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会場MAP

出展名・ブース番号・掲載ページ一覧 ★… オンラインブース

★… オンラインブース

興味のあるブースには積極的に着席して、話を聞こう！

複数 （株）秋川牧園 ★ 1 P3

ブース番号 掲載ページ

雇用就農ブース 対象 農業法人に勤めたい人

シートの見方

〇〇県〇〇市役所では、次世代を担う農業者を育成します。将
来、独立して農家を経営するための必要な資質を習得し、作物
の栽培技術・知識を実践的に学ぶことができます。

●相談窓口 ／ 〇〇県〇〇市農政課
●所在地 ／ 〇〇県〇〇市〇〇△丁目▲番■号
●支援地域 ／ 〇〇県（〇〇市〇〇町）
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-628-XXXX / 083-628-XXXX
●メール ／ com-events@mynavi.jp
●ホームページ ／ https://agri.mynavi.jp/shunofest/

相談窓口

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には、随時相談対応しています（より現実的な相談の場合、交通費を
支給できる場合あり）。今後、体験ツアーも開催していく予定です。

地域の主な作目・特産品

稲作、野菜、花き、果樹、酪農、畜産
（ひとめぼれ、ササニシキ、ジャガイモ、
ねぎ、白菜、キャベツ、いちご）

就農支援の具体的な内容

就農相談、技術研修、経営体での実践
研修、就農直後の助成など発展段階に
応じた支援をしています。青年就農給
付金、農地・住宅情報など、県・市町
村・農業公社等関係機関・団体が連携
して一体的な支援をします。

新規就農者の状況

新規就農者は近年増加傾向にあり、平
成25年度以降は200名を超えて推移
しています。特に、農業法人への雇用
就農を契機とした農外からの参入が
多く、独立就農は20％程度となってい
ます。

農業未経験OK

住宅情報提供あり

見学・体験あり
目
作
扱
取

露地
野菜

稲作

畑作

施設
野菜

〇〇県〇〇市役所 東京 37
支
援
情
報

農業に就くため皆さん
にとって役立つ情報が
分かります。

メリットマーク
取り扱っている
作目が一目で分
かります。

取扱い作目
会場MAPにものって
いるので会場内での場
所の確認ができます。

ブース番号

農業法人の募集要項、各団体の支
援内容、職場環境や生活環境など
農業で働くための様々な情報を確
認できます。

データ欄

新規就農支援ブース 対象 農業について知りたい人から独立したい人

北海道

熊本 NPO法人九州エコファーマーズセンター

別海町酪農研修牧場（別海町担い手支援協議会）★

2 P3

ブース番号 掲載ページブース番号 掲載ページ

3 P3

4 P3

5 P4

6 P4

佐賀

全国

熊本

佐賀県新規就農相談センター ★

（一社）全国農協観光協会

8 P4熊本 熊本県阿蘇「農業師匠支援活動」（JA阿蘇）

芦北地方農業振興協議会 ★

福岡 福岡市 P47

9 P5佐賀 佐賀市トレーニングファーム推進協議会 ★

広島 広島市 ★ 19 P7

熊本 熊本県新規就農支援センター ★ P718

熊本 山都地域担い手育成総合支援協議会 P720

佐賀

熊本

JAさが みどり地区トレーニングファーム ★

南阿蘇村農業研修生受入協議会 ★

P8

P8

21

福岡 福岡県 P823

22

10 P5佐賀 白石地区いちごトレーニングファーム運営協議会

熊本 天草市新規就農サポートセンター ★ P511

ブース番号 掲載ページブース番号 掲載ページ

山口県特集

12 P5山口 山口県 山口市 ★

山口県 下関市役所 ★ P614

山口県（山口県新規就農相談センター） ★

山口県 防府市役所 ★

P6

P6

15

16

周南市 ★ P717
P613田布施町担い手育成総合支援協議会

（山口県田布施町） ★

対象 山口県の新規就農・支援情報について興味ある人

本日の講演内容とスケジュール

講演者 講演内容時 間

1 （一社）全国農協観光協会 13:30～14:00 農水省交付金事業「おためし農業」・あぐトリとは？

講演者紹介

株式会社マイナビ地域のコミュニティデザイン事業部、農業活性事業部在職

中より、「ヒト」の大切さから、なりわいとしての第一次産業に関心を持ち、

2019年より現職。和歌山県那智勝浦町での農泊の立上げ事業、宮城県村田

町での伝建地区での観光まちづくり事業など全国各地で様々なスタイルでの

地域活性事業に取り組んでいる。

▼一般社団法人全国農協観光協会

一般社団法人全国農協観光協会は、JAをはじめとする諸団体と協力して

「都市農村交流事業」を企画・実践し、 農村と都市との交流促進を通して農

地の多面的機能や景観保全の重要性、食と農の結びつきの大切さなどを啓発

し、「農泊」「農福連携」実践のお手伝いを通じ地域の活性化に取り組んでい

ます。

★… オンラインブース

★ ★ ★

★ ★ ★

★

★ ★

受付

資
料
コ
ー
ナ
ー

消毒コーナー

記入コーナー

出入口

1 2 3 4 5 6 7

14 13 12 11 10 9 8

★
15

★ ★★ ★ ★ ★
16 17 1918 20 21 22 23

白木 勝規
シラキ カツノリ

一般社団法人全国農協観光協会

事業部 地域振興・活性化事業　

第2グループ グループ長代理
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2ブース
番号

●相談窓口 ／ NPO法人九州エコファーマーズセンター 
●所在地 ／ 〒861-1113 合志市栄3802-4(熊本県農業公園内） 
●支援地域 ／ 熊本県（研修修了生の就農地は全国各地） 
●TEL・ＦＡＸ ／ 096-247-3333/096-273-6016  
●メール ／ ecofarmers@asoeco.jp  
●ホームページ ／ http://www.asoeco.jp  
   

知識や技術、経験は無くても農業を始めたいという強い希望・
夢があり、前向きで協調性・積極性のある就農希望者を支援す
る研修機関。独立や雇用就農を目指す方、当NPOのカリスマ
農家から実践的農業経営ノウハウを学びませんか！

相談窓口

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

3ブース
番号

●相談窓口 ／ 別海町担い手支援協議会  
●所在地 ／ 北海道野付郡別海町別海常盤町 280 番地 
●支援地域 ／ 北海道  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0153-75-2111/0153-75-2497 
●メール ／ nousei@betsukai.jp  
●ホームページ ／ https://betsukai-kenboku.jp 

別海町酪農研修牧場は、研修手当（月額生活費）を受けなが
ら、新規就農に必要な基本的知識や実践的技術を学べる施設で
す。研修期間は原則3年間で、実践牧場（牧場内牛舎）での技
術習得を軸に、酪農経営に必要な知識習得を図るため、各種専
門家を講師に迎えた座学研修も実施し、地域の営農に即した研
修を展開しています。  

相談窓口地域の主な作目・特産品

別海町の基幹産業は「酪農」と「漁
業」。日本一の生乳生産量を誇る乳
製品※1をはじめ、大きくて甘い
「野付のホタテ」、明治時代からの
伝統漁法で漁をする「北海シマエ
ビ」、かつて徳川幕府に献上してい
た「西別鮭」など、ブランド価値の
高い食材が豊富です。  

※1：出典：令和元年市町村別農業産出額（推
計）／農林水産省

就農奨励金として300万円
リース料助成　上限100万円/年×
3年間
固定資産税相当額助成　上限25万
円/年×3年間
（その他JA等による助成制度あ
り） 

別海町酪農研修牧場は平成8年に設
立され、全国各地から酪農家を目指
して107組が入所しています。令
和2年度までに研修生の79組が新
規就農を実現しています。 
  

就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

地域の主な作目・特産品

県内各地のトップ農家・農業法人の
もとでトマト、ミニトマト、アスパ
ラ、イチゴ、ナス、他施設園芸、キ
ノコ類、柑橘類、他果樹、稲作、露
地野菜、畜産、観光農園、農産物加
工など研修可能。水道水は、まるで
天然のミネラルウォーター！水の綺
麗な所です。 
  

就農支援の具体的な内容

農業次世代人材投資事業の県認定研
修機関。会員農家のもとで実践研
修、集合座学セミナー、視察。農業
経営実践的ノウハウを「現役農業経
営者」から体系的に学べます。阿蘇
の高冷地農業、熊本市や海岸地域で
の柑橘、八代の冬野菜、上益城地域
の施設園芸などでの研修が可能。書
類作成指導、農地探し等。 
  

新規就農者の状況

10代～40代、脱サラ、新卒、Iタ
ーン、Uターン農家子弟など様々な
人材が新規独立・雇用就農していま
す。地域でトップクラスの成績をあ
げる卒業生も増えています。就農後
は、卒業生同士で連携・協力して営
農にあたっています。  

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

4ブース
番号

●相談窓口 ／ 公益財団法人佐賀県農業公社  
●所在地 ／ 佐賀市八丁畷町8-1佐賀県総合庁舎4階  
●支援地域 ／ 佐賀県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-20-1590/0952-20-1605  
●メール ／ shinki_shunou@saga-agri.or.jp  
●ホームページ ／ http://saga-agri.or.jp/sinki.html 
    

佐賀県では、就農希望の方の研修拠点である「トレーニングフ
ァーム」を設置。「きゅうり」「ほうれんそう」「トマト」
「いちご」の栽培や経営をみっちりと勉強できる環境が整いま
した。このトレーニングファームのご紹介のほか、農業を始め
るにあたってのポイントや就農までの流れを、佐賀県の担当者
が丁寧に分かりやすくお答えします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜（施設きゅうり、ホウレンソ
ウ、いちご、トマト、アスパラガ
ス、タマネギ、レンコン等）、果樹
（露地・ハウスみかん、梨等）、肉
用牛、米、麦、大豆

就農支援の具体的な内容

佐賀県では、県内の市町や農協な
ど、地域が一体となって、就農前の
研修から就農後のフォローアップま
での体制を整え、様々な支援を行っ
ています。

新規就農者の状況

令和2年の新規就農者は166名（新
規学卒21名、Uターン65名、新規
参入46名、法人就業34名）となっ
ています。主たる営農部門別にみる
と園芸部門（アスパラガス、いち
ご、施設きゅうり等）が全体の4割
を占めています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

見学会・体験会・相談会などの日程

相談には随時対応しています。

見学会・体験会・相談会などの日程

見学、酪農体験は随時受付してますので、お気軽にお問い合わせください。 

見学会・体験会・相談会などの日程

体験、相談は随時。要相談。（体験は作物・地域により時期が異なる） 
  

熊本新規就農支援

北海道新規就農支援

佐賀新規就農支援

NPO法人九州エコファーマーズセンター

別海町酪農研修牧場（別海町担い手支援協議会）

佐賀県新規就農相談センター

5ブース
番号

●相談窓口 ／ 全国農協観光協会 事業部
●所在地 ／ 東京都千代田区外神田１-16-8 Nツアービル
●支援地域 ／ 北海道、山形県、福島県、三重県、京都府、兵庫県、高知県
●TEL・ＦＡＸ ／ 03-5297-0323/03-5297-0260
●メール ／ jatcs-shiraki@outlook.jp

JAグループの一員として、都市と農村の交流を通じて、農
業など第一次産業を通じた地域振興・活性化に取り組む組織
です。今回は、農林水産省の交付金事業「人材発掘事業」を
通じ、皆さんの新規就農のお手伝いをいたします！

相談窓口

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

全国新規就農支援（一社）全国農協観光協会

見学会・体験会・相談会などの日程

産地見学会（1泊2日）・お試し研修（3～4泊）を実施予定。随時対応し
ますので、ご相談ください。

●相談窓口 ／ 芦北地方農業振興協議会  
●所在地 ／ 熊本県葦北郡芦北町芦北2670  
●支援地域 ／ 熊本県（水俣市、芦北町、津奈木町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0966－82－5194/0966-82-2373 
●メール ／ ashinounoushin25@pref.kumamoto.lg.jp
●ホームページ ／ http://ashinoushinkyou.jp

見学会・体験会・相談会などの日程

10/4～各地2週間程度（休日2日含む12日）の研修を開催。詳しくはブー
スでお尋ねください。

見学会・体験会・相談会などの日程

随時相談対応します。あらかじめ電話でご予約をお願いします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

熊本県内有数のカンキツ（不知火類
（デコポン）、甘夏）産地です。そ
の他、極早生タマネギ（サラたまち
ゃん）、柿（太秋）、畜産（肉用
牛）、イチゴ、茶、水稲が生産され
ています。

就農支援の具体的な内容

関係機関（県、市町、JA）が連携し
て、地域外から移住される方や未経
験の方でも安心して農業を始められ
るように、研修から就農、農地取得
や住宅探しまでしっかりサポートし
ます。

新規就農者の状況

令和元年からこれまでに当協議会の
就農支援制度を活用し、3名が長期
研修を経て就農しました。また、現
在、4名が就農を目指して長期研修
に取り組んでいます。県外からの移
住者も多数います！

6ブース
番号

芦北地域は、熊本県南部に位置する海あり、山あり、温泉あり
の風光明媚な地域で県内有数のカンキツ産地です。関係機関
（県、市町、JA）が連携して、研修から就農、営農指導、移住定
着までしっかりサポートします。私たちと一緒に全国トップブラ
ンドのデコポンや甘夏みかんをつくりましょう！

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
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7ブース
番号

●相談窓口 ／ 福岡市農林水産局政策企画課  
●所在地 ／ 福岡市中央区天神一丁目 8 番 1 号  
●支援地域 ／ 福岡県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 092-711-4841/092-733-5583
●メール ／ seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka. lg .jp
●ホームページ ／ 
ht tps://www.city.fukuoka. lg .jp/nosui/seisakukikaku/l i fe/sy
uunoukibousyapor talpage.html

福岡市は、人口160万の大消費地を擁し、都市と農地が近接し
ており、この特性を活かし、野菜、花きを中心とした都市型農
業が営まれています。都市と農村の両方を楽しめる環境で農業
を始めてみませんか。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜、花き、稲作
（大根、トマト、キャベツ、いち
ご、バラ、ストック）

就農支援の具体的な内容

就農相談、技術研修、インターンシ
ップ研修、就農直後の助成など

新規就農者の状況

新規就農者は近年増加傾向にあり、
毎年20名前後が就農しています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
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8ブース
番号

●相談窓口 ／ 阿蘇農業協同組合  
●所在地 ／ 熊本県阿蘇市一の宮町宮地 387-5
●支援地域 ／ 熊本県（阿蘇管内）
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-22-6115/0967-22-6117 
●メール ／ jaasosoiro@jaaso.or.jp 
●ホームページ ／ ht tp://asonougyoushisyou.com/  
    

農業師匠支援活動では、阿蘇地域で就農を目指す方を研修か
ら就農後までサポートいたします。また、各行政機関と連携
を図り、研修生や新規就農者の様々なフォローアップを行い
ます。

相談窓口地域の主な作目・特産品

水稲、夏秋トマト、ミニトマト、
アスパラガス、ホウレンソウ、チ
ンゲン菜、畜産、花卉、イチゴ、
その他部会品目

就農支援の具体的な内容

就農相談対応、実践研修、座学研
修、状況に応じた支援をしており、
また国の次世代人材投資事業の認定
機関に登録しています。その他に
も、関係機関と連携して一体的な支
援を行っております。

新規就農者の状況

熊本県阿蘇地域は年間新規就農者が
30名程度就農しております。特に、
施設園芸の夏秋トマトやアスパラガ
スなどの就農者が増えております。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
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見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談は随時対応しています。  

地域の主な作目・特産品

コメはもちろん、日本でほぼ唯一の
焼畑農法による在来野菜栽培（カ
ブ）、トマト、酪農など。全国10カ
所程度の研修地では地域に根差した
様々な農業を選んでいただけます。

就農支援の具体的な内容

全国10カ所程度の研修地にて、農業
研修と、地域課題に関する研修を行
います。研修地までの交通費と基本
的な現地滞在費は無料。農業研修に
ついては、研修費もお支払い。

新規就農者の状況

農林水産省の交付金を受けてはじめ
ての取組です。意欲ある皆さんのご
応募をお待ちしております。

複数新規就農支援

福岡新規就農支援

熊本新規就農支援

芦北地方農業振興協議会

福岡市

熊本県阿蘇「農業師匠支援活動」（JA阿蘇）

ブース
番 号複数 1株式会社 秋川牧園

1997年、総合農業分野で初の株式上場を果たした秋川牧園で
す。今回、酪農・養鶏部門での生産を担って頂ける方を募集致し
ます。【酪農】山口県萩市の牧場です。100頭未満の中規模牧場
のため、搾乳、エサやりなどの牛の管理はもちろん、自給飼料
の生産まで、すべての業務に携わることが出来ます。
【養鶏】熊本県南関町の養鶏場です。規模拡大を続けており、
今年は第三農場が稼働。3農場の核となる人材を募集します。

募
集
職
種

営業/企画 接客/販売

人事/総務 経理/事務

研究/開発 WEB/IT

マーケティング ドライバー

農業生産 その他

求
人
概
要

農業未経験OK 職場見学歓迎

昇給あり 寮・社宅あり

一日体験可能 インターンシップ

独立支援賞与あり

雇
用
形
態

正社員

アルバイト・パート

契約社員

研修生

各
種
保
険

健康保険

雇用保険

厚生年金

労災保険

求人データ 会社データ

●設立 ／ 1972年 
●代表者 ／ 秋川正 
●売上 ／ 64億円（2021年3月期）  
●事業内容 ／ 安心安全な農畜産物の生産、製造、販売など
●主要取引先 ／ グリーンコープ生活協同組合、生活クラ
ブ生活協同組合、oisix ra daichi　自社顧客他 
●従業員数 ／ 361名 
●所在地 ／ 山口県山口市仁保下郷10317 
●ホームページ ／ 
https://recruit.akikawabokuen.com  

●募集人数 ／ 若干名（正社員）
●職種 ／ 酪農、養鶏
●資格 ／ 普通自動車免許（MT）
●勤務地 ／ 【酪農】山口県萩市 【養鶏】熊本県南関町
●待遇（制度・福利厚生） ／ 社保完備、昇給、賞与、持株会補助、宿直手当等
●給与 ／ 25万円 ほか
●勤務時間 ／ 8：00～18：00 ほか
●休日休暇 ／ 職種により年間休日 72日～104日

雇用就農

職場見学等の日程

求人お問い合わせ先

●TEL ／ 090-2807-1860 
●FAX／ 083-929-1313 
●メール ／ y-doi@akikawabokuen.co.jp 
●お問い合わせ窓口 ／ 土井（経営管理部） 

電話(ショートメール可）若しくはメールにてご連絡くださ
い。ご相談の上、日程を調整致します。  



4

2ブース
番号

●相談窓口 ／ NPO法人九州エコファーマーズセンター 
●所在地 ／ 〒861-1113 合志市栄3802-4(熊本県農業公園内） 
●支援地域 ／ 熊本県（研修修了生の就農地は全国各地） 
●TEL・ＦＡＸ ／ 096-247-3333/096-273-6016  
●メール ／ ecofarmers@asoeco.jp  
●ホームページ ／ http://www.asoeco.jp  
   

知識や技術、経験は無くても農業を始めたいという強い希望・
夢があり、前向きで協調性・積極性のある就農希望者を支援す
る研修機関。独立や雇用就農を目指す方、当NPOのカリスマ
農家から実践的農業経営ノウハウを学びませんか！

相談窓口

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

3ブース
番号

●相談窓口 ／ 別海町担い手支援協議会  
●所在地 ／ 北海道野付郡別海町別海常盤町 280 番地 
●支援地域 ／ 北海道  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0153-75-2111/0153-75-2497 
●メール ／ nousei@betsukai.jp  
●ホームページ ／ https://betsukai-kenboku.jp 

別海町酪農研修牧場は、研修手当（月額生活費）を受けなが
ら、新規就農に必要な基本的知識や実践的技術を学べる施設で
す。研修期間は原則3年間で、実践牧場（牧場内牛舎）での技
術習得を軸に、酪農経営に必要な知識習得を図るため、各種専
門家を講師に迎えた座学研修も実施し、地域の営農に即した研
修を展開しています。  

相談窓口地域の主な作目・特産品

別海町の基幹産業は「酪農」と「漁
業」。日本一の生乳生産量を誇る乳
製品※1をはじめ、大きくて甘い
「野付のホタテ」、明治時代からの
伝統漁法で漁をする「北海シマエ
ビ」、かつて徳川幕府に献上してい
た「西別鮭」など、ブランド価値の
高い食材が豊富です。  

※1：出典：令和元年市町村別農業産出額（推
計）／農林水産省

就農奨励金として300万円
リース料助成　上限100万円/年×
3年間
固定資産税相当額助成　上限25万
円/年×3年間
（その他JA等による助成制度あ
り） 

別海町酪農研修牧場は平成8年に設
立され、全国各地から酪農家を目指
して107組が入所しています。令
和2年度までに研修生の79組が新
規就農を実現しています。 
  

就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

地域の主な作目・特産品

県内各地のトップ農家・農業法人の
もとでトマト、ミニトマト、アスパ
ラ、イチゴ、ナス、他施設園芸、キ
ノコ類、柑橘類、他果樹、稲作、露
地野菜、畜産、観光農園、農産物加
工など研修可能。水道水は、まるで
天然のミネラルウォーター！水の綺
麗な所です。 
  

就農支援の具体的な内容

農業次世代人材投資事業の県認定研
修機関。会員農家のもとで実践研
修、集合座学セミナー、視察。農業
経営実践的ノウハウを「現役農業経
営者」から体系的に学べます。阿蘇
の高冷地農業、熊本市や海岸地域で
の柑橘、八代の冬野菜、上益城地域
の施設園芸などでの研修が可能。書
類作成指導、農地探し等。 
  

新規就農者の状況

10代～40代、脱サラ、新卒、Iタ
ーン、Uターン農家子弟など様々な
人材が新規独立・雇用就農していま
す。地域でトップクラスの成績をあ
げる卒業生も増えています。就農後
は、卒業生同士で連携・協力して営
農にあたっています。  

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
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4ブース
番号

●相談窓口 ／ 公益財団法人佐賀県農業公社  
●所在地 ／ 佐賀市八丁畷町8-1佐賀県総合庁舎4階  
●支援地域 ／ 佐賀県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-20-1590/0952-20-1605  
●メール ／ shinki_shunou@saga-agri.or.jp  
●ホームページ ／ http://saga-agri.or.jp/sinki.html 
    

佐賀県では、就農希望の方の研修拠点である「トレーニングフ
ァーム」を設置。「きゅうり」「ほうれんそう」「トマト」
「いちご」の栽培や経営をみっちりと勉強できる環境が整いま
した。このトレーニングファームのご紹介のほか、農業を始め
るにあたってのポイントや就農までの流れを、佐賀県の担当者
が丁寧に分かりやすくお答えします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜（施設きゅうり、ホウレンソ
ウ、いちご、トマト、アスパラガ
ス、タマネギ、レンコン等）、果樹
（露地・ハウスみかん、梨等）、肉
用牛、米、麦、大豆

就農支援の具体的な内容

佐賀県では、県内の市町や農協な
ど、地域が一体となって、就農前の
研修から就農後のフォローアップま
での体制を整え、様々な支援を行っ
ています。

新規就農者の状況

令和2年の新規就農者は166名（新
規学卒21名、Uターン65名、新規
参入46名、法人就業34名）となっ
ています。主たる営農部門別にみる
と園芸部門（アスパラガス、いち
ご、施設きゅうり等）が全体の4割
を占めています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
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見学会・体験会・相談会などの日程

相談には随時対応しています。

見学会・体験会・相談会などの日程

見学、酪農体験は随時受付してますので、お気軽にお問い合わせください。 

見学会・体験会・相談会などの日程

体験、相談は随時。要相談。（体験は作物・地域により時期が異なる） 
  

熊本新規就農支援

北海道新規就農支援

佐賀新規就農支援

NPO法人九州エコファーマーズセンター

別海町酪農研修牧場（別海町担い手支援協議会）

佐賀県新規就農相談センター

5ブース
番号

●相談窓口 ／ 全国農協観光協会 事業部
●所在地 ／ 東京都千代田区外神田１-16-8 Nツアービル
●支援地域 ／ 北海道、山形県、福島県、三重県、京都府、兵庫県、高知県
●TEL・ＦＡＸ ／ 03-5297-0323/03-5297-0260
●メール ／ jatcs-shiraki@outlook.jp

JAグループの一員として、都市と農村の交流を通じて、農
業など第一次産業を通じた地域振興・活性化に取り組む組織
です。今回は、農林水産省の交付金事業「人材発掘事業」を
通じ、皆さんの新規就農のお手伝いをいたします！

相談窓口

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

全国新規就農支援（一社）全国農協観光協会

見学会・体験会・相談会などの日程

産地見学会（1泊2日）・お試し研修（3～4泊）を実施予定。随時対応し
ますので、ご相談ください。

●相談窓口 ／ 芦北地方農業振興協議会  
●所在地 ／ 熊本県葦北郡芦北町芦北2670  
●支援地域 ／ 熊本県（水俣市、芦北町、津奈木町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0966－82－5194/0966-82-2373 
●メール ／ ashinounoushin25@pref.kumamoto.lg.jp
●ホームページ ／ http://ashinoushinkyou.jp

見学会・体験会・相談会などの日程

10/4～各地2週間程度（休日2日含む12日）の研修を開催。詳しくはブー
スでお尋ねください。

見学会・体験会・相談会などの日程

随時相談対応します。あらかじめ電話でご予約をお願いします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

熊本県内有数のカンキツ（不知火類
（デコポン）、甘夏）産地です。そ
の他、極早生タマネギ（サラたまち
ゃん）、柿（太秋）、畜産（肉用
牛）、イチゴ、茶、水稲が生産され
ています。

就農支援の具体的な内容

関係機関（県、市町、JA）が連携し
て、地域外から移住される方や未経
験の方でも安心して農業を始められ
るように、研修から就農、農地取得
や住宅探しまでしっかりサポートし
ます。

新規就農者の状況

令和元年からこれまでに当協議会の
就農支援制度を活用し、3名が長期
研修を経て就農しました。また、現
在、4名が就農を目指して長期研修
に取り組んでいます。県外からの移
住者も多数います！

6ブース
番号

芦北地域は、熊本県南部に位置する海あり、山あり、温泉あり
の風光明媚な地域で県内有数のカンキツ産地です。関係機関
（県、市町、JA）が連携して、研修から就農、営農指導、移住定
着までしっかりサポートします。私たちと一緒に全国トップブラ
ンドのデコポンや甘夏みかんをつくりましょう！

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）
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番号

●相談窓口 ／ 福岡市農林水産局政策企画課  
●所在地 ／ 福岡市中央区天神一丁目 8 番 1 号  
●支援地域 ／ 福岡県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 092-711-4841/092-733-5583
●メール ／ seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka. lg .jp
●ホームページ ／ 
ht tps://www.city.fukuoka. lg .jp/nosui/seisakukikaku/l i fe/sy
uunoukibousyapor talpage.html

福岡市は、人口160万の大消費地を擁し、都市と農地が近接し
ており、この特性を活かし、野菜、花きを中心とした都市型農
業が営まれています。都市と農村の両方を楽しめる環境で農業
を始めてみませんか。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜、花き、稲作
（大根、トマト、キャベツ、いち
ご、バラ、ストック）

就農支援の具体的な内容

就農相談、技術研修、インターンシ
ップ研修、就農直後の助成など

新規就農者の状況

新規就農者は近年増加傾向にあり、
毎年20名前後が就農しています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）
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●相談窓口 ／ 阿蘇農業協同組合  
●所在地 ／ 熊本県阿蘇市一の宮町宮地 387-5
●支援地域 ／ 熊本県（阿蘇管内）
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-22-6115/0967-22-6117 
●メール ／ jaasosoiro@jaaso.or.jp 
●ホームページ ／ ht tp://asonougyoushisyou.com/  
    

農業師匠支援活動では、阿蘇地域で就農を目指す方を研修か
ら就農後までサポートいたします。また、各行政機関と連携
を図り、研修生や新規就農者の様々なフォローアップを行い
ます。

相談窓口地域の主な作目・特産品

水稲、夏秋トマト、ミニトマト、
アスパラガス、ホウレンソウ、チ
ンゲン菜、畜産、花卉、イチゴ、
その他部会品目

就農支援の具体的な内容

就農相談対応、実践研修、座学研
修、状況に応じた支援をしており、
また国の次世代人材投資事業の認定
機関に登録しています。その他に
も、関係機関と連携して一体的な支
援を行っております。

新規就農者の状況

熊本県阿蘇地域は年間新規就農者が
30名程度就農しております。特に、
施設園芸の夏秋トマトやアスパラガ
スなどの就農者が増えております。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）
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見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談は随時対応しています。  

地域の主な作目・特産品

コメはもちろん、日本でほぼ唯一の
焼畑農法による在来野菜栽培（カ
ブ）、トマト、酪農など。全国10カ
所程度の研修地では地域に根差した
様々な農業を選んでいただけます。

就農支援の具体的な内容

全国10カ所程度の研修地にて、農業
研修と、地域課題に関する研修を行
います。研修地までの交通費と基本
的な現地滞在費は無料。農業研修に
ついては、研修費もお支払い。

新規就農者の状況

農林水産省の交付金を受けてはじめ
ての取組です。意欲ある皆さんのご
応募をお待ちしております。

複数新規就農支援

福岡新規就農支援

熊本新規就農支援

芦北地方農業振興協議会

福岡市

熊本県阿蘇「農業師匠支援活動」（JA阿蘇）

ブース
番 号複数 1株式会社 秋川牧園

1997年、総合農業分野で初の株式上場を果たした秋川牧園で
す。今回、酪農・養鶏部門での生産を担って頂ける方を募集致し
ます。【酪農】山口県萩市の牧場です。100頭未満の中規模牧場
のため、搾乳、エサやりなどの牛の管理はもちろん、自給飼料
の生産まで、すべての業務に携わることが出来ます。
【養鶏】熊本県南関町の養鶏場です。規模拡大を続けており、
今年は第三農場が稼働。3農場の核となる人材を募集します。

募
集
職
種

営業/企画 接客/販売

人事/総務 経理/事務

研究/開発 WEB/IT

マーケティング ドライバー

農業生産 その他

求
人
概
要

農業未経験OK 職場見学歓迎

昇給あり 寮・社宅あり

一日体験可能 インターンシップ

独立支援賞与あり

雇
用
形
態

正社員

アルバイト・パート

契約社員

研修生

各
種
保
険

健康保険

雇用保険

厚生年金

労災保険

求人データ 会社データ

●設立 ／ 1972年 
●代表者 ／ 秋川正 
●売上 ／ 64億円（2021年3月期）  
●事業内容 ／ 安心安全な農畜産物の生産、製造、販売など
●主要取引先 ／ グリーンコープ生活協同組合、生活クラ
ブ生活協同組合、oisix ra daichi　自社顧客他 
●従業員数 ／ 361名 
●所在地 ／ 山口県山口市仁保下郷10317 
●ホームページ ／ 
https://recruit.akikawabokuen.com  

●募集人数 ／ 若干名（正社員）
●職種 ／ 酪農、養鶏
●資格 ／ 普通自動車免許（MT）
●勤務地 ／ 【酪農】山口県萩市 【養鶏】熊本県南関町
●待遇（制度・福利厚生） ／ 社保完備、昇給、賞与、持株会補助、宿直手当等
●給与 ／ 25万円 ほか
●勤務時間 ／ 8：00～18：00 ほか
●休日休暇 ／ 職種により年間休日 72日～104日

雇用就農

職場見学等の日程

求人お問い合わせ先

●TEL ／ 090-2807-1860 
●FAX／ 083-929-1313 
●メール ／ y-doi@akikawabokuen.co.jp 
●お問い合わせ窓口 ／ 土井（経営管理部） 

電話(ショートメール可）若しくはメールにてご連絡くださ
い。ご相談の上、日程を調整致します。  
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●相談窓口 ／ 佐賀市トレーニングファーム推進協議会  
●所在地 ／ 佐賀県佐賀市栄町１番１号 佐賀市農業振興課内 
●支援地域 ／ 佐賀県（佐賀市富士町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-40-7118/0952-40-7391  
●メール ／ nogyoshinko@city.saga.lg.jp 
●ホームページ ／ https://www.city.saga.lg.jp/main/39486.html 
     

豊かな自然と温泉、そしてあたたかい地元の人たちに囲まれ
た「富士町」で“根をはる　生き方”をしてみませんか。
関係機関が連携し、佐賀市における新規農業者を育成するた
め、富士町の特産物であるホウレンソウ生産に取り組むこと
を希望される方に、就農に向けた生産技術・農業経営等の講
義やハウスでの実地研修を実施します。

相談窓口地域の主な作目・特産品

40年の栽培実績により、市場での
取引が安定し、ブランドとして確
立された「富士町産ホウレンソ
ウ」。ハウスで栽培するホウレン
ソウは年5～6回の作付が可能であ
り、初めての方でも安定した経営
が可能です。

就農支援の具体的な内容

研修に関する費用（指導料、機械・
ハウス使用料、機械燃料費、種子・
肥料費など）は無料。農業次世代人
材投資資金対象外の方へは月10万
円の研修奨励金あり。研修期間中の
住宅を準備（家賃無料）。

新規就農者の状況

当協議会は平成29度から活動を開始
し、平成30年1月から1期生が研修
を開始。令和2年に、1期生と2期生
合わせて3組4名の研修生が独立就
農。現在3期生と4期生合わせて4組
5名の研修生が研修中。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）
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毎年、3組(6人以内)募集を行い、2年間の研修を踏まえ、独
立就農に向けたサポートを行います。国庫事業を活用した資
金の準備や研修期間の居住補助など、研修期間の負担支援も
行います。研修期間は、1日8時間、月20日間を基本としま
す。農地の賃貸情報や農地取得に係る資金面での相談など親
身に対応します。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
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●相談窓口 ／ ＪＡさが杵藤園芸センター 園芸指導課  
●所在地 ／ 佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1  
●支援地域 ／ 佐賀県（杵島郡白石町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-84-5112/0952-84-5598  
●メール ／ eshido18@saga-ja.jp  
●ホームページ ／ http://jasaga.or.jp  
  

相談窓口地域の主な作目・特産品

施設園芸では、いちご、アスパラガ
ス。露地野菜では全国有数の玉葱産
地です。有明海に面しており、海苔
も盛んな地域です。

就農支援の具体的な内容

佐賀県、白石町、JAが一体となっ
て、研修生へのいちご栽培技術習
得や就農に向けた農地、住まいの
サポートを行います。研修施設
は、高設栽培システムを導入し、
その他最新の設備を設けて研修が
できます。

新規就農者の状況

白石町内では毎年25名程度、新規
就農者が新たに農業に取り組まれて
います。現在、2期生3名、3期生1
名、計4名で研修を行っています。

見学会・体験会・相談会などの日程

施設見学や就農相談はいつでも受付ますのでお気軽にお問合せください。

●相談窓口 ／ 天草市新規就農サポートセンター  
●所在地 ／ 熊本県天草市東浜町8-1  
●支援地域 ／ 熊本県天草市
●TEL・ＦＡＸ ／ 0969-32-6792  
●メール ／ nousin@city.amakusa.lg.jp  
●ホームページ ／ https://agri.mynavi.jp/2020_12_18_142272/ 
     

相談窓口地域の主な作目・特産品

稲作、野菜、果樹、花き、畜産
（コシヒカリ、キュウリ、ミニトマ
ト、露地野菜、不知火、河内晩柑、
トルコギキョウ、繁殖牛）

就農支援の具体的な内容

就農相談、お試し研修の実施、研修
先の選定、経営開始後の営農支援な
どを行っています。また、国の農業
次世代人材投資事業のほか、天草市
独自の給付金制度による新規就農者
への支援を行っています。

新規就農者の状況

天草市の温暖な気候を利用した果樹
（不知火）の栽培に取り組まれる新
規就農者が多くいらっしゃいます。
また、ミニトマトの栽培を希望され
る新規就農者は、ＪＡあまくさの研
修施設で手厚い支援を受けた後、経
営を開始されています。

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には、随時対応しています。  
     

12ブース
番号

山口市は山口県の中央に位置し、南北に長く広大な農地面積
を活かして、多彩な作物が栽培されています。その中でも山
口市で就農を目指す方にはトマト、梨、りんご、いちごの4
品目をお勧めしています。山口市での就農に興味のある方
は、まずはお気軽にご相談ください。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

11ブース
番号

天草市新規就農サポートセンターは、ＪＡあまくさ・ＪＡ本
渡五和・熊本県天草広域本部・天草市農業委員会・天草市で
構成する組織です。
新規就農に関する相談受付から新規就農者の営農定着までの
一連の支援を行っています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

佐賀新規就農支援佐賀市トレーニングファーム推進協議会

佐賀新規就農支援

●相談窓口 ／ 山口市農林政策課  
●所在地 ／ 山口県山口市亀山町2番1号
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-934-2946/083-934-2651  
●メール ／ n-seisaku@city.yamaguchi.lg.jp 
●ホームページ ／ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/  
      
    

相談窓口地域の主な作目・特産品

山口あぶトマト、長門峡梨、徳佐り
んご、徳地いちご

就農支援の具体的な内容

山口市では、ご相談時から経営が安
定するまでの期間、市や県、生産組
合等の関係期間が一丸となって、新
たに農業を始める方に対して、農地
や住宅の確保、生産技術や農業経営
など、あらゆる面においてのサポー
トを行います。また、山口市独自の
支援として、一定期間の家賃を補助
する支援制度もあります。

新規就農者の状況

平成30年度　2名
令和元年度　 1名
令和2年度　 2名

見学会・体験会・相談会などの日程

山口あぶトマトでの就農に興味のある方は、9月18日（土）にオンライン相
談会を開催しますので奮ってご参加ください。

熊本新規就農支援

山口山口県特集

白石地区いちごトレーニングファーム運営協議会

山口県 山口市

天草市新規就農サポートセンター

見学会・体験会・相談会などの日程

オンライン就農相談随時受付中。町HPお問合せフォームまたはメールアドレ
スに件名「オンライン就農相談予約申込」と記載して申込んでください。

13ブース
番号

●相談窓口 ／ 山口県田布施町経済課  
●所在地 ／ 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1 
●TEL・ＦＡＸ ／ 0820-52-5805/0820-53-0140  
●メール ／ nourin@town.tabuse.yamaguchi.jp  
●ホームページ ／ https://www.town.tabuse.lg.jp 
    

山口県田布施町では、農家・農業法人の後継者を募集していま
す。農業経営に必要な資質や技術の習得のためにベテラン農
家を紹介し、経営承継も見据えたマッチングのお手伝いを行い
ます。また、山口県や農業団体と連携した協議会で農地の斡旋
や各種支援制度をワンストップで支援します。

相談窓口地域の主な作目・特産品

稲作、野菜、果樹
（水稲、大豆、小麦、酒米、いち
ご、いちじく、アスパラガス）

就農支援の具体的な内容

就農相談、農業大学校での研修、模
擬体験農場、経営体での実践研修、
就農直後の助成など段階に応じた支
援をしています。農地・住宅情報な
ど、県・町・公社等関係機関・団体
が連携して一体的な支援をします。

新規就農者の状況

20代、40代の若者の稲作を中心と
した農業法人への雇用就農が進み、
自然を相手に自由度の高い勤務形態
で生き生きと働いています。また、
女性の就農も増えており、軽量な作
物であるアスパラガスや、いちごで
の就農した実績があります。

見学会・体験会・相談会などの日程

相談には、随時対応しています(要事前予約)。お試し体験についても、随時受付
しております（時期により、ご希望に添えない場合有）。 

●相談窓口 ／ 山口県下関市農業振興課  
●所在地 ／ 山口県下関市唐戸町４番１号  
●支援地域 ／ 山口県（下関市）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-231-1228/083-231-1064
●メール ／ sgnoseik@city.shimonoseki .yamaguchi .jp
●ホームページ ／ ht tp://www.city.shimonoseki . lg .jp

見学会・体験会・相談会などの日程

9/5就農ゆめツアー　【山口市・防府市】
その他：随時オンライン相談等対応　 

相談窓口地域の主な作目・特産品

水稲、野菜、花き、果樹、酪農、畜産
(きぬむすめ、ひとめぼれ、ヒノヒ
カリ、アスパラガス、イチゴ、トマ
ト、ナス、ねぎ)

就農支援の具体的な内容

就農相談、農業次世代人材投資資金
などの国の制度を活用した技術研
修、生産部会等での実践研修、就農
直後の助成など発展段階に応じた支
援をしています。県・市・農業協同
組合等関係機関・団体が連携して一
体的な支援をします。

新規就農者の状況

新規就農者数は、近年は年間10名程
度でほぼ横ばいで推移しています。
農業法人への雇用就農者数と独立
自営就農者数はほぼ同数となって
います。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

14ブース
番号

下関市は、三方を海に囲まれた、豊かな自然や温暖な気候に
恵まれています。
都市部にも近く、大変住みやすい地域です。
そんな下関市で、農業を営み、豊かな人生を過ごしませんか？

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

15ブース
番号

●相談窓口 ／ （公財）やまぐち農林振興公社
●所在地 ／ 山口市葵 2 丁目 5-69
●支援地域 ／ 山口県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-902-6696/083-924-0742
●メール ／ yashuno@y-agreen.or.jp 
●ホームページ ／ 
ht tp://www.y-agreen.or.jp/farmers/ index.html 

実は山口がすごい！！移住就農するなら山口県
担い手支援も充実の"やまぐち"へ
山口県は三方を海で囲まれた温暖な気候です。技術取得研
修、充実した県独自の支援等の他、ツアーや相談会を開催
しUターンをはじめ移住希望の方など皆さまをお待ちして
います。

相談窓口地域の主な作目・特産品

米・麦・大豆・野菜・花き、果樹、
酪農、養豚、養鶏など

就農支援の具体的な内容

県独自の給付金制度等により、新た
な担い手を育成し就農・就業・定着
をすすめます。就業については、法
人や個人経営体の求人情報を中心に
希望者に情報提供しています。

新規就農者の状況

年間約120人の新規就農者が頑張っ
ています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

16ブース
番号

●相談窓口 ／ 山口県防府市産業振興部農林水産振興課 
●所在地 ／ 山口県防府市寿町 7 番 1 号
●TEL・ＦＡＸ ／ 0835-25 -2358/0835-22-4796
●メール ／ nshinko@city.hofu.yamaguchi .jp
●ホームページ ／ ht tps://hofumirai .com

葉物野菜の生産者として独立・自営したい方を募集してい
ます!

相談窓口地域の主な作目・特産品

春菊、小松菜、ほうれん草、水菜 
など

就農支援の具体的な内容

県やJA等と連携し、就農相談、経
営・栽培技術研修、実践研修、就農
直後の助成など発展段階に応じた支
援を行っています。

新規就農者の状況

H29：3名（トマト、葉物、果樹）
H30：3名（水稲、露地野菜）
R元：1名（きゅうり）
R2：1名（露地野菜）
R3：１名（花き）
※青年等就農計画認定期間中の農業
者（認定新規就農者）

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

山口山口県特集

山口山口県特集

山口山口県特集

山口山口県特集

田布施町担い手育成総合支援協議会（山口県 田布施町）

山口県 下関市役所

山口県（山口県新規就農相談センター）

山口県 防府市役所
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9ブース
番号

●相談窓口 ／ 佐賀市トレーニングファーム推進協議会  
●所在地 ／ 佐賀県佐賀市栄町１番１号 佐賀市農業振興課内 
●支援地域 ／ 佐賀県（佐賀市富士町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-40-7118/0952-40-7391  
●メール ／ nogyoshinko@city.saga.lg.jp 
●ホームページ ／ https://www.city.saga.lg.jp/main/39486.html 
     

豊かな自然と温泉、そしてあたたかい地元の人たちに囲まれ
た「富士町」で“根をはる　生き方”をしてみませんか。
関係機関が連携し、佐賀市における新規農業者を育成するた
め、富士町の特産物であるホウレンソウ生産に取り組むこと
を希望される方に、就農に向けた生産技術・農業経営等の講
義やハウスでの実地研修を実施します。

相談窓口地域の主な作目・特産品

40年の栽培実績により、市場での
取引が安定し、ブランドとして確
立された「富士町産ホウレンソ
ウ」。ハウスで栽培するホウレン
ソウは年5～6回の作付が可能であ
り、初めての方でも安定した経営
が可能です。

就農支援の具体的な内容

研修に関する費用（指導料、機械・
ハウス使用料、機械燃料費、種子・
肥料費など）は無料。農業次世代人
材投資資金対象外の方へは月10万
円の研修奨励金あり。研修期間中の
住宅を準備（家賃無料）。

新規就農者の状況

当協議会は平成29度から活動を開始
し、平成30年1月から1期生が研修
を開始。令和2年に、1期生と2期生
合わせて3組4名の研修生が独立就
農。現在3期生と4期生合わせて4組
5名の研修生が研修中。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

10ブース
番号

毎年、3組(6人以内)募集を行い、2年間の研修を踏まえ、独
立就農に向けたサポートを行います。国庫事業を活用した資
金の準備や研修期間の居住補助など、研修期間の負担支援も
行います。研修期間は、1日8時間、月20日間を基本としま
す。農地の賃貸情報や農地取得に係る資金面での相談など親
身に対応します。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

●相談窓口 ／ ＪＡさが杵藤園芸センター 園芸指導課  
●所在地 ／ 佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1  
●支援地域 ／ 佐賀県（杵島郡白石町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0952-84-5112/0952-84-5598  
●メール ／ eshido18@saga-ja.jp  
●ホームページ ／ http://jasaga.or.jp  
  

相談窓口地域の主な作目・特産品

施設園芸では、いちご、アスパラガ
ス。露地野菜では全国有数の玉葱産
地です。有明海に面しており、海苔
も盛んな地域です。

就農支援の具体的な内容

佐賀県、白石町、JAが一体となっ
て、研修生へのいちご栽培技術習
得や就農に向けた農地、住まいの
サポートを行います。研修施設
は、高設栽培システムを導入し、
その他最新の設備を設けて研修が
できます。

新規就農者の状況

白石町内では毎年25名程度、新規
就農者が新たに農業に取り組まれて
います。現在、2期生3名、3期生1
名、計4名で研修を行っています。

見学会・体験会・相談会などの日程

施設見学や就農相談はいつでも受付ますのでお気軽にお問合せください。

●相談窓口 ／ 天草市新規就農サポートセンター  
●所在地 ／ 熊本県天草市東浜町8-1  
●支援地域 ／ 熊本県天草市
●TEL・ＦＡＸ ／ 0969-32-6792  
●メール ／ nousin@city.amakusa.lg.jp  
●ホームページ ／ https://agri.mynavi.jp/2020_12_18_142272/ 
     

相談窓口地域の主な作目・特産品

稲作、野菜、果樹、花き、畜産
（コシヒカリ、キュウリ、ミニトマ
ト、露地野菜、不知火、河内晩柑、
トルコギキョウ、繁殖牛）

就農支援の具体的な内容

就農相談、お試し研修の実施、研修
先の選定、経営開始後の営農支援な
どを行っています。また、国の農業
次世代人材投資事業のほか、天草市
独自の給付金制度による新規就農者
への支援を行っています。

新規就農者の状況

天草市の温暖な気候を利用した果樹
（不知火）の栽培に取り組まれる新
規就農者が多くいらっしゃいます。
また、ミニトマトの栽培を希望され
る新規就農者は、ＪＡあまくさの研
修施設で手厚い支援を受けた後、経
営を開始されています。

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には、随時対応しています。  
     

12ブース
番号

山口市は山口県の中央に位置し、南北に長く広大な農地面積
を活かして、多彩な作物が栽培されています。その中でも山
口市で就農を目指す方にはトマト、梨、りんご、いちごの4
品目をお勧めしています。山口市での就農に興味のある方
は、まずはお気軽にご相談ください。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

11ブース
番号

天草市新規就農サポートセンターは、ＪＡあまくさ・ＪＡ本
渡五和・熊本県天草広域本部・天草市農業委員会・天草市で
構成する組織です。
新規就農に関する相談受付から新規就農者の営農定着までの
一連の支援を行っています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

佐賀新規就農支援佐賀市トレーニングファーム推進協議会

佐賀新規就農支援

●相談窓口 ／ 山口市農林政策課  
●所在地 ／ 山口県山口市亀山町2番1号
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-934-2946/083-934-2651  
●メール ／ n-seisaku@city.yamaguchi.lg.jp 
●ホームページ ／ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/  
      
    

相談窓口地域の主な作目・特産品

山口あぶトマト、長門峡梨、徳佐り
んご、徳地いちご

就農支援の具体的な内容

山口市では、ご相談時から経営が安
定するまでの期間、市や県、生産組
合等の関係期間が一丸となって、新
たに農業を始める方に対して、農地
や住宅の確保、生産技術や農業経営
など、あらゆる面においてのサポー
トを行います。また、山口市独自の
支援として、一定期間の家賃を補助
する支援制度もあります。

新規就農者の状況

平成30年度　2名
令和元年度　 1名
令和2年度　 2名

見学会・体験会・相談会などの日程

山口あぶトマトでの就農に興味のある方は、9月18日（土）にオンライン相
談会を開催しますので奮ってご参加ください。

熊本新規就農支援

山口山口県特集

白石地区いちごトレーニングファーム運営協議会

山口県 山口市

天草市新規就農サポートセンター

見学会・体験会・相談会などの日程

オンライン就農相談随時受付中。町HPお問合せフォームまたはメールアドレ
スに件名「オンライン就農相談予約申込」と記載して申込んでください。

13ブース
番号

●相談窓口 ／ 山口県田布施町経済課  
●所在地 ／ 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1 
●TEL・ＦＡＸ ／ 0820-52-5805/0820-53-0140  
●メール ／ nourin@town.tabuse.yamaguchi.jp  
●ホームページ ／ https://www.town.tabuse.lg.jp 
    

山口県田布施町では、農家・農業法人の後継者を募集していま
す。農業経営に必要な資質や技術の習得のためにベテラン農
家を紹介し、経営承継も見据えたマッチングのお手伝いを行い
ます。また、山口県や農業団体と連携した協議会で農地の斡旋
や各種支援制度をワンストップで支援します。

相談窓口地域の主な作目・特産品

稲作、野菜、果樹
（水稲、大豆、小麦、酒米、いち
ご、いちじく、アスパラガス）

就農支援の具体的な内容

就農相談、農業大学校での研修、模
擬体験農場、経営体での実践研修、
就農直後の助成など段階に応じた支
援をしています。農地・住宅情報な
ど、県・町・公社等関係機関・団体
が連携して一体的な支援をします。

新規就農者の状況

20代、40代の若者の稲作を中心と
した農業法人への雇用就農が進み、
自然を相手に自由度の高い勤務形態
で生き生きと働いています。また、
女性の就農も増えており、軽量な作
物であるアスパラガスや、いちごで
の就農した実績があります。

見学会・体験会・相談会などの日程

相談には、随時対応しています(要事前予約)。お試し体験についても、随時受付
しております（時期により、ご希望に添えない場合有）。 

●相談窓口 ／ 山口県下関市農業振興課  
●所在地 ／ 山口県下関市唐戸町４番１号  
●支援地域 ／ 山口県（下関市）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-231-1228/083-231-1064
●メール ／ sgnoseik@city.shimonoseki .yamaguchi .jp
●ホームページ ／ ht tp://www.city.shimonoseki . lg .jp

見学会・体験会・相談会などの日程

9/5就農ゆめツアー　【山口市・防府市】
その他：随時オンライン相談等対応　 

相談窓口地域の主な作目・特産品

水稲、野菜、花き、果樹、酪農、畜産
(きぬむすめ、ひとめぼれ、ヒノヒ
カリ、アスパラガス、イチゴ、トマ
ト、ナス、ねぎ)

就農支援の具体的な内容

就農相談、農業次世代人材投資資金
などの国の制度を活用した技術研
修、生産部会等での実践研修、就農
直後の助成など発展段階に応じた支
援をしています。県・市・農業協同
組合等関係機関・団体が連携して一
体的な支援をします。

新規就農者の状況

新規就農者数は、近年は年間10名程
度でほぼ横ばいで推移しています。
農業法人への雇用就農者数と独立
自営就農者数はほぼ同数となって
います。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

14ブース
番号

下関市は、三方を海に囲まれた、豊かな自然や温暖な気候に
恵まれています。
都市部にも近く、大変住みやすい地域です。
そんな下関市で、農業を営み、豊かな人生を過ごしませんか？

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

15ブース
番号

●相談窓口 ／ （公財）やまぐち農林振興公社
●所在地 ／ 山口市葵 2 丁目 5-69
●支援地域 ／ 山口県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 083-902-6696/083-924-0742
●メール ／ yashuno@y-agreen.or.jp 
●ホームページ ／ 
ht tp://www.y-agreen.or.jp/farmers/ index.html 

実は山口がすごい！！移住就農するなら山口県
担い手支援も充実の"やまぐち"へ
山口県は三方を海で囲まれた温暖な気候です。技術取得研
修、充実した県独自の支援等の他、ツアーや相談会を開催
しUターンをはじめ移住希望の方など皆さまをお待ちして
います。

相談窓口地域の主な作目・特産品

米・麦・大豆・野菜・花き、果樹、
酪農、養豚、養鶏など

就農支援の具体的な内容

県独自の給付金制度等により、新た
な担い手を育成し就農・就業・定着
をすすめます。就業については、法
人や個人経営体の求人情報を中心に
希望者に情報提供しています。

新規就農者の状況

年間約120人の新規就農者が頑張っ
ています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

16ブース
番号

●相談窓口 ／ 山口県防府市産業振興部農林水産振興課 
●所在地 ／ 山口県防府市寿町 7 番 1 号
●TEL・ＦＡＸ ／ 0835-25 -2358/0835-22-4796
●メール ／ nshinko@city.hofu.yamaguchi .jp
●ホームページ ／ ht tps://hofumirai .com

葉物野菜の生産者として独立・自営したい方を募集してい
ます!

相談窓口地域の主な作目・特産品

春菊、小松菜、ほうれん草、水菜 
など

就農支援の具体的な内容

県やJA等と連携し、就農相談、経
営・栽培技術研修、実践研修、就農
直後の助成など発展段階に応じた支
援を行っています。

新規就農者の状況

H29：3名（トマト、葉物、果樹）
H30：3名（水稲、露地野菜）
R元：1名（きゅうり）
R2：1名（露地野菜）
R3：１名（花き）
※青年等就農計画認定期間中の農業
者（認定新規就農者）

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

山口山口県特集

山口山口県特集

山口山口県特集

山口山口県特集

田布施町担い手育成総合支援協議会（山口県 田布施町）

山口県 下関市役所

山口県（山口県新規就農相談センター）

山口県 防府市役所
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17ブース
番号

●相談窓口 ／ 周南市役所産業振興部農林課  
●所在地 ／ 山口県周南市岐山通1-1  
●支援地域 ／ 山口県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0834-22-8356  
●メール ／ norin@city.shunan.lg.jp 
●ホームページ ／ http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/33/

周南市は山口県の東南部に位置し、南は瀬戸内海に、北は中国
山地に接している、人口約14万人の市です。周南市では「本
気で農業を始めたい方」を新規就農者パッケージ支援事業等で
応援していますので、ぜひご相談ください。

相談窓口地域の主な作目・特産品

市北部の中山間地域を中心に農業が
営まれ、水稲だけでなく、ほうれん
そう、トマト、なす、わさび、いち
ごなどの園芸作物、なし、ぶどうな
どの果樹といった多様な作物が栽培
されています。現在、新規就農では
トマトとわさびの複合経営を推して
います。

就農支援の具体的な内容

就農にあたって課題となる①技術研
修、②農地の確保、③機械・施設の
整備、④住居の確保を、パッケージ
で支援します。

新規就農者の状況

平成26年から7年間で、自営就農の
方がご夫婦含めて24人就農しまし
た。また、市内の農業法人に約50人
の方が就業されました。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

山口山口県特集周南市

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には随時対応致します。

18ブース
番号

●相談窓口 ／ 熊本県新規就農支援センター  
●所在地 ／ 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁本館10階 
●支援地域 ／ 熊本県
●TEL・ＦＡＸ ／ 096-385-2679/092-213-1239  
●メール ／ center@kuma-farm.jp
●ホームページ ／ https://www.kuma-farm.jp/

熊本県は、豊かな大地と水、阿蘇をはじめとした高冷地から有
明海につながる平野部まで、変化にとんだ地形や気候が多彩な
農業を発展させ、全国でも有数の食料供給基地となっていま
す。就農前の農業体験、各種研修制度も充実しています。就農
に関する疑問や相談をお受けしています。お気軽にご相談くだ
さい。

相談窓口地域の主な作目・特産品

トマト、すいか、不知火（デコポ
ン）、宿根カスミソウ、イ草、葉タ
バコ、あか牛など全国トップクラス
の農産物が7品目。その他にもナス、
しょうが、栗、トルコギキョウなど
全国で上位を占める作物が多数生産
されています。 

就農支援の具体的な内容

「熊本県新規就農支援センター」は
熊本で就農を考える方のワンストッ
プ相談窓口です。「新規就農セミナ
ー＆就農・就業相談会」「現地研修
バスツアー」を開催し熊本県庁やハ
ローワーク熊本,その他相談会で相
談をお受けしています。また、農業
法人等への無料職業紹介にも対応し
ています。

新規就農者の状況

令和2年度の新規就農者数は「新規
学卒、Uターン、新規参入」241
人、「新規雇用」180人合計431
人。うち新規参入は141人。全体
の32.7％を占めています。認定新
規就農者数（R2年3月時点）全国1
位※

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

熊本新規就農支援熊本県新規就農支援センター

見学会・体験会・相談会などの日程

熊本県庁での相談をはじめ、ミニ相談会、ハローワーク熊本出張相談、オンラ
イン相談会など定期的に行っています。詳しくは公式HP「イベント欄」へ

見学会・体験会・相談会などの日程

山都町の農業に関心のある方については、1週間～1カ月程度でインターンシッ
プの受け入れを行っています。経験は問いません。

20ブース
番号

●相談窓口 ／ 山の都地域しごとセンター
●所在地 ／ 熊本県上益城郡山都町上寺1601-4
●支援地域 ／ 熊本県（上益城郡山都町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-72-9111/0967-72-9111
●メール ／ yamato.shigotocenter@machi-y.jp 
●ホームページ ／ 
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/shigoto/default.html

農業研修機関で有機農業、慣行農業対応可能。受入農家での
実践形式での研修が主になります。受入農家さんが研修後も
農法や農地、住宅を紹介してくれたり、機械を貸してくれた
り、暮らす集落の事など多岐にわたってアドバイスをしてい
ただけます。

相談窓口

山都町は標高300ｍ～900ｍの準
高冷地です。全国の中でも有機農業
に早くから取り組んだ地域です。有
機農業だけでなく、慣行農法による
高冷地栽培も盛んで、トマト、キャ
ベツ、ピーマンなどの夏秋野菜の産
地でのあります。お米も多く生産さ
れています。

様々な相談（技術、資金、農地、住
宅）に対して、県、JA、農業委員
会、町などの関係機関が一体のなり
支援を行っています。

地域の主な作目・特産品 就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

平成28年から令和2年までの新規就
農者数は毎年平均12名程度。（親
元就農、独立自営、雇用就農）
平成30年度以降、移住して就農さ
れいた方は8名。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

19ブース
番号

広島市では、新たに農業を始めたい人を農業経営者として育
成するため、ひろしま活力農業経営者育成事業を行っていま
す。　同事業では、研修をはじめ、就農に必要な農地のあっ
せん、ビニールハウスの整備などの支援を関係機関と協力し
て一体的に行っています。これにより研修生は研修修了後、
速やかに農業経営者として新規就農することができます。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

広島新規就農支援

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には、随時相談対応しています。

●相談窓口 ／ 公益財団法人広島市農林水産振興センター
                  農業担い手育成課
●所在地 ／ 広島県広島市安佐北区深川8丁目30番12号
●支援地域 ／ 広島県（広島市）
●TEL・ＦＡＸ ／ 082-842-4421/082-845-4350  
●メール ／ ninaite@haff.city.hiroshima.jp 
●ホームページ ／ http://www.haff.city.hiroshima.jp/index.php

相談窓口

稲作、野菜、花き、果樹、酪農、
畜産

研修は、基礎研修（1年）と実地研
修（8カ月）。基礎研修では、専属
の職員や専門家から栽培技術や経営
管理を学び、実地研修では、就農予
定地で、新たに整備したビニールハ
ウスなどの施設を使って経営実習を
行います。農業経営を始めてから
も、区農林課などの担当者による巡
回指導が受けられます。

地域の主な作目・特産品 就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

平成9年度に開始した同事業では、
現在45人が農業経営者として就農
しており、新鮮で安全・安心な野
菜を生産しながら、広島市内の各
地域で活躍しています。

熊本新規就農支援山都地域担い手育成総合支援協議会

広島市

見学会・体験会・相談会などの日程

ご連絡いただければ随時対応いたします（見学・相談・体験など）

21ブース
番号

●相談窓口 ／ JAさが 杵藤エリア園芸部 園芸指導課〔みどり〕
●所在地 ／ 佐賀県鹿島市浜町甲3734-1
●支援地域 ／ 佐賀県(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・太良町)
●TEL・ＦＡＸ ／ 0954-62-2145/0954-63-4764
●メール ／ ts-kitamura01@saga-ja.jp 
●ホームページ ／ http://jasaga.or.jp/ 
  

「きゅうり」「とまと」の専用研修施設で研修生自ら栽培を行
う、実践研修が中心となります。また基礎知識や経営基礎の講
義も同時に行う事で、実際に就農した時の栽培・経営感覚が身
につき、就農初期の安定経営につなげる事が出来ます。就農時
はＪＡリースによるハウス設置、就農する行政からは居住や生
活に関する支援を受ける事が出来ます。

相談窓口地域の主な作目・特産品

施設園芸：きゅうり、とまと、いち
ご、ミニトマト、アスパラガス、ハ
ウスミカン等
露地園芸：たまねぎ、みかん等

就農支援の具体的な内容

・就農に向けた実践研修の場を提供
(2年間)
・移住に向けた居住地や就農地の斡
旋
・移住者への家賃一部助成
・JAのリースハウスによる就農(リ
ース料一部助成)
・施設の周辺整備への一部助成

新規就農者の状況

研修施設修了生(きゅうり・とまと)
　令和元年度：3組4名就農
　令和2年度：6組7名就農
　令和3年度：5組5名就農

見学会・体験会・相談会などの日程

相談や短期研修は随時受付

●相談窓口 ／ 南阿蘇村農業研修生受入協議会 
●所在地 ／ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村1705-1
●支援地域 ／ 熊本県 
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-67-2706
●メール ／ nosei1@vi l l .minamiaso. lg .jp
●ホームページ ／ 
ht tps://www.vi l l .minamiaso. lg .jp/soshiki/8/nougyokensyus
ei .html

見学会・体験会・相談会などの日程

ふくおか農林漁業新規就業オンラインセミナー・相談会（9/25～26、1/22
～23） 新規就農相談会in福岡（10/9）

相談窓口地域の主な作目・特産品

南阿蘇村は阿蘇カルデラの南部、阿蘇
五岳と外輪山に囲まれた南郷谷に位置
する中山間地域であり、夏秋の施設園
芸を経営している農家が多く、特にト
マトやアスパラガス、イチゴなどが特
産となります。また、牧野に牛を放牧
しての、繁殖牛経営をされている農家
もいます。

就農支援の具体的な内容

南阿蘇村農政課が協議会事務局とな
っているため、ワンストップの相談
窓口として、就農相談や研修の手続
き、補助事業申請、また住居や土地
などについても担当課への案内を行
っています。村独自の補助制度とし
てハウス整備補助や研修生への家賃
補助等もあります。

新規就農者の状況

令和2年度には研修を終えた2名がそ
れぞれ水稲と大玉トマトを経営し、
南阿蘇村で新規就農しました。令和
3年度は8名の研修生が受入農家のも
とで研修を行っています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

22ブース
番号

当協議会は南阿蘇村で営農を希望する方の研修から就農まで
を支援する機関です。熊本県が認定する研修機関の一つであ
り、20件の受入農家のもとで補助を活用しながら農業研修を
受けることができる体制が整っています。就農相談や短期・長
期研修は、随時受付けています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

23ブース
番号

●相談窓口 ／ ①福岡県農林水産部経営技術支援課後継人材育成室
　　　　　　 ②（公財）福岡県農業振興推進機構  
●所在地 ／ ①福岡市博多区東公園 7-7（福岡県庁内）
　　　　　 ②福岡市中央区天神 4-10 -12（JA 福岡県会館内） 
●支援地域 ／ 福岡県全域  
●TEL・ＦＡＸ ／ TEL①092-643-3495②092-716-8355
　　　　　　　 FAX①092-643-3516②092-716-8341
●メール ／ ①kshien@pref.fukuoka. lg .jp ②info@f-ap.org
●ホームページ ／ ①https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
　　　　　　　　　　 nougyousenne-h24.html
　　　　　　　　 ②https://www.f-ap.org

「農業せんね！福岡で」
九州北部に位置する福岡県は、イチゴの「あまおう」をは
じめ全国に誇るブランド農産物がたくさんあり、特に園芸
農業が盛んな県です。県・市町村やJA・関係団体が一体と
なって就農希望者をサポートします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜（イチゴ・ナス・アスパラガス
など）
果樹（カキ・キウイフルーツ・イチ
ジクなど）
花き（キク・トルコギキョウなど）

就農支援の具体的な内容

「どの品目を作ったらよいか」「ど
こで研修を受けたらよいか」「資金
はどのくらい必要か」など、具体的
な課題を直接伺い、就農のみちすじ
について、ご相談をお受けします。

新規就農者の状況

4年連続で350名を超え、雇用就業
者、農外からの新規参入者が増加し
ています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

佐賀新規就農支援

熊本新規就農支援

福岡新規就農支援

JAさが みどり地区トレーニングファーム

南阿蘇村農業研修生受入協議会

福岡県

※出典 農林水産省発表 『認定新規就農者の認定
状況』より
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17ブース
番号

●相談窓口 ／ 周南市役所産業振興部農林課  
●所在地 ／ 山口県周南市岐山通1-1  
●支援地域 ／ 山口県  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0834-22-8356  
●メール ／ norin@city.shunan.lg.jp 
●ホームページ ／ http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/33/

周南市は山口県の東南部に位置し、南は瀬戸内海に、北は中国
山地に接している、人口約14万人の市です。周南市では「本
気で農業を始めたい方」を新規就農者パッケージ支援事業等で
応援していますので、ぜひご相談ください。

相談窓口地域の主な作目・特産品

市北部の中山間地域を中心に農業が
営まれ、水稲だけでなく、ほうれん
そう、トマト、なす、わさび、いち
ごなどの園芸作物、なし、ぶどうな
どの果樹といった多様な作物が栽培
されています。現在、新規就農では
トマトとわさびの複合経営を推して
います。

就農支援の具体的な内容

就農にあたって課題となる①技術研
修、②農地の確保、③機械・施設の
整備、④住居の確保を、パッケージ
で支援します。

新規就農者の状況

平成26年から7年間で、自営就農の
方がご夫婦含めて24人就農しまし
た。また、市内の農業法人に約50人
の方が就業されました。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

山口山口県特集周南市

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には随時対応致します。

18ブース
番号

●相談窓口 ／ 熊本県新規就農支援センター  
●所在地 ／ 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁本館10階 
●支援地域 ／ 熊本県
●TEL・ＦＡＸ ／ 096-385-2679/092-213-1239  
●メール ／ center@kuma-farm.jp
●ホームページ ／ https://www.kuma-farm.jp/

熊本県は、豊かな大地と水、阿蘇をはじめとした高冷地から有
明海につながる平野部まで、変化にとんだ地形や気候が多彩な
農業を発展させ、全国でも有数の食料供給基地となっていま
す。就農前の農業体験、各種研修制度も充実しています。就農
に関する疑問や相談をお受けしています。お気軽にご相談くだ
さい。

相談窓口地域の主な作目・特産品

トマト、すいか、不知火（デコポ
ン）、宿根カスミソウ、イ草、葉タ
バコ、あか牛など全国トップクラス
の農産物が7品目。その他にもナス、
しょうが、栗、トルコギキョウなど
全国で上位を占める作物が多数生産
されています。 

就農支援の具体的な内容

「熊本県新規就農支援センター」は
熊本で就農を考える方のワンストッ
プ相談窓口です。「新規就農セミナ
ー＆就農・就業相談会」「現地研修
バスツアー」を開催し熊本県庁やハ
ローワーク熊本,その他相談会で相
談をお受けしています。また、農業
法人等への無料職業紹介にも対応し
ています。

新規就農者の状況

令和2年度の新規就農者数は「新規
学卒、Uターン、新規参入」241
人、「新規雇用」180人合計431
人。うち新規参入は141人。全体
の32.7％を占めています。認定新
規就農者数（R2年3月時点）全国1
位※

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

熊本新規就農支援熊本県新規就農支援センター

見学会・体験会・相談会などの日程

熊本県庁での相談をはじめ、ミニ相談会、ハローワーク熊本出張相談、オンラ
イン相談会など定期的に行っています。詳しくは公式HP「イベント欄」へ

見学会・体験会・相談会などの日程

山都町の農業に関心のある方については、1週間～1カ月程度でインターンシッ
プの受け入れを行っています。経験は問いません。

20ブース
番号

●相談窓口 ／ 山の都地域しごとセンター
●所在地 ／ 熊本県上益城郡山都町上寺1601-4
●支援地域 ／ 熊本県（上益城郡山都町）  
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-72-9111/0967-72-9111
●メール ／ yamato.shigotocenter@machi-y.jp 
●ホームページ ／ 
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/shigoto/default.html

農業研修機関で有機農業、慣行農業対応可能。受入農家での
実践形式での研修が主になります。受入農家さんが研修後も
農法や農地、住宅を紹介してくれたり、機械を貸してくれた
り、暮らす集落の事など多岐にわたってアドバイスをしてい
ただけます。

相談窓口

山都町は標高300ｍ～900ｍの準
高冷地です。全国の中でも有機農業
に早くから取り組んだ地域です。有
機農業だけでなく、慣行農法による
高冷地栽培も盛んで、トマト、キャ
ベツ、ピーマンなどの夏秋野菜の産
地でのあります。お米も多く生産さ
れています。

様々な相談（技術、資金、農地、住
宅）に対して、県、JA、農業委員
会、町などの関係機関が一体のなり
支援を行っています。

地域の主な作目・特産品 就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

平成28年から令和2年までの新規就
農者数は毎年平均12名程度。（親
元就農、独立自営、雇用就農）
平成30年度以降、移住して就農さ
れいた方は8名。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

19ブース
番号

広島市では、新たに農業を始めたい人を農業経営者として育
成するため、ひろしま活力農業経営者育成事業を行っていま
す。　同事業では、研修をはじめ、就農に必要な農地のあっ
せん、ビニールハウスの整備などの支援を関係機関と協力し
て一体的に行っています。これにより研修生は研修修了後、
速やかに農業経営者として新規就農することができます。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

広島新規就農支援

見学会・体験会・相談会などの日程

見学・相談には、随時相談対応しています。

●相談窓口 ／ 公益財団法人広島市農林水産振興センター
                  農業担い手育成課
●所在地 ／ 広島県広島市安佐北区深川8丁目30番12号
●支援地域 ／ 広島県（広島市）
●TEL・ＦＡＸ ／ 082-842-4421/082-845-4350  
●メール ／ ninaite@haff.city.hiroshima.jp 
●ホームページ ／ http://www.haff.city.hiroshima.jp/index.php

相談窓口

稲作、野菜、花き、果樹、酪農、
畜産

研修は、基礎研修（1年）と実地研
修（8カ月）。基礎研修では、専属
の職員や専門家から栽培技術や経営
管理を学び、実地研修では、就農予
定地で、新たに整備したビニールハ
ウスなどの施設を使って経営実習を
行います。農業経営を始めてから
も、区農林課などの担当者による巡
回指導が受けられます。

地域の主な作目・特産品 就農支援の具体的な内容 新規就農者の状況

平成9年度に開始した同事業では、
現在45人が農業経営者として就農
しており、新鮮で安全・安心な野
菜を生産しながら、広島市内の各
地域で活躍しています。

熊本新規就農支援山都地域担い手育成総合支援協議会

広島市

見学会・体験会・相談会などの日程

ご連絡いただければ随時対応いたします（見学・相談・体験など）

21ブース
番号

●相談窓口 ／ JAさが 杵藤エリア園芸部 園芸指導課〔みどり〕
●所在地 ／ 佐賀県鹿島市浜町甲3734-1
●支援地域 ／ 佐賀県(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・太良町)
●TEL・ＦＡＸ ／ 0954-62-2145/0954-63-4764
●メール ／ ts-kitamura01@saga-ja.jp 
●ホームページ ／ http://jasaga.or.jp/ 
  

「きゅうり」「とまと」の専用研修施設で研修生自ら栽培を行
う、実践研修が中心となります。また基礎知識や経営基礎の講
義も同時に行う事で、実際に就農した時の栽培・経営感覚が身
につき、就農初期の安定経営につなげる事が出来ます。就農時
はＪＡリースによるハウス設置、就農する行政からは居住や生
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相談窓口地域の主な作目・特産品

施設園芸：きゅうり、とまと、いち
ご、ミニトマト、アスパラガス、ハ
ウスミカン等
露地園芸：たまねぎ、みかん等

就農支援の具体的な内容

・就農に向けた実践研修の場を提供
(2年間)
・移住に向けた居住地や就農地の斡
旋
・移住者への家賃一部助成
・JAのリースハウスによる就農(リ
ース料一部助成)
・施設の周辺整備への一部助成

新規就農者の状況

研修施設修了生(きゅうり・とまと)
　令和元年度：3組4名就農
　令和2年度：6組7名就農
　令和3年度：5組5名就農

見学会・体験会・相談会などの日程

相談や短期研修は随時受付

●相談窓口 ／ 南阿蘇村農業研修生受入協議会 
●所在地 ／ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村1705-1
●支援地域 ／ 熊本県 
●TEL・ＦＡＸ ／ 0967-67-2706
●メール ／ nosei1@vi l l .minamiaso. lg .jp
●ホームページ ／ 
ht tps://www.vi l l .minamiaso. lg .jp/soshiki/8/nougyokensyus
ei .html

見学会・体験会・相談会などの日程

ふくおか農林漁業新規就業オンラインセミナー・相談会（9/25～26、1/22
～23） 新規就農相談会in福岡（10/9）

相談窓口地域の主な作目・特産品

南阿蘇村は阿蘇カルデラの南部、阿蘇
五岳と外輪山に囲まれた南郷谷に位置
する中山間地域であり、夏秋の施設園
芸を経営している農家が多く、特にト
マトやアスパラガス、イチゴなどが特
産となります。また、牧野に牛を放牧
しての、繁殖牛経営をされている農家
もいます。

就農支援の具体的な内容

南阿蘇村農政課が協議会事務局とな
っているため、ワンストップの相談
窓口として、就農相談や研修の手続
き、補助事業申請、また住居や土地
などについても担当課への案内を行
っています。村独自の補助制度とし
てハウス整備補助や研修生への家賃
補助等もあります。

新規就農者の状況

令和2年度には研修を終えた2名がそ
れぞれ水稲と大玉トマトを経営し、
南阿蘇村で新規就農しました。令和
3年度は8名の研修生が受入農家のも
とで研修を行っています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

22ブース
番号

当協議会は南阿蘇村で営農を希望する方の研修から就農まで
を支援する機関です。熊本県が認定する研修機関の一つであ
り、20件の受入農家のもとで補助を活用しながら農業研修を
受けることができる体制が整っています。就農相談や短期・長
期研修は、随時受付けています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

23ブース
番号

●相談窓口 ／ ①福岡県農林水産部経営技術支援課後継人材育成室
　　　　　　 ②（公財）福岡県農業振興推進機構  
●所在地 ／ ①福岡市博多区東公園 7-7（福岡県庁内）
　　　　　 ②福岡市中央区天神 4-10 -12（JA 福岡県会館内） 
●支援地域 ／ 福岡県全域  
●TEL・ＦＡＸ ／ TEL①092-643-3495②092-716-8355
　　　　　　　 FAX①092-643-3516②092-716-8341
●メール ／ ①kshien@pref.fukuoka. lg .jp ②info@f-ap.org
●ホームページ ／ ①https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
　　　　　　　　　　 nougyousenne-h24.html
　　　　　　　　 ②https://www.f-ap.org

「農業せんね！福岡で」
九州北部に位置する福岡県は、イチゴの「あまおう」をは
じめ全国に誇るブランド農産物がたくさんあり、特に園芸
農業が盛んな県です。県・市町村やJA・関係団体が一体と
なって就農希望者をサポートします。

相談窓口地域の主な作目・特産品

野菜（イチゴ・ナス・アスパラガス
など）
果樹（カキ・キウイフルーツ・イチ
ジクなど）
花き（キク・トルコギキョウなど）

就農支援の具体的な内容

「どの品目を作ったらよいか」「ど
こで研修を受けたらよいか」「資金
はどのくらい必要か」など、具体的
な課題を直接伺い、就農のみちすじ
について、ご相談をお受けします。

新規就農者の状況

4年連続で350名を超え、雇用就業
者、農外からの新規参入者が増加し
ています。

農業未経験OK 独立支援研修制度あり

住宅情報提供あり 求人情報紹介あり

見学・体験あり 就農資金支援あり

居住費用支援あり

取
扱
作
目

畜産
（その他）

露地
野菜

稲作 花き 酪農

畑作 果樹 その他

施設
野菜

畜産
（肉牛）

支
援
情
報

佐賀新規就農支援

熊本新規就農支援

福岡新規就農支援

JAさが みどり地区トレーニングファーム

南阿蘇村農業研修生受入協議会

福岡県

※出典 農林水産省発表 『認定新規就農者の認定
状況』より
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一次産業に特化した求人サイト

こんなお悩み、ありませんか？

そんな悩める一次産業ビギナーさんが、気軽に楽しくお仕事を探せるサイトを作りました！

どんな画面？

スマホで
サクサク！
見やすいレスポンシブルデザイン！

北海道から
沖縄まで、
日本全国。

一次産業に関わること、全部です。農業

他業種からの転職は難しい？
どんな環境が自分に合うのかわからない…

興味があるけど、未経験で不安…

一次産業を裏方として支えたいけど、どんな職種があるの？

生産現場（畑作・酪農・畜産）、林・水産業、専門職（人工授精師・削蹄師）、
観光農園・牧場、営業企画、販売サービス、流通、IT・Web、団体職員など

農業・酪農・林業・水産業・アグリビジネスアグリ
ビジネス水産業林業

酪農

勤務地はどこ？ 早期
会員登

録キャンペーン

500

3,000

Present

2021.10.20 RELEASE!wed

どんなお仕事が掲載されるの？

※

※10／8まで

よくある

マイナビ農林水産ジョブアスでしか
出会えない独占情報！

取材を行い作成した原稿で、現場の雰囲気を伝えます。
お仕事内容ややりがいなど、ジョブアス独占情報にもご期待ください！

未経験ですが大丈夫でしょうか？

大丈夫です！

大きな写真 臨場感あふれる大きなビジュアル！
仕事の様子も具体的にチェックできます。

移住・引越の
サポート情報もピックアップ

原稿内には移住引越の際のサポートや助成金の情報も記載！
新しいお仕事を探す際の後押しに◎

スマホで見やすい
スマホユーザーを意識してサイトを構成。
専用知識がなくても検索しやすい！

一次産業界は新しい人材を求めているので自信をもって飛び込んでください。
現在の一次産業は、機械化が進み少ない人員で運営ができる一方で、大規模化やスマート農業、6次化など、
工学・経営など幅広い知識を必要としています。業界の経験がないとしても、なぜ一次産業に興味を持ったのか、
どのようなことをしたいのか、自分の考えを伝えてみることが一次産業界への近道となります。

一次産業界では、体力を使う作業が多いことも事実。
ですが、体力以外のスキルが重視される職場もあります。

たとえばアグリビジネス。一次産業の現場を裏方から支える職種は、普段私たちが意識していないような
分野のお仕事もあります。ぜひ、アグリビジネスの選択キーで検索してみてくださいね！

将来、新規就農をめざしているのですが…

素敵な夢ですね！
全国の自治体や農業振興を担う団体では、新規就農を見据えた研修制度なども充実しています。
ジョブアスでは地域おこし協力隊などの研修情報も掲載していますので、ぜひサイトに遊びにきてください！

お問い合わせ
株式会社マイナビ 農業活性事業部
東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町

jobearth.support@mynavi.jp 

01

Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.

02

つの魅力！探しやすい4

03
04

QandA

体力面が心配です…

一次産
業ならでは！

※本キャンペーンは株式会社マイナビによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。マイナビ農林水産求人ジョブアス事務局（03-6667-1181）までお願いいたします。  
※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。　※定員に達し次第、早期終了する場合もございます。ご了承ください。
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〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町2F
TEL：03-6667-1181　E-mail ： com-event_fest@mynavi.jp

年開催予定2022
¥0 入場無料 服装自由

福岡会場
【次回開催】

農業をビジネスとして考える3つのエリア

農業を仕事にするためのあらゆる情報を知ることができます！！
※学生・フリーター、会社員、家族連れなど、どなたでもご参加いただけます。 ※開催地域や会場により、設置するコーナーが異なります。予めご了承ください。

雇用・就農ブース

農家・農業法人に就職したい

資料コーナー

出展企業の最新情報を知りたい

新規就農支援ブース

  地域情報や就農支援情報、求人情報などを聞いてみたい


