
～岐阜県における就農支援策～

【飛騨市】
・後継者就農給付金
・新規就農者施設整備補助金
・農業体験研修助成事業補助金
・農業研修生住居費助成事業補助金
・移住奨励金
・移住検討交通費補助金
・引越し費用補助金
・雪国デビューパック補助金
・ペーパードライバー講習費用補助金
・転入準備品支援事業補助金
・米10俵プロジェクト
・住宅新築・購入支援助成金

【高山市】
・就農体験研修受入事業
・移住者就農支援補助金
・新規就農者規模拡大事業
・飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業
・高山市若者定住促進事業

【下呂市】
・下呂市型トマト研修施設
（飛騨トマト研修農園in下呂）
・下呂市農業研修生用アパート
・機械施設等導入支援事業

【東白川村】
・新規就農者定住促進事業奨励補助金

【白川町】
・白川町新規就農者等支援事業
・元気な農業産地構造改革支援事業

【中津川市】
・新規就農者住居助成事業
・新規就農者定着支援事業

【富加町】
・元気な農業産地構造改革支援事業

【恵那市】
・新規就農者支援事業

【関市】
・新規就農・定住促進支援事業
・新規法人化組織設立支援事業
・農業用ビニールハウス設置事業補助金
・元気な農業産地構造改革支援事業

【岐阜県】
・ぎふアグリチャレンジフェア
・農業やる気発掘夜間ゼミ
・ぎふ中期農業体験研修
・ぎふ就農体感ツアー
・冬春トマト新規就農者研修
・就農研修拠点（18カ所：R3.3末時点）
・新規就農サポート事業
・施設園芸等就農推進事業
・ぎふ農業経営者育成発展支援事業
・元気な農業産地構造改革支援事業
・新規就農・経営安定支援事業
・強い畜産構造改革支援事業

【各務原市】
・元気な農業産地構造改革支援事業

【海津市】
・海津市新規就農者支援事業費補助金

【大垣市】
・新規就農者所得補償事業
・地域営農活性化対策事業（新規就農支援型）
・スマート農業活用支援事業

【岐阜市】
・産地構造改革支援事業
・新規就農・経営安定支援事業
・畜産構造改革支援事業

【美濃市】
・農業元気づくり事業補助金

【郡上市】
・郡上市就職支援家賃補助制度

【JAめぐみの】
・中濃地域就農支援協議会
・中濃就農応援隊
・美濃白川就農応援会議
（美濃白川ふるさとネット）
・JAめぐみの無料職業紹介所
・JAめぐみの郡上トマトの学校
・JAめぐみの地域振興作物栽培実証圃場
・JAめぐみの就農塾
・JAめぐみの新規就農者集合研修
・郡上トマトの学校応援資金
・新規就農者支援事業
・農業関連施設・機械管理規程によるリース
・新規就農者育成支援
【JAぎふ】
・柿人「柿のプロ養成講座」
・援農マッチング

・・・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

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

開催前1
か月程度

定めなし

　次の内容を学び、２泊以上、30泊までの研
修について支援。
・農作業（栽培管理、飼養管理、収穫、調整、
出荷）や農産物加工、販売、農家経営等

○研修期間　令和４年2月末日まで
○研修費の助成　1人1泊あたり4,000円

～令和４
年2月15
日

30人程度
（のべ
350日）

以下の条件をすべて満たす者
・岐阜県内での就農・就業に意欲がある
・岐阜県農畜産公社等において就農相談
を受けた高校生、農業大学校生、大学
生、社会人等
・原則、岐阜県外に在住または自宅から
研修先まで片道60km以上有する
・研修受講時６０歳未満

岐阜県

ぎふアグリチャレンジフェア
岐阜県内で新たに農業・林業を始めたい
方等

　就農等についての相談・各種研修制度等の
紹介、農業法人・林業事業体への就業情報及
び移住情報並びに企業の農業参入相談等を
実施。

・主催：ぎふアグリチャレンジ支援センター
・実施時期：5月、1月

冬春トマト新規就農者研修

以下の条件を全て満たす者
（１）満18歳以上の者
（２）冬春トマト生産による就農意志がある
者
（３）研修終了後、岐阜県内で就農するこ
とが可能な者

　岐阜県就農支援センター（海津市）で「トマト
独立ポット耕栽培システム」を活用した栽培技
術等を習得する冬春トマトの就農準備研修を
実施。

・研修期間：1年2カ月
　（4月中旬～翌年6月中旬 ）

2,3

ぎふ就農体感ツアー

以下の条件をすべて満たす者
・岐阜県内での就農・就業に関心がある
・岐阜県農畜産公社等において就農相談
を受けた者
・原則、岐阜県外に在住または自宅から
ツアー先まで片道60km以上有する
・ツアー実施時に60歳未満

　ツアー希望者は、就農の候補とする複数の
地域や経営品目を１泊２日で視察する。

○ツアー期間　令和４年２月末日まで
○助成
　・参加者　１人に対し9,800円
　・受入先　報償費6,000円（農作業体験を１日
４時間以上した場合）

～令和４
年2月15
日

２０人程
度

2,3,6

農政部農業経営課
058-272-8421
https://www.pref.gifu.lg.jp/sang
yo/nogyo/ninaite-
ikusei/c11419/index_4337.html

1

農業やる気発掘夜間ゼミ 就農等を目指す者、農業に興味がある者

　就農への意欲や農業への理解を促進する
ために、就農等を目指す者、農業に興味のあ
る者を対象とした農業の基礎知識を学ぶ夜間
講座をオンラインで実施。

・主催：ぎふアグリチャレンジ支援センター
・実施期間：９月～1０月（全７回）

8～9月 約100人 2

ぎふ中期農業体験研修

研修申
込：
HPを確
認願いま
す。

4名 2

2

新規就農サポート事業

市町村、市町村農業委員会、農業協同組
合、生産者組織、県等を構成員とし、就農
相談から営農定着までを総合的に支援す
ることを目的とする協議会等

➀就農支援活動実施事業（補助率1/2以内）
　新規就農者の育成・確保に必要となる就農
支援活動を実施。

➁あすなろ農業塾実施事業（定額5万円/月）
　あすなろ農業塾生の就農支援活動（実施技
術、経営手法等の研修及び就農に必要な農
地の確保等の支援）を行う者（あすなろ農業
塾長）に対して、指導費を支払う。

➂就農応援隊活動実施事業
　新規就農者の育成・確保に必要となる就農
応援活動を実施。
(1)応援活動に要する経費（補助率4/5以内）
(2)応援隊組織運営に要する経費（補助率1/2
以内）

前年度、
要望調査

予算の範
囲内

1,2,3,6

就農研修拠点
（１８カ所：R３.３末時点）

以下の条件を全て満たす者
（１）満１８歳以上であること
（２）岐阜県内での就農意志があること
（３）その他、各研修拠点ごとに定める条
件あり

・岐阜県就農支援センター
・全農いちご新規就農者研修所
・ＪＡめぐみの地域振興作物栽培実証圃場
・ＪＡぎふ柿産地担い手育成研修
・JAいび川　かき帰農塾
・ＪＡひだ飛騨地域トマト研修所
・ＪＡめぐみの郡上トマトの学校
・飛騨トマト研修農園in下呂
・ＪＡひがしみの夏秋トマト研修農場
・ＪＡぎふ 柿塾
・美濃白川就農応援会議
・クリ新規栽培チャレンジ塾
・JAいび川担い手サポートセンター
・飛騨地域新規就農者育成協議会
・高山市就農支援協議会
・飛騨牛繁殖研修センター
・ひだキャトルステーション
・酪農担い手育成研修

研修申
込：
HPを確
認願いま
す。

各研修拠
点の定め
による

9

施設園芸等就農推進事業

・「人・農地プラン」に位置づけられた施設
園芸品目等の就農希望者に農地を貸し
付けた農地所有者
・機構を通じて農業振興地域内の農地を
10年以上就農希望者に貸付けること

就農希望者に農地を貸し付けた農地所有者
に対して、補助金を交付（30千円/10a…①）。
（経営転換協力金の交付対象者でない場合
（40千円/10a…②））

※県が負担する補助金は、①は15千円/10a、
②は20千円/10a。

10月以降
要望調査

予算の範
囲内

7

ぎふ農業経営者育成発展支援事業

既存の農業次世代人材投資資金の交付
を受けておらず、自らの目標に向かって
知識や能力等を習得するために研修を受
講する研修生や農業後継者等

　農業次世代人材投資事業の対象とならない
研修生や農業後継者、50歳以上の新規就農
希望者を対象に支援金を給付。なお、給付期
間は1年に限定。

①農業研修スタート型　 100万円/年
②経営チャレンジ型　　 100万円/年
③キャリアチェンジ型　　50万円/年

※①および③について
県が負担する補助金は、①は50万円/年、③
は25万円/年。

随時
予算の範
囲内



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

県・市：新規就農・経営安定支援事業

新規就農・経営安定支援事業実施要領
（令和3年4月1日農経第184号農政部長
通知）に定める交付対象者（新規就農後5
年～10年の認定農業者等）。

左記対象者の栽培用ハウスの被覆資材等の
購入・修繕施工経費の1/4を補助する。ただし
上限100万円。

本市予
算要望
時（概ね
6月～9
月）

定めなし
農林課（園芸係）
058-214-2079（直通）

4

各務原市
「元気な農業産地構造改革支援事
業」

県の「元気な農業産地構造改革支援事
業」の対象者

・就農するために必要な環境保全型農業のぎ
ふクリーン農業推進等に寄与する施設、機
械、機具等の導入事業に要する経費を対象と
する。
・県の補助金に市の補助金を上乗せし、当該
経費の１／２以内となる額を交付する

補助対
象年度
の前年、
本市予
算要望
時まで
（概ね7
月～8
月）

定めなし

援農マッチング
各農家の個人設定により、対象者及び条
件が異なります。

援農者募集のホームページを開設し、農家の
お手伝いをはじめ、選果場・直売所のお仕事
を紹介しています。

随時 定めなし

岐阜市

県：元気な農業産地構造改革支援事
業
市：産地構造改革支援事業

県の元気な農業産地構造改革支援事業
実施要領（平成25年4月1日農園第52号
農政部長通知）第2の4に定める者のう
ち、主として市内を計画区域とする新産
地計画を策定し、元気な農業実施要領別
表1に掲げる取組を行う者（農業協同組合
等）

・左記要領別表1に定める機械・施設等の整
備に要する経費
・左記要領第7に定める額に、予算の範囲内
で同要領別表1取組項目の欄に掲げる取組に
要する経費に同表に掲げる補助率に2分の1
を乗じた額以内の額。ただし上限750万円。

本市予
算要望
時（概ね
6月～9
月）

定めなし

県：強い畜産構造改革支援事業
市：畜産構造改革支援事業

県が実施する強い畜産構造改革支援事
業の補助金交付対象者（新規就農支援
型、担い手支援育成型）

強い畜産構造改革支援事業実施要領第6の1
の(1)及び(3)による岐阜県の補助額に、2分の
1を乗じた額以内の額を予算の範囲内で加算
する。

本市予
算要望
時（概ね
6月～9
月）

定めなし

JAぎふ

柿人
「柿のプロ養成講座」

柿の栽培技術や農業経営に必要な知識・技
能等について、指導農家での栽培実習を中心
として、講義・演習を交えた研修を実施しま
す。

申込いた
だいた
後、面接
選考を経
て、研修
生を選定
させてい
ただきま
す。

3名

1、2

農林課（園芸係・水田係）
058-214-2079（直通）

4

畜産課
058-232-8053

4

・18歳以上の方
・柿栽培での就農意志のある方
・研修終了後、本巣市内にて就農するこ
とが可能な方

農業用ビニールハウス資材購入費の４分の
１。ただし、補助金の1,000円未満切り捨て
上限１０万円

随時
農業用ビニールハウス設置事業補助
金

市内に住所及び農地を有し、ビニールハ
ウスを設置する農家またはグループ

元気な農業産地構造改革支援事業
県が実施する元気な農業産地構造改革
支援事業の補助金交付対象者

・就農するために必要な農業機械や施設整備
に対する助成制度で、県が補助対象経費の１
／３を助成するのに上乗せし、市から補助対
象経費の１／１０を助成する。
また、初期投資以降、追加して必要な農業用
機械や施設整備に対する助成制度で、県が
補助対象経費の１／４を助成するのに上乗せ
し、市から補助対象経費の１／１０を助成す
る。

随時 1 4

海津市
海津市新規就農者支援事業費補助
金

1)　市内に住所及び農業の経営基盤を置
き新たに農業を開始する概ね50歳未満
の者であって、現に農業経営を行う3親等
以内の親族がある場合は新規経営部門
への就農であること。
(2)　青年等就農計画の認定を受けた認
定新規就農者
(3)　岐阜県就農支援センター等公的研修
機関で概ね1年以上の研修を修了した者

新規就農者が経営開始に要する下記の経費
の1／5の金額又は国、県等公的助成金を控
除して得た金額のいずれか少額。ただし、100
万円を限度とする。
(1)　農産物の生産及び加工等にかかる機
械、設備の導入又は施設の設置に要する経
費
(2)　農地等の改良、造成又は復旧に要する
経費

随時
予算の
範囲内

農林振興課
0584-53-1351
http://www.city.kaizu.lg,jp

4

2 4

関市

新規就農・定住促進支援事業
Iターン・Uターン希望者のうち、45歳以下
で3年以上の定住を確約する関市への移
住者を雇用した農業法人

45歳以下のIターン・Uターン等による関市へ
の移住者を農業法人が雇用した場合に賃金
相当額を助成
転入時世帯人数により4区分
1人　　　　年額上限1,500千円
2人　　　　年額上限1,980千円
3人　　　　年額上限2,460千円
4人以上　年額上限3,000千円

農業法
人から雇
用希望
がある場
合のみ
で、2023
年度末ま
で

農業法
人の雇
用希望
人数によ
る

産業経済部農林課
0575-23-7706
http://www.city.seki.lg.jp

5

新規法人化組織設立支援事業
平成30年4月以降に市内に住所を有し、
複数戸の農家で設立する農業法人

新規に設立した農業法人が導入する営農に
必要な農業用機械・施設設備整備費の2分の
1を助成。ただし、500万円を限度とし、補助金
の1,000円未満は切捨て。

2022年
度末まで

2 4

補助対
象年度
の前年8
月までに
要望

若干名 4

農林課
0584-47-8628

4

大垣市

スマート農業活用支援事業

地域営農活性化対策事業
（新規就農支援型）

以下の全てを満たす者
・市長認定5年以内の認定新規就農者
・市内に住所を有するとともに、認定され
た作物の経営面積の過半が市内にある
こと

農産物の生産拡大を図るために必要な施設
機械等の導入費用助成
※当該事業費の20％以内の額（上限100万
円）

補助対
象年度
の前年8
月までに
要望

若干名

県単事業の対象とならなかった認定農業
者、認定新規就農者及び農業者で組織
する団体

スマート農業技術を活用した農業機器・機械
等の導入に係る経費
補助率1/4（上限100万円）

補助対
象年度
の前年8
月までに
要望

若干名

4

岐阜県

営農企画課
058-265-3534
http://www.jagifu.or.jp/

1、2

農政課
058-383-1130(直通) 4

新規就農者所得補償事業

以下の全てを満たす者
・国の農業次世代人材投資資金の交付
対象者
・市長認定5年以内の認定新規就農者
で、認定日の年齢が50歳未満であること
・市内に住所を有するとともに、認定され
た作物の経営面積の過半が市内にある
こと

所得の補償
（算出方法：市単独分）
（350万円－前年の所得）×3/5－150万円



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

岐阜県

中濃地域就農支援協議会

事務局：JAめぐみの

・JAめぐみの管内で就農することが可能
な方

・JA、農林、市町村、指導農業士、農業共済
からなる組織体であり、毎月の会議で新規就
農者情報を共有し、研修中から営農定着まで
の支援を実施。
・就農相談、研修紹介、農地情報の提供、空
き家情報の提供など、就農支援を関係機関で
役割分担して実施。

随時相
談

随時相
談

1,2,7,8,9

中濃就農応援隊

事務局：JAめぐみの、農林事務所
・JAめぐみの管内の農業者

・自治会、商工会、観光協会、金融機関、民間
企業等の中濃管内の101団体が加盟。
・中濃地域就農支援協議会と連携して、地域
ぐるみで、それぞれの組織や役割の中で支援
を実施。
・異種業種との交流やネットワークづくりを支
援

随時相
談

随時相
談

7,8,9

美濃白川就農応援会議
（美濃白川ふるさとネット）
事務局：JAめぐみの、可茂農林事務
所

・20歳以上
・就農後、美濃白川（白川町、東白川村）
に在住できる方

・ﾍﾞﾃﾗﾝ生産者、行政、JA、森林組合、商工
会、道の駅、地元住民等で結成された支援組
織。
・就農相談、研修紹介、農地情報の提供、移
住定住情報の提供など、就農支援を関係機
関で役割分担して行う。

随時 5名程度

JAめぐみの白川営農経済セン
ター
0574-72-1031
https://www.ja-megumino.or.jp

1,2,7,8,9

JAめぐみの無料職業紹介所
各農家の個人設定により、対象者及び条
件が異なります。

岐阜県下のJAで求人サイトを開設し、農家の
お手伝いをはじめ選果場などのお仕事を紹
介。

随時 随時 1

【本格的農業研修施設】
中濃地域就農支援協議会
JAめぐみの郡上トマトの学校

・50歳未満の方
・夏秋トマト生産による営農意欲がある方
・研修終了後、郡上市で就農することが
可能な方
・２年の研修を受けることができる方

・郡上市白鳥町にある研修圃場及び研修棟
で、実習及び座学等にて夏秋トマトの農業研
修を実施（2年間）
・研修修了後にすぐに就農できるよう、研修期
間中に農地、住居等を決め、設備導入など準
備を行う。
・就農後は、JA営農指導員や普及指導員によ
る巡回指導の他、部会活動にて技術を高め
る。

例年6月
～随時

2名 2

【本格的農業研修】
中濃地域就農支援協議会
JAめぐみの地域振興作物栽培実証
圃場

・50歳未満の方
・JAめぐみの管内で栽培可能な作物の生
産意欲がある方
・研修終了後、JAめぐみの管内で就農す
ることが可能な方
・１年以上の研修を受けることができる方

・関市黒屋にある研修圃場及び研修棟で、１
年以上の実習及び座学等にて希望品目及び
その他他品目栽培の研修を実施
・研修修了後にすぐに就農できるよう、研修期
間中に研修計画の作成や設備導入など準備
を行う。
・就農後は、JA営農指導員や普及指導員によ
る巡回指導の他、部会品目においては部会
活動にて技術を高める。

例年6月
～随時

2名 2

【体験型農業研修】
ＪＡめぐみの就農塾

・ＪＡめぐみの管内で就農が見込める概ね
65歳までの方

・体験型農業研修として、年間約10回、指導
農家の下で、栽培技術を学ぶ。
・研修作物：里芋、夏秋茄子　より選択
・基礎学習（座学)と圃場実習

例年10
月～2月

各コース
10名

2

【座学研修】
ＪＡめぐみの新規就農者集合研修

・ＪＡめぐみの管内の就農研修生
・ＪＡめぐみの管内の新規就農者（5年目
以内）

・新規就農者に、作物共通の基礎知識習得を
目的とした研修を実施。（土壌、肥料、病害
虫、農業機械、農業経営、販売流通等、年間
15回）

開催時
期
：農閑期

支援対
象者・条
件参照

2

【助成】
郡上トマトの学校応援資金

・ＪＡめぐみの郡上トマトの学校研修生
・研修中に必要な資金をサポート
　月額2万円（上限）×研修機関2年間

要件あり
支援対
象者・条
件参照

3

【助成】
新規就農者支援事業

以下の研修施設の修了生
・郡上トマトの学校
・地域振興作物栽培実証圃場
・いちご新規就農者研修施設（全農岐阜
県本部）
・あすなろ農業塾（岐阜県）

・就農後、購入する肥料・農薬・資材費用の
1/5を助成
（年間10万円を上限）
・就農後3年目まで

要件あり
支援対
象者・条
件参照

JAめぐみの経済部購買課
0575-23-5881
https://www.ja-megumino.or.jp

4

【支援】
・農業関連施設・機械管理規程によ
るリース
・新規就農者育成支援

・補助事業を活用する農業者
・認定新規就農者

・ＪＡが事業主体となり、補助事業にて農業機
械・施設を導入して貸出する。
・認定新規就農者においては、リース料の一
部を助成

補助事
業実施
の前年
度まで

支援対
象者・条
件参照

JAめぐみの営農部営農対策課
0575-23-5885
https://www.ja-megumino.or.jp

9

JAめぐみの営農部営農対策課
0575-23-5885
https://www.ja-megumino.or.jp

JAめぐみの営農部営農対策課
0575-23-5885
https://www.ja-megumino.or.jp

ＪＡめぐみの

市内に住所を有し、市内に所有又は耕作
する農地で、直売所等への出荷のため当
該農業施設又は当該農地で農作物をお
おむね３年以上作付けを行う予定の個人
又は団体

【１】農業用ビニールハウス設置に係る経費の
補助。
ただし算出された補助金の額に100円未満の
端数が生じた場合は、切り捨てる。
　・対象面積　　２０㎡以上
　・補助率（個人）　補助対象経費の１/２以内
　　　※限度額：１０万円
　・補助率（法人）　補助対象経費の２/３以内
　　　※限度額：人数*１０万円
　　　　 ただし５０万円以内

【２】耕作放棄地解消を目的とした伐木・伐根・
土壌改良整地等に対する経費の補助。
ただし算出された補助金の額に100円未満の
端数が生じた場合は、切り捨てる。
　・対象面積　　１，０００㎡以上
　・補助率（個人又は団体）　　補助対象経費
の１/１０以内
　　　※限度額：５万円

随時
予算の
範囲内

産業課
農林業振興係
0575-33-1122
http://www.city.mino.gifu.jp

4美濃市 農業元気づくり事業補助金



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

岐阜県

富加町 元気な農業産地構造改革支援事業
県が実施する元気な農業産地構造改革
支援事業の補助金交付対象者

就農開始時に必要な農業機械や施設整備に
対する県の補助金に、町補助金を上乗せして
助成する。

随時 若干名

産業環境課
0574-54-2113（直通）
https://www.town.tomika.gifu.jp
/

4

白川町新規就農者等支援事業

①町内で農業研修を受けた後、１年以上
就農し農業を専業として自立した新規就
農者
②新規就農者を受け入れて住み込みで
研修を行う農家

①５万円以内の就農奨励金を交付
②期間中、月額10,000円を交付

随時 若干名 4,6

元気な農業産地構造改革支援事業
県の元気な農業産地構造改革支援事業
の対象者

・就農開始時及び追加して農業機械や施設整
備の費用に対する県の補助金に町補助金を
上乗せし、助成する制度
・就農開始時に必要な農業栽培資材で県事
業の補助対象とならない物の購入費用に対
する助成制度

随時 若干名 4

東白川村
新規就農者定住促進事業奨励補助
金

年間150日以上農業に従事し将来にわ
たって農業を行おうとする意欲のある方
で、5年以上の就農期間が見込まれる新
規就農者（新卒者、Ｕターン、転入者）但
し、村から「認定新規就農者」の認定を受
けていることが条件。

１人６０万円以内の補助金を交付 随時 若干名
産業振興課
0574-78-3111

4

機械施設等導入支援事業
・県の元気な農業産地構造改革支援事
業の対象者

青年等就農計画に位置付けられた、農業経
営を開始するために必要な機械・施設等の導
入経費の２分の１以内を県・市で助成します。

青年等
就農計
画策定
時

支援対
象者参
照

4

郡上市 郡上市就職支援家賃補助制度

（１）郡上市に転入して１年以内の者及
び、郡上市に住民登録をしたまま市外で
居住していた者で、申請の日から１年以
内に市内企業に就職した者（２）郡上市内
で就労していること（夫婦の場合は、どち
らかが郡上市内で就労していること。）
（３）年齢は55歳以下の者（夫婦の場合
は、転入日で夫婦どらかが55歳以下であ
ること。）（４）郡上市内で、民間所有の住
宅、部屋を賃借している者で、家賃の額
が月額30,000円以上であること。（社員寮
など会社、団体等が所有するもの、雇用
促進住宅など公共の住宅は除く）（５）公
務員、教員（夫婦の場合はどちらかが公
務員、教員）でないこと。（６）暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第７７号）第２条第１号から
５号に規定する暴力団又は同条第６号に
規定する暴力団員でないこと。（７）市税
（前住所地も含む）を完納していること。
（８）原則として３年以上継続して、郡上市
内で勤務する意思のある者（９）空き店舗
等改修補助金を申請していない者、同補
助金を受けていない者（10）その他、市長
が認めた者

補助対象経費（支払った月額の家賃（公益費
等を除く）と当該借家等に付属する駐車場の
借上げ料の合算額）の2分の１以内（上限：
20,000円）

市内の
事業所に
就職若し
くは就業
した日ま
たは住民
登録をし
た日のい
ずれか
早い日か
ら１年以
内に本制
度申請
書を提出

10
商工観光部商工課
0575-67-1808
http://www.city.gujo.gifu.jp/

8

2

下呂市農業研修生用アパート
・下呂市内で農業研修（農業体験、短期
研修、長期研修）を受講する方

研修期間中の居住地を格安で提供します。

◇利用料（短期）：200円／日
◇利用料（長期）：3,050円／月
◇2階建て、間取りは3DK
◇１日から利用可
◇Ｗｉ－Ｆｉ環境あり
◇短期利用の場合、相部屋となる場合があり
ます。
◇クリーニング代等、別途実費徴収する場合
があります。

随時 5室 3

下呂市型トマト研修施設
（飛騨トマト研修農園ｉｎ下呂）

・満18歳以上の方
・飛騨トマトのプロ農家として、下呂市内
に就農する見込みある方
・研修中、就農開始後は下呂市民となる
ことが可能な方

栽培実習を中心に、飛騨トマトの栽培や農業
経営に必要な知識、技能等について、岐阜県
知事から認定を受けた指導農業士が伝承しま
す。

◇指導農業士から卓越した技能を伝承
◇自ら農場を管理する実践的な研修（３か所）
◇研修期間は原則２年間
◇研修受講料は無料
◇研修期間中の住居は市営アパートを斡旋
◇農業次世代人材投資資金（準備型）受給可
能

原則とし
て毎年12
月末まで

4

新規就農者支援事業

新たに農業に取り組もうとする者（Ｉターン
者及びＵターン者。ただし、Ｕターン者は、
市外に５年以上居住した者に限る。）が、
行政、農業協同組合等の研修施設にお
いて短期間（最大６月までに限る。）の研
修を受講する場合、住居に係る経費に対
して支援する。

白川町
農林課農務係
0574-72-1311

下呂市

8

中津川市

新規就農者住居助成事業
市外からの転入者で満50歳以下の者で5
年以上農業経営の継続が見込まれる者
（一定期間研修を受講する者）

一世帯当たり月額家賃の2分の1以内（2万円
を上限）、研修終了までを期間とする。

随時
予算の
範囲内 農業振興課

0573-66-1111(内線238)
http://www.city.nakatsugawa.gi
fu.jp/

8

新規就農者定着支援事業
農業経営基盤強化促進法に基づく認定
新規就農者
(農業経営開始1年目のみ対象)

就農時に必要な農業機械や設備等の購入に
対する助成制度

・限度額:1経営体あたり50万円

随時
予算の
範囲内

4

恵那市

新規就農者支援事業
青年等就農計画認定者であって、新規就
農後５年以内の者

農業用機械・設備等を導入する場合、対象事
業費の３分の１以内（50万円限度、１回のみ）
を補助する。

随時
予算の
範囲内

農政課
0573-26-2111
恵那市
http://www.city.ena.lg.jp
恵那市食農ポータルサイト
http://tabetoru.com

3名

農林部農務課
0576-53-2010
http://www.city.gero.lg.jp/

１月当たり３万円を上限とする。 随時
予算の
範囲内



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

岐阜県

【準備型】
（目的・支援の内容）
１．飛騨市内において後継者の就農定着
を図るため、研修時（２年以内）の所得を
確保するための給付金を給付します。
(交付要件)
１．就農時45歳未満の後継者
２．親元以外の農家で年間1,200時間以
上の農業研修を受ける者
３．研修終了後、1年以内に市内で就農
し、3年以上農業に従事すること。
４．研修計画を作成し、親元で就農する旨
を約した者

（支援の内容）
１．年間１人100万円交付する。
２．最長２年間、給付金を給付する。

随時
予算の
範囲内

3

【経営開始型】
（目的・支援の内容）
１．飛騨市内において後継者の就農定着
を図るため、就農直後（３年以内）の所得
を確保するための給付金を給付します。
(交付要件)
１．就農時55歳未満の後継者
２．研修後、飛騨市で３年以上農業に従
事すること。（３年に満たない場合は交付
金の返還が必要です。）
３．年間、1,200時間以上農業に従事する
こと。
４．年間総所得350万円未満であること。

（支援の内容）
１．年間１人50万円交付する。
２．最長３年間、給付金を給付する。

随時
予算の
範囲内

4

新規就農者施設整備補助金
（市単事業）

（支援の目的）
飛騨市内の認定就農者を支援するため、
就農計画の実現に向け必要となる機械、
施設等の導入経費の一部を助成します。

(交付対象者)
市内の認定就農者及び認定新規就農者
（市が青年等就農計画を認定した者）で
就農から５年を経過していない者であるこ
と。

（支援の内容）
１．就農計画に記載された新たに機械、施設
等を導入するための経費の４／10以内
２．補助金の上限金額：100万円以下であるこ
と。
３．導入する機械、施設の下限単価：50万円
以上であること。

随時
予算の
範囲内

4

農業体験研修助成事業補助金
（市単事業）

（支援の目的）
就農に意欲がある方が農業を選択し、市
内での円滑な就農、営農の定着のため、
事前に農業を体験する方に対して旅費等
を助成します。
（交付対象者）
県事業のぎふ中期農業体験研修に該当
する者

（支援の内容）
1人1泊あたり4,000円とする。
（対象期間）
2泊以上30泊までとする。

随時
予算の
範囲内

3

農業研修生住居費助成事業補助金
（市単事業）

（支援の目的）
飛騨市外から移住された農業研修生に
対し、経済的、精神的な不安を軽減し、就
農に向けて充実した研修生活を送ること
ができる環境を整備します。
（交付対象者）
県が定める研修施設及びあすなろ農業
塾で研修を行うもの。

（支援の内容）
家賃から住居手当等を除いた額の1/2以内
上限4万円

随時
予算の
範囲内

8

8

飛騨高山プロモーション戦略部
ブランド戦略課
0577-35-3002

高山市若者定住促進事業

以下の要件をすべて満たす者
・高山市外から高山市内に定住の意思を
持って住民登録をした者。
・４５歳未満で高山市内の事業所に常用
労働者として就職または就業した者。
・就職または就業した日の年齢が45歳未
満の者。
・上記の1か２のいずれか早い日から1年
を経過していない方
・賃貸住宅・借家を借り上げ、家賃を支払
う者。
・市内に就職した公務員の場合は一般職
でない者
・市税に未納のない者
・外国人の場合は、永住者の在留資格ま
たは、特別永住者の資格を持っている者

（支援の内容）
支払った月額家賃（共益費等を除く）と該当借
家等に付帯する駐車場の借上料の合算額の
３分の１以内の額で、10,000円を限度に最大1
年間補助します。※原則、申請のあった月か
ら対象。

後継者就農給付金
（市単事業）

農林部農業振興課
0577-73-7466
http://www.city-
hida.jp/nougyo/

高山市

○助成内容
・借家等賃貸料補助金：家賃月額の1/3以内
で15,000円を限度として3年間助成
・空き家取得費・改修費補助金：空き家の取
得にかかる費用の2分の1以内で100万円限
度。空き家の取得後6ヵ月以内に着手した改
修費用の3分の2以内で1,333千円を限度に助
成

随時

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事
業

以下の要件をすべて満たす者
・高山市に永住の意思をもって住民登録
等をした者（飛騨地域以外の者）で、住民
登録をした日から1年を経過していない者
・借家等の賃借料又は購入した持ち家空
き家の改修費を支払う者
・地域住民との交流を積極的に図ること
ができる者

随時
予算の
範囲内

以下の要件をすべて満たす者
・市内の指導農業士等農家で、市長が認
める研修を受ける者
・研修終了後、市内で就農することに意
欲と情熱のある者
・飛騨地域以外に住所を有する者
・研修開始時又は研修期間内に高山市
内に住所を移すことができる者

3

新規就農者規模拡大事業
以下の要件をすべて満たす者
・認定就農者または認定新規就農者
・就農してから５年を経過していない者

○助成内容
認定就農者または認定新規就農者が新たに6
年以上の農地の利用権設定をした場合、その
賃借料を3年間に限り助成する。
○助成金額：8,000円／10a

随時
予算の
範囲内

7

就農体験研修受入事業 ・就農体験希望者の受入農家
○研修期間：おおむね1週間から1ヶ月
○謝礼金額：就農体験希望者の受入れ1回あ
たり上限3万円

随時
予算の
範囲内

随時
予算の
範囲内

予算の
範囲内

商工労働部　雇用・産業創出課
0577-35-3182

農政部農務課
0577-35-3142

○研修期間：おおむね6ヶ月から1年以内
○研修場所：受入農家の圃場など
○研修内容：作物及び家畜等の栽培飼養技
術の習得、農業経営管理技術の習得、地域
農業者及び地域住民との交流など
○助成金：10万円／月

8

飛騨市

6

移住者就農支援補助金
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岐阜県

移住奨励金

（支援の目的）
人口増加と定住促進による地域経済の
発展を目的として、移住者に対し、奨励金
を支給します。
（交付対象者）
令和3年4月1日以降に飛騨市へ移住（転
入）された方。

（支援の内容）
さるぼぼコイン（地域通貨）又は市内で使える
商品券
【補助金額】
単身世帯：10万円
2名以上の世帯：15万円

随時
予算の
範囲内

8

移住検討交通費補助金

(支援の目的)
移住を検討されている方が理想に近い住
宅をみつけ、安心して移住を決断してい
ただけるよう、来市される際の費用を支援
します。
（交付対象者）
飛騨市へ移住を検討するため、移住前に
飛騨市を来訪し、飛騨市移住コンシェル
ジュの案内または飛騨市住むとこネット登
録事業者の案内による空き家見学を行う
方

（支援の内容）
地域によって補助額が異なるため、担当課ま
でお問い合わせください。
一世帯あたり2回まで。

随時
予算の
範囲内

9

引越し費用補助金

(支援の目的)
飛騨市に移住された方の生活面の支援
等により、スムーズに安心して飛騨市の
生活に慣れていただけるよう、生活に関
わる初期支援を行います。
（交付対象者）
移住者のうち、飛騨市へ引越した日から1
カ月以内に転入の届を出し、引越しをす
る際に運送業者を利用した方。

（支援の内容）
総額の1/2以内。上限5万円。一世帯につき1
回限り

随時
予算の
範囲内

9

雪国デビューパック補助金

(支援の目的)
飛騨市に移住された方の生活面の支援
等により、スムーズに安心して飛騨市の
生活に慣れていただけるよう、生活に関
わる初期支援を行います。
（交付対象者）
指定地域以外から飛騨市へ転入した移
住者

（支援の内容）
除雪用具購入費用補助…総額の1/2以内。
上限3万円。一世帯につき1回限り
スタッドレスタイヤ購入費用補助…車両1台に
つき、総額の1/2以内。上限3万円。一世帯に
つき1回限り

随時
予算の
範囲内

9

ペーパードライバー講習費用補助金

(支援の目的)
飛騨市に移住された方の生活面の支援
等により、スムーズに安心して飛騨市の
生活に慣れていただけるよう、生活に関
わる初期支援を行います。
（交付対象者）
移住者のうち自動車学校でペーパードラ
イバー講習を受講した方

（支援の内容）
自動車学校で受講するぺーパードライバー講
習費用の全額
１人２回まで

随時
予算の
範囲内

9

転入準備品支援事業補助金

(支援の目的)
飛騨市に移住された方の生活面の支援
等により、スムーズに安心して飛騨市の
生活に慣れていただけるよう、生活に関
わる初期支援を行います。
（交付対象者）
移住者のうち飛騨市に住所を有する保育
園や小中学校へ入園入学在籍する児童
の保護者

（支援の内容）
入園入学後通常必要となる物品の購入費用
上限額
　・保育園等　１万円
　・小学校　　 ２万円
　・中学校　 　６万円
※市内で取扱いが無い物品を除き原則市内
業者の購入に限る
※対象となる購入品は担当課までお問い合
わせください

随時
予算の
範囲内

9

米10俵プロジェクト

(支援の目的)
市外からの転入と定着の促進を図るた
め、移住し住宅を取得された方へ米10俵
を贈呈します。
（交付対象者）
次のいずれにも該当する方
①転入してから3年以内に住宅を取得し
た方
②「①」に該当になった日から1年を経過
していない方
③市内に2親等以内の親族がいない方
他

（支援の内容）
１世帯１年度あたり１俵（60kg）の米を10年間
贈呈

随時
予算の
範囲内

9

住宅新築・購入支援助成金

（支援の目的）
市内での定住を促し、人口減少の緩和を
図るため、市内に住宅を新築又は購入さ
れる方に助成金を交付します。
（交付対象者）
市内に定住する目的で住宅を取得する方
（契約を締結し取得の手続きを終えた住
宅が対象）

（支援の内容）
基本額・加算額のうち、対象者が該当する金
額の合計額（最大230万円）

基本額：住宅取得額に応じて10～30万円
加算額：転入世帯や市内業者による新築施
工、移住世帯の住宅改修費用に対して加算
あり

随時
予算の
範囲内

基盤整備部都市整備課
0577-73-0153

8

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

企画部地域振興課
0577-62-8904

飛騨市


