援塾・短期入門研修

やまぐち就農支援塾・作目基礎研修

やまぐち就農支援塾・担い手養成研修

やまぐち就農支援塾・就農前準備研修

やまぐち就農支援塾・課題解決研修

アグリビジネス研修

やまぐち尊農塾

営農基礎コース

営農技術向上コース

6次産業化コース

徳島かんきつアカデミー

施設園芸アカデミー

農業基礎講座

就農準備研修

就農実践研修

農業機械利用技能者養成研修

フォローアップ研修

えひめ農業入門塾

農業担い手支援塾

熟年農業者養成講座

農業革新挑戦塾

農業機械士養成研修

新規開発機械対応研修

高知県立農業大学校
聴講制度（植物生理Ⅰ、植物生理Ⅱ、植物病理、スマート

農業、土壌肥料学、IPM、園芸各論）

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/i
nfo/dtl.php?ID=9283

電話：088-892-3000

地方で働く×デジタル農業オンライントークセッション

オンライン農業ツアー

体験型短期研修「こうちアグリ体験合宿」

基礎研修（就農希望者長期研修）

リカレント講座

福岡県農業大学校 研修科 http://fuknodai.jp/course/kenshuu/ 電話：092-925-9129（教務部）

社会人のための新規就農希望者養成講座

農産加工支援研修（基礎、応用）

さが農業経営塾

農業機械化研修（農耕用大特、けん引）

長崎県新規就農相談センター 技術習得支援研修
http://www.pref.nagasaki.jp/e-
nourin/nagasaki-
syunou/training/system/#t2

電話：0957-25-0031

熊本県立農業大学校 くまもと農業アカデミー https://www.pref.kumamoto.jp/site/agri
-academy/

熊本県立農業大学校　研修部

電話：096-248-6600

香川県立農業大学校 https://www.pref.kagawa.lg.jp/nodai/bos
hu/boshu/index.html

電話：0877-75-1141

島根県立農林大学校 https://www.pref.shimane.lg.jp/industry
/norin/kikan/norindaigakko/kensyu/

電話：0854-85-7011

岡山県担い手育成総合支援協議会 https://www.okayama-
ninaite.com/taiken/

電話：086-297-9010

愛媛県立農業大学校 http://home.e-catv.ne.jp/ehime-
noudai/kensyuuannai.html

電話：089-977-3261

山口県立農業大学校

（農林総合技術センター農業担い手支援部）

https://www.yamaguchi-
noudai.jp/20200503162057

電話：0835-38-0510

https://www.yamaguchi-
noudai.jp/20200503162342

電話：088-674-1026

https://www.pref.saga.lg.jp/list04061.ht
ml

電話：0952-45-2145

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/i
nfo/dtl.php?ID=9234

電話：0880-24-0007

https://tonodai.ac.jp/academy/
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業

大学校

高知県立農業担い手育成センター

佐賀県農業大学校
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実施機関 研修名 URL 連絡先

大分県就農準備研修（野菜長期コース、野菜中期コース、

畜産コース）

農業機械研修（大型特殊免許取得研修、けん引免許取得研

修）

みやざき農業実践塾・経営実践コース

みやざき農業実践塾・基礎体験コース

みやざき農業実践塾・体験講座

かごしま営農塾・入門コース（夜間塾）

かごしま営農塾・就農準備コース

就農・就業チャレンジ研修

沖縄県農林水産部営農支援課 就農サポート講座 電話：0980-52-0050

沖縄県立農業大学校 農大日曜農業講座 電話：0980-52-0050

https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/
nodai/

電話：099-245-1071https://www.pref.kagoshima.jp/ag25/no
dai_hp.html

https://lupinus-p.jp/m_juku/
電話：0983-23-7447

電話：0974-22-7583https://www.pref.oita.jp/site/140/gakka
-kosu-syoukai-kensyubu2021.html

鹿児島県立農業大学校

宮崎県立農業大学校農業総合研修センター

大分県立農業大学校
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