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オンラインセミナー＆相談会出展者情報 

 

 

   

 

セミナーでは、当日「チャット」で質問を受け付けています。 

皆様からの質問をお待ちしています。 

 

 

[Zoom について] ご使用のスマートフォン、パソコンでチャット機能がオン

の設定になっているかご確認ください。 
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＜本日のスケジュール＞ 

【午前の部】 

（１）入室時間   9:45～10:00 

（２）新規就農セミナー   

①「新規就農の流れについて」   10:00～10:30 

②「農業の経営継承とは！」  10:30～10:40 

※①②セミナー終了後質疑応答  10:40～10:50 

～～～ 休憩 ～～～ 

③新規就農セミナー 

「新規就農者事例発表」  11:15～12:00 

    進行：新規就農支援センター長 清原 良博 

    事例発表者：串山 広樹 氏 

          橋本 寛史 氏 

※ 質疑応答  12:00～12:30 

 

【午後の部】 

（３）オンライン個別相談会  13:30～16:00 

     （事前予約制） 
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新規就農事例発表者紹介 

 

 

 

氏名 橋本 寛史 さん 

 年齢 47 才 

住所 阿蘇市 

出身地 埼玉県 

前職 大手家電量販店 

就農前の農業環境 非農家出身 

就農年月 2016 年 4 月 

就農地 阿蘇市 

農地取得面積 50a → 100a 

農業従事者 本人・妻 

前職から就農までの経緯： 

 関東出身です。大手家電量販店を経て、阿蘇新規就農の先輩農家の篠原農園で雇用型研

修を受け、2016 年 4 月に就農しました。４５ａでミニトマト、裏作でほうれん草、カブ、

スナップエンドウ他を栽培しています。新年度にはミニトマトを５８ａに拡大予定です。 

 

氏名 串山 広樹 さん  

 

 

 

年齢 39 才 

住所 八代市 

出身地 八代市 

前職 医療関係経理事務 

就農前の農業環境 農家出身 

就農年月 2019 年 5 月 

就農地 八代市 

農地取得面積 76ａ（借地） 

農業従事者 本人 

前職から就農までの経緯： 

 両親はイ草農家です。学校を卒業後、会社員として働きました。その後、JA やつしろ

の研修で大江田浩氏に師事し、2019 年 5 月に就農しました。現在、アスパラガス２６ａ

（ハウス２１ａ）、ブロッコリー５０ａを栽培しています。 
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新規就農事例発表「就農までの道すじ」質問リスト 

⑥栽培農作物の課題及

び苦労している点や農

業をしてよかった点 

  

⑦今後の目標   

⑧これから農業を始め

たいと思っている人へ

のアドバイス 

●開始型 150万の使い道、意識して早く生活費か

ら投資に回してほしい 

●作ることに専念しすぎない事、売れて初めてお

金になるので、作ると売るのは同じく大事。1万

円売るのと、1万円コストカットするのは同じ 

●売上と収益は違う、いくら口座に入るのか？肥

料、農薬、土地、人件費、苗にいくらかかるかを

頭にいれよう 

●仕事の繁閑を無くそう、季節商売なので平準化

は難しいが出来る限りピーク時の仕事を事前に予

測して減らす努力を重ねる 

●お金の流れを早く知ろう、サラリーマンと違い

毎月いくらの給料ではない、買っても支払いが数

か月後だったりしてるので感覚が狂う。早くなれ

よう。 

●人と同じなら規模が大きかったり、早くするほ

うが勝つ事が多い。知恵を出して何が自分の強み

なのかを考えよう。スキマ狙い。人がやってるか

ら自分もやろう！は時に危険な事態になります。 

●情報は沢山仕入れて正確なものを選ぼう。10人

に聞いたら 10通り答えが返ってくる。特に作り

方は・・ 

●銀行担当者、メーカー、ＪＡ、農政課、成功し

ている農家など沢山の人とつながりましょう。 

●かなえたい事は日ごろから人に話しましょう。

「お前、以前に〇〇が欲しいって言ってたよね！

中古でいいのがあるみたいよ」なんて事があった

りするので。 

●私の場合は、実家が農家という恵まれ

た環境で就農しているので苦労は少ない

ほうだと思いますが、全くの新規の方は

作業面・金銭面での苦労が多いと思いま

す。また、どういう営農形態にするか

で、大変さが違ってくると思います。私

のように慣行栽培、農協出荷が一般的な

営農形態だと思いますが、有機農業、自

然栽培、多品目、直売、契約販売、加工

品販売など様々な方法があります。一般

的な営農形態で経営が安定した後、有機

農法・直売等に少しずつ挑戦するのもい

いのでは思います。 

●就農して 3年ですが、振り返ってなに

が大事かと考えてみると、「人脈」だと

感じます。研修先はもちろんですが、

JA、近所の農家、資材屋、肥料屋など、

自分が知らない知識・経験がある方がた

くさんいます。失敗談はとても参考にな

ります。一番重要なのは栽培技術ですの

で、就農前までに最低一人は師匠となる

存在をみつけておくと良いと思います。 

●最後に、「就農する＝経営者になる」

という意識をもって就農すると良いと思

います。 

項   目 橋本寛史さん（阿蘇市） 串山広樹さん（八代市） 

①経営概要   

②就農のきっかけ   

③農業技術習得   

④農地取得   

⑤施設や農業機械、農

舎等の取得等 
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＜出展者一覧＞ 

【農業法人等】    

№ 法人名 所在地 主な経営内容 頁 

1 よしおか農園株式会社 熊本市北区植木町 パプリカ、ミニトマト 7 

2 株式会社タナカ農産 八代市 水稲、露地野菜 8 

3 山本耕農株式会社 阿蘇市 トマト、イチゴ 9 

4 株式会社熊本野菜育苗センター 大津町 野菜苗 10 

5 マルキョウアネット株式会社 熊本市南区奥古閑町 トマト 11 

6 有限会社北部農園 熊本市北区改寄町 葉物野菜 12 

    

【研修及び関係機関等】    

№ 研修及び関係機関名 所在地  頁 

7 NPO法人九州エコファーマーズセンター 合志市 認定研修機関 13 

8 熊本県有機農業者養成塾 熊本市東区小山町 認定研修機関 13 

9 ＪＡグループ熊本 熊本市中央区南千反畑 研修機関 14 

10 農業師匠支援活動（ＪＡ阿蘇） 阿蘇市一の宮 認定研修機関 14 

11 南阿蘇村農業研修生受入協議会 阿蘇郡南阿蘇村 認定研修機関 15 

12 ＪＡ鹿本 山鹿市鹿央町 認定研修機関 15 

13 上益城地域新規就農支援協議会 上益城郡御船町 認定研修機関 16 

14 山都地域担い手育成総合支援協議会 上益城郡山都町 認定研修機関 16 

15 芦北地方農業普及振興協議会 葦北郡芦北町 認定研修機関 17 

16 天草市新規就農サポートセンター 天草市 認定研修機関 17 

17 熊本県酪農ヘルパー利用組合 熊本市東区戸島 認定研修機関 18 

18 熊本市農業支援課 熊本市中央区手取本町 熊本市内においての相談 18 

19 産山村 阿蘇郡産山村 産山村内においての相談 19 

20 日本政策金融公庫 熊本市中央区安政町 資金、経営等に関する相談 20 

21 熊本労働局 熊本市西区春日 雇用にかかる相談全般 20 

22 熊本県 農地・担い手支援課 熊本市中央区水前寺 農業次世代人材投資事業、他 21 

23 くまもと農業経営継承支援センター 熊本市中央区水前寺 経営継承支援の相談 21 

24 熊本県地域就農支援アドバイザー 熊本県内各地域 新規就農相談 22 

25 熊本県新規就農支援センター 熊本市中央区水前寺 新規就農相談全般 22 

※当初のセミナー＆相談会に出展予定者を掲載 
センターホームページ上にも詳しく掲載していますので、併せてご覧ください。 
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【よしおか農園 株式会社】 北区植木町 
パプリカ、 

ミニトマト 他 
 PR：長年の経験と最新の栽培技術を融合さ

せ、安心、安全、高品質、高収量、安定供給、

全てを高い次元で多達成します 

主な作目：  

パプリカ、ミニトマト、スイカ、米 

求人票： 

採用予定人数  ２ 人 

雇用形態 正社員  

勤務地 会社所在地及び周辺の圃場 

仕事内容 主にミニトマトの栽培管理です。ハウスの管理（温度調節など）、作物の管理（芽かぎ、誘

引、葉かぎなど）、収穫、選別、出荷準備、出荷。その他パプリカ、スイカの管理、草刈り等

もあります。 

給与及び待遇 （月給制）基本給  173,000 円  

【手当】 通勤手当（10 円/1ｋｍ※上限あり）☐その他手当

（            ） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    ☐退職金制度  賞与（業績により無い場合あり） 

 ☐入居可寮・有（   ） 試用期間有（ 3 月 待遇：正社員と同様 ）    

勤務時間 ① 7：30～17：00  /休憩 90 分 

② 7：00～16：30  /休憩 90 分 

③ 7：00～18：30  /休憩 210 分 

（暑い時期は②③のパターンになる可能性があります 

休日・休暇 月 6～7 日（※週 1 日と別日に 2 日） 

【その他休暇】夏季休暇（3 日 ）年末年始（3 日  ）有給休暇（法定通り） 

☐その他休暇 （                  ） 

必要な経験・ 

資格等 

普通自動車運転免許（ AT 限定可・☐要入社後 AT 限定解除） 

☐その他（            ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期：           ） 

企業情報 【法人設立】 令和 2 年  【代表者】  吉岡重信 

【事業内容】農業 

【売上】 4900 万  【主な取引先】ＪＡ、市場、道の駅、直売所 

【所在地】 熊本県熊本市北区植木町亀甲 823 

【SNS】FB: https://www.facebook.com/yoshiokanouen/?ref=page_internal 

    ｲﾝｽﾀ: https://www.instagram.com/yoshiokanouen/ 

こういう人を求

めています！ 
将来ハウスの管理を任せられるような責任感とやる気のある方。 

問合せ先 TEL：090-5087-8139 Mai：yoshiokanouen2091＠outlook.com 担当：ヨシオカイシン 

https://www.facebook.com/yoshiokanouen/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/yoshiokanouen/
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【 株式会社 タナカ農産 】 八代市 米、露地野菜 

 

PR： 

20～30 代の若手を中心に、露地野菜や 

水稲＆馬鈴薯の種子の生産を行っていま

す。 

主な作目：  

水稲・水稲種子、種馬鈴薯、キャベツ 

ブロッコリー 

求人票 

採用予定人数 ２～３ 人 

雇用形態 正社員 

勤務地  八代市千丁町 

仕事内容  農作業全般 

給与及び待遇 （月給制）基本給 180,000 円  

【手当】通勤手当（上限 10,000 円）その他手当（ 皆勤手当・早出手当 他 ） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    退職金制度  賞与（年 ２ 回）  

 ☐入居可寮・有（   ） 試用期間有（３ヵ月 待遇 正社員と同様 ）    

勤務時間 ① ８：００～１７：００／ 休憩 1.5 時間（昼休憩１時間、適時休憩１５分×２） 

②  ：  ～  ：  ／ 休憩  時間 

休日・休暇 月（      ）日、 週（  １  ）日 

【その他休暇】盆休（ ３ ）年末年始（ ３ ）有給休暇（法定通り） 

その他休暇（ 慶弔休暇            ）  

必要な経験・

資格等 

普通自動車運転免許（☐ AT 限定可・要入社後 AT 限定解除） 

その他（ 関連資格取得補助有り ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期： 随時        ） 

企業情報 【法人設立】平成６年 【代表者】 代表取締役 田中洋平 

【事業内容】農産物生産販売、玄米集荷卸、ライスセンター運営、水稲収穫作業受託 

【売上】   万円【主要な取引先】熊本経済連、宝種苗、田中農園、わかば食品 他 

【所在地】 八代市千丁町太牟田１９５７ 

【HP】 www.forthebestfarm.com  【SNS】            

こういう人を

求めています 

農業に興味のある方、農業が大好きな方、将来就農希望の方を応援します。 

問合せ先 TEL：0965-46-0415 Mail：okome@basil.ocn.ne.jp 担当：田中洋平 
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【 山本耕農 株式会社 】 阿蘇市 トマト、イチゴ 

 

PR： 

私たちは熊本県 阿蘇市で、夏秋トマト、冬

春イチゴを栽培しています。 

20～40 代の若いメンバー約 10 名のアット

ホームな会社です。 

主な作目：  

夏秋トマト、冬春イチゴ 

求人票 

採用予定人数  1 人 

雇用形態 正社員  

勤務地 熊本県阿蘇市小野田９４８ 

仕事内容 トマトの収穫、栽培管理 

イチゴの収穫、栽培管理 

給与及び待遇 （月給制）基本給 175,000 円    

【手当】 通勤手当（距離に応じ最大 12,000 円）☐その他手当（   ） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    ☐退職金制度  賞与（年 1 回）  

 ☐入居可寮・有（   ） 試用期間有（2 ヵ月 待遇 通勤手当なし ）    

勤務時間 ① 8：00～17：00／ 昼休憩 1 時間 

休日・休暇 週（ 2 ）日 ※曜日はシフトに応じる 

【その他休暇】☐盆休（    ）年末年始（    ）有給休暇（法定通り） 

その他休暇（リフレッシュ休暇制度あり） 

必要な経験・

資格等 

普通自動車運転免許（ AT 限定可・要入社後 AT 限定解除） 

☐その他（            ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期：随時可能） 

企業情報 【法人設立】2018 年【代表者】山本倫大 

【事業内容】トマト、イチゴ等各種農産物の生産 

【売上】5,000 万円【主要な取引先】JA 阿蘇 

【所在地】熊本県阿蘇市小野田９４８ 

【HP】http://www.yamakono.com/ 【SNS】 Instagram : yamamoto_kono 

こういう人を

求めています 

はじめての作業でも、向学心をもって前向きに楽しんで取り組むことができる方。 

整理整頓できる方。 

問合せ先 TEL：090-8918-7940 Mail：michihiro@yamakono.com 担当：山本倫大 
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【株式会社 熊本野菜育苗センター】 大津町  野菜苗 

 
PR：生産者や種苗店向けの野菜苗の生産を行

っています。良質な苗をお届けできるよう若

い社員も頑張っています。 

主な作目： 野菜苗(トマト、ナス、ピーマン、

キュウリ、スイカ、メロンなど)、水稲苗 

求人票 

採用予定人数  ３ 人 

雇用形態 正社員  

勤務地 熊本県菊池郡大津町岩坂４７５－１ 

仕事内容 
種播き、接ぎ木(穂木と台木をつなぎ合わせる作業)、栽培管理(水やり管理、温度管理)、出荷作業な

ど育苗に関わる仕事。社内システムを用いての業務。 

給与及び待遇 

（月給制）基本給  170,000 円 ～  200,000 円 

【手当】 通勤手当（上限 24400 円 ）☐その他手当（                ） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    退職金制度  賞与（年 2 回）  

 ☐入居可寮・有（   ） 試用期間有（3 ヵ月程度 待遇 ）    

勤務時間 
① ８：００～１７：３０ ／ 休憩 １．５時間 

②  ：  ～  ：  ／ 休憩  時間 

休日・休暇 

月（  ４～５  ）日、 週（  １  ）日 

【その他休暇】☐盆休（    ）年末年始（ 5 日   ）有給休暇（法定通り） 

その他休暇（ リフレッシュ休暇 35 日    ）  

必要な経験・

資格等 

普通自動車運転免許（☐ AT 限定可・☐要入社後 AT 限定解除） 

☐その他（            ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期：要相談          ） 

企業情報 【法人設立】平成 29 年【代表者】竹内宏典 

【事業内容】野菜苗、水稲苗の生産、販売 

【売上】 52000 万円 【主要な取引先】種苗メーカー、種苗店 

【所在地】熊本県菊池郡大津町岩坂 475-1  

【HP】http://kumanae.com/wp/         

こういう人を

求めています 
元気でやる気のある方大歓迎です。植物に興味のある方、会社見学にいらして下さい。 

問合せ先 TEL：096-294-5555 Mail: h-matsumoto@takeuchi-yasainae.com 担当：松本 
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【マルキョウアネット 株式会社】 熊本市  
トマト、 

カラーピーマン 
 PR： 

お客様が「美味しいね！」って笑顔になるトマ

トを一緒に作りましょう  

主な作目： 

トマト、カラーピーマン 

求人票 

採用予定人数  １ 人 

雇用形態 正社員  

勤務地 熊本県熊本市南区海路口町 

仕事内容 トマトハウスでの栽培管理作業 

給与及び待遇 

（月給制）基本給  180,000 円  

【手当】 通勤手当 その他手当（技術手当 10,000 円 住宅手当 10,000 円） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    退職金制度  賞与  

 ☐入居可寮・有（   ） 試用期間有（3 ヵ月程度 待遇 時給 900 円 ）    

勤務時間 
① ８：００～１７：００ ／ 昼休憩 １時間、適時休憩１５分×２ 

   ※季節に応じて、出勤時間変更あり 

休日・休暇 

月（     ）日、 週（  １  ）日（通常日曜日） 

【その他休暇】盆休（    ）年末年始（    ）有給休暇（繁忙期除く） 

その他休暇（ 慶弔休暇  ）  

必要な経験・

資格等 

普通自動車運転免許（☐ AT 限定可・☐要入社後 AT 限定解除） 

その他（ 関連資格取得補助あり ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期：要相談  見学可  ） 

企業情報 【法人設立】平成 8 年 【代表者】工藤 戡吉 

【事業内容】青果物生産、販売その他 

【売上】 1,000 万円 【主要な取引先】(株)いなげや、 CGC ジャパン(株)、 (株)東急ストア 

【所在地】本社  東京都千代田区二番町 11 番 10 

     熊本支社 熊本県熊本市南区奥古閑町 1767 番 8 

こういう人を

求めています 
元気でやる気のある方 

問合せ先 TEL：080-5545-1153 Mail: kurihara@marukyou-a.net 担当：栗原 
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【 有限会社 北部農園 】 熊本市 葉物野菜 

 PR：冬季レタス類等葉菜を自社ブランドの有

機肥料を主に使用して栽培を行い、契約生産

を始めて令和４年で３１年目になります。 

主な作目：結球／非結球レタス類、 

キャベツ、馬鈴薯、カボチャ、その他加工用野

菜、うるち米、もち米等 

求人票 

採用予定人数   ２人（農場） １人（事務、別途条件応談、熊本市北区勤務） 

雇用形態 正社員（日給月給制）、通年雇用パート（時給制）  

勤務地 横島農場（玉名市）、天草農場（天草市）、熊本農場（熊本市）、飯田農場(大分県、夏季) 

仕事内容 
各品目の圃場準備、作付、圃場管理（防除、被覆等）、育苗、収穫、出荷、片付け等 

事務：一般事務全般 

給与及び待遇 

（日給月給制）基本給 187,500 円 ～200,000 円スタート（25 日／月勤務の場合） 

【手当】通勤手当（当社規定）その他手当 皆勤／家族／役職手当（勤続期間で判断） 

【加入保険】雇用保険  労災保険  健康保険  厚生年金  

【その他】昇給制度    ☐退職金制度  賞与（年 ２ 回）  

 入居可寮・有（単身用） 試用期間有（３ヵ月 待遇 180,000 円／25 日勤務 ）    

勤務時間例 
① 通常７：００～１６：３０／ 昼休憩１時間 適時休憩、午前午後各 15 分 

② 夏季５：００～１２：００／ 休憩１時間 ※季節、作業に応じて変動あり 

休日・休暇 

日曜定休日 週１日 その他は申告後対応 日曜管理当番は代休対応 

【その他休暇】☐盆休（作業状況次第）年末年始（4 日）有給休暇（法定通り） 

その他休暇（ 非繁忙期臨時休 ）  

必要な経験・

資格等 

普通自動車運転免許（ AT 限定可・☐要入社後 AT 限定解除） 

その他（大特農耕用等あれば ） 

見学・体験 有 ☐無 （受入時期：営業時、随時対応 ） 

企業情報 【法人設立】１９９９年【代表者】上田 教文【事業内容】野菜生産・集荷・販売 資材販売 

【売上】70,000 万円【主要な取引先】野菜関連商社、カット工場、卸売市場、仲卸業者等 

【所在地】熊本市北区改寄町 1800‐1    【HP】https://www.big-advance.site/s/156/1472       

【SNS 等】facebook 有限会社北部農園   加工品：熊本ギョーザ（自社野菜使用、冷凍）  

こういう人を

求めています 
農業に興味のある方 野菜が好きな方 機械が好きな方  

問合せ先 TEL：096-272-5331 Mail：nori-u@mwa.biglobe.ne.jp    担当：上田 
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【NPO 法人 九州エコファーマーズセンタ-】 
研修地域 

県域 熊本県認定研修機関 

 

【学べる作目】 

施設野菜、露地野菜、果樹、畜産、水

稲、穀物、花き、加工、観光農園、等 

【募集人数】若干名 (就農に際して強

い意志と覚悟を持った誠実で素直な方

のみ) 

研修内容 ○「新規就農者育成研修（プロ農家育成コース）」知識・技術の OJT、OFF・JT 研修 

○農業インターンシップ研修 ⇒ 研修受入随時、年齢、性別、学歴不問 

全国新規就農相談センターへ「農業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ申込」が必要 

資格 普通自動車運転免許（☐AT 限定可・限定解除すれば可） ☐その他（      ） 

研修期間  １年~２年 研修時間・休日 受入農業法人・農家の就業規則等に沿う 

研修費用 月１５，０００円 

待遇 寮・住宅支援あり(受入先、地域により異なる) 農業次世代人材投資事業資金申請可(来年度か

らの就農研修支援制度の申請も可) その他 

見学・体験・相談会 有 ☐無  （時期：応相談） 

研修先情報 【設立】 平成 15 年 11 月 【代表者】理事長 北 正純        

【所在地】〒861-1113 熊本県合志市栄３８０２－４(熊本県農業公園内) 

【HP】http://www.asoeco.jp/ 

問合せ先 電話 ０９６-２４７－３３３３ mail:ecofarmers@asoeco.jp 

  

【特定非営利活動法人 熊本県有機農業研究会】 

  熊本県有機農業者養成塾 

研修地域 

県域 熊本県認定研修機関 

 【学べる作目】 

米、露地野菜、施設園芸、果樹など 

（研修先による） 

【募集人数】 

15 人程度 

研修内容 熊本県は有機 JAS の農家数・ほ場面積で全国３位！ 

養成塾は全国でも数少ない「有機農業を専門に学べる」研修です。 

研修は、主に①有機農業実習（基本週５日）、②集合研修（月１回程度）です。 

①有機農家のもとで有機農業の実践はもとより機械操作、農村での暮らし方などについて学びます。 

②各地で実習中の研修生が集まり、有機農業のプロ農家や卒塾生を訪問して現場で学ぶほか、経営や

流通、農産物の加工、種苗と自家採種、有機 JAS など幅広く学びます。また、先輩有機農家や卒塾

生との交流を行い、ネットワークづくりの機会を設けています。 

資格 普通自動車運転免許（AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  
1 年間（本人が希望し認められれば

2 年間も可）※随時開始 
研修時間、休日 

基本：8 時間/日（20 日/月） 

基本：2 日/週程度 

研修費用 月額 15,000 円 

待遇 農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】1974 年   【代表者名】理事長 阿部 淳 

【所在地】〒861-8030 熊本市東区小山町 1879 番地 3 

【HP】http://www.kumayuken.org/yousei/index.html   

問合せ先 電話： 096-223-6771  E-mail：yousei@kumayuken.org  担当：山口 

QR 

about:blank
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【JA グループ熊本】 
研修地域 

各 JA管轄地域 熊本県認定研修機関 

 【学べる作目】各 JA 毎に指定【募集人数】 各 JA 毎 

研修内容 ①農業実習（受入れ農家での栽培技術、機械等の操作、経営手法の習得） 

②座学研修（就農に関する基礎知識他） 

③その他（作目別部会、農村生活等への参加） 

資格 ☐普通自動車運転免許（☐AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  １年以上２年以内 研修時間、休日 8～17 時、月４～6 日程度、作業・時季により変動 

研修費用 傷害保険、住居費、交通費等自己負担 

待遇 

 

☐研修手当てあり ☐寮・住宅支援あり(受入先、地域により異なる) ☐食事補助あり 

農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無 受入時期は各 JA ごとに違うため確認必要 

研修先情報 

（各 JA 連絡先） 

①JA 熊本市営農指導課 096-372-6838  ②JA たまな企画課 0968-72-5563 

③JA 鹿本営農企画課 0968-41-5146 ④JA 菊池営農企画課 0968-23-2305 

⑤JA 阿蘇営農企画課 0967-22-6115 ⑥JA かみましき園芸課 096-234-1156 

⑦JA 熊本うき農畜産対策課 0964-34-3383 
⑧JA やつしろ営農企画課  0965-35-

4081 

⑨JA あしきた営農振興課 0966-82-4874 ⑩JA くま営農企画課 0966-38-4065 

⑪JA 本渡五和営農課 0969-23-2231 ⑫JA れいほく営農課 0969-35-2174 

⑬JA あまくさ営農企画・担い手法人育成対策課 0969-22-1105 

問合せ先 JA 中央会・連合会 農政・営農支援センター 山本 

電話 096-328-1025     mail: h-yamamoto02@jakumachu.jp 

 

【農業師匠支援活動】 JA 阿蘇 
研修地域 

阿蘇管内 
熊本県認定研修機関 

              

              

 

【学べる作目】 

施設園芸、畜産、花卉、水稲等 

【募集人数】 

随時募集 

研修内容 1. 農業実習研修（阿蘇地域受入農家） 

2. 座学研修 

3. その他（農村生活等） 

資格 普通自動車運転免許（☐AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  1 年以上ないし 2 年未満 研修時間、休日 年間 1200 時間以上、受入農家相談 

研修費用  

待遇 農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】平成 13 年 4 月 1 日   【代表者名】代表理事組合長 原山 寅雄 

【所在地】〒869-2612   熊本県阿蘇市一の宮町宮地 387-5 

【HP】http://asonougyoushisyou.com     熊本阿蘇 農業師匠 ☜検索 

問合せ先 電話  0967-22-6115     mail: ninaite@jaaso.or.jp 

http://asonougyoushisyou.com/
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【南阿蘇村農業研修生受入協議会】 
研修地域 

南阿蘇村内 
熊本県認定研修機関 

      【学べる作目】 

水稲、トマト（夏秋）、ミニトマト、アスパラガス、

レタス、ブロッコリー、里芋、山芋、ハーブ、ベビ

ーリーフ、バラ、メロン、イチゴ 

【募集人数】随時募集 

研修内容 将来の南阿蘇村における地域農業の担い手となるため、受入農家の下で自立就農に向けた

技術の習得のための実務研修を行います。また、熊本県や JA と連携を図り、座学研修も実

施します。空き家バンクによる住宅紹介に加え、家賃補助や就農時の費用を抑えるための

南阿蘇村独自の支援制度もあります。 

資格 普通自動車運転免許（AT 限定可・☐限定解除すれば可）  ☐その他

（        ） 

研修期間  12 ヵ月～24 ヵ月 研修時間 年間 1,200 時間以上 休日 受入農家の就業規則等に沿う 

研修費用 15,000 円/月（座学講座がない月の場合は 10,000 円） 

待遇 寮・住宅支援あり 農業次世代人材投資事業資金申請可 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】平成 23 年 10 月 3 日     【代表者名】会長 今村 孝明 

【所在地】〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 1705-1（南阿蘇村役場農政課） 

【HP】https://www.vill.minamiaso.lg.jp/soshiki/8/nougyokensyusei.html 

問合せ先 電話：0967-67-2706 FAX：0967-67-0115 

  

【 ＪＡ鹿本 】 
研修地域 

鹿本地域 熊本県認定研修機関 

 
【学べる作目】ミニトマト 

 促成ナス・大玉西瓜 

【募集人数】 

 ６名程度 

研修内容 ・施設園芸による定住就農希望者の育成農場として営農モデル品目を生産販売する。 

・実践的研修により、営農モデル品目で自立経営に必要な技術、知識習得の研修。 

・研修施設で『自ら育て・自ら学ぶ』自習型研修！ 

資格 普通自動車運転免許（AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  ７月～翌年６月（月曜～土曜） 研修時間、休日 ８時３０分～１７時、日曜日 

研修費用 原則研修に係る費用は、ＪＡ鹿本負担 

待遇 農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】平成３０年  【代表者名】代表理事組合長 大仁田 勲 

【所在地】〒861－0652 熊本県山鹿市鹿央町持松１５９－１ 

【HP】ＪＡかもと ☜検索 

問合せ先 ＪＡ鹿本 営農企画課 担当 倉原・髙木 ＴＥＬ ０９６８－４１－５１４６ 

就農フェア状況 就農ツアー状況 
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【上益城地域新規就農支援協議会】   
研修地域 

上益城全域 熊本県認定研修機関 

  

【学べる作目】 

施設・露地野菜など一般作物 

有機農業、低農薬栽培 

【募集人数】 

上益城地区：若干名 

山都地域：３名程度 

研修内容 ・熊本市内から 30 分ほどのちょうどいい田舎が広がる上益城地域と有機農業が盛んな山都

地域の農業研修が選択できます。 

・研修先は上益城農業協同組合と山都地域担い手育成総合支援協議会の 2 支部があり、研修

作物や就農地域など就農希望者の要望に合わせた農業実習研修と座学研修などを行います。 

資格 普通自動車運転免許（☐AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  受入れ日より 1 年～2 年以内

(山都地域の研修開始は 4 月、9 月) 
研修時間、休日 

研修時間：1200 時間（150 日）以上 

休日：週 2 日程度 

研修費用 上益城農業協同組合：一部自己負担有（研修内容によりますので詳しくは面談にて） 

山都地域担い手育成総合支援協議会：10,000 円/月 

待遇 農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】平成 30 年 3 月 【代表者名】事務局：上益城地域農業振興協議会担い手育成部会 

【所在地】〒861－3206 熊本県上益城郡御船町辺田見３９６－１ 

問合せ先 熊本県上益城地域振興局農業普及・振興課 担当：平田、下田 電話 (096)282-3010   

  

【山都地域担い手育成総合支援協議会】 
研修地域 

山都町内 熊本県認定研修機関 

  

【学べる作目】 

有機野菜、有機水稲、水稲 

夏秋トマト、夏秋野菜 

イチゴ、お茶、グラジオラス 

【募集人数】 

３名程度 

研修内容 有機野菜や水稲、夏秋トマト、イチゴ、お茶など栽培について、山都町内の先進農家で実践 

的な技術を学びます。 

山都町内の先進農家や県、JA 等の専門機関とも連携を図り、月２回の集合研修(座学研修及

び先進農家視察)、異業種との交流会を実施します。 

協議会（県、JA、農林振興課、農業委員会）において就農後のフォローも併せて実施しています。 

研修期間  1 年～2 年 研修時間、休日 1,200～1,800 時間 週休 2 日 

研修費用 10,000 円/月を協議会に支払い 

待遇 寮・住宅支援あり(受入先、地域により異なる) 農業次世代人材投資事業資金申請可   

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】   【代表者名】会長 片倉 城司 

【所在地】〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町 6 番地 

問合せ先 電話 0967-72-1136    mail: norin@town.kumamoto-yamato.lg.jp 
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芦北地方農業振興協議会 

（研修機関：JA あしきた） 

研修地域 

水俣・芦北 熊本県認定研修機関 

 

【学べる作目】 

果樹（中晩柑）・いちご・玉葱（サラたま

ちゃん）・畜産（肥育・繁殖）・茶・米 

【募集人数】 

１０名程度 

研修内容 ①優良農家の下での実習、現場農場での栽培実践 

②基礎的座学（土壌肥料や農薬・病害虫防除、農業経営等） 等 

関係機関が連携し、研修から就農、営農指導、移住定着まで手厚くサポート。 

果樹については、就農１年目から実が成る園地を紹介します！ 

資格 普通自動車運転免許（AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  1 年間～2 年間 研修時間 原則 8 時～17 時 休日 原則月 8 日 

研修費用 無料 

待遇 農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学･体験･相談会 有・☐無   現地見学・農作業体験研修会を開催予定。 

研修先情報 【代表理事】白坂 主税     【所在地】熊本県葦北郡芦北町大字佐敷 424 

【HP】「芦北地方農業振興協議会」で🔍検索 （http://ashinoushinkyou.jp） 

問合せ先 電話：０９６６－８２－４８７４ 

 

【天草市新規就農サポートセンター】 
研修地域 

天草市 熊本県認定研修機関 

 【学べる作目】 

 ミニトマト、キュウリ、不知火、 

トルコギキョウ 

【募集人数】 

若干名 

研修内容 ○ミニトマト、キュウリ、不知火、トルコギキョウの栽培に関する座学 

○ミニトマト研修施設での実習 

○キュウリ、不知火、トルコギキョウの篤農家での実習 

資格 普通自動車運転免許（☐AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  １年～２年 研修時間、休日 月～金 ８：００～１７：００ 

研修費用 無し 

待遇 

 

☐研修手当てあり ☐寮・住宅支援あり(受入先、地域により異なる) ☐食事補助あり 

農業次世代人材投資事業資金申請可  ☐その他 

見学・体験・相談会 有・☐無  

研修先情報 【設立】令和２年４月１日 【代表者名】天草市担い手育成支援協議会 会長 本田 実 

【所在地】〒863-8631   熊本県天草市東浜町８番１号 

【HP】http://hp.amakusa-web.jp/a1309/MyHp/Pub/ 

問合せ先 
天草市農業振興課 担当：楠田、吉原 

電話 0969-32-6792   mail:yoshihara-ka@city.amakusa.lg.jp 

http://ashinoushinkyou.jp/
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熊本県酪農ヘルパー利用組合 
らくのうマザーズ【熊本県酪農業協同組合連合会】 

研修地域 

県内 熊本県認定研修機関 

   

【学べる作目】 

     酪農全般 

【募集人数】 

     数名 

研修内容  酪農経験は無いけど、新規就農したいと思われている方に対して先ずは技術を磨いてもらうために

酪農ヘルパーという職業があるのはご存知でしょうか？酪農は周年拘束性で家族労働型です。そのた

め、酪農家が病気や怪我で休むことやたまに休みを取得して何処かに行きたい等様々な理由で休みを

取得する際に、酪農家に代わって作業をするのが酪農ヘルパーと言われる人達です。主な作業とし

て、毎日の搾乳作業から餌やり等多岐に渡ります。そのため、将来新規就農を目指している方にとっ

ては、給与を貰いながら酪農の知識と実践力が磨けることは勿論のこと、酪農家とコニュニケーショ

ンを図り酪農家としてステップアップするその夢の実現を応援していきます。 

資格 普通自動車運転免許（☐AT 限定可・☐限定解除すれば可） ☐その他（     ） 

研修期間  雇用型研修 研修時間、休日 ３か月間の雇用研修／月４回の休 

研修費用 面接を実施後雇用契約(福利厚生完備) 

待遇 研修手当てあり ☐農業次世代人材投資事業資金申請可 その他 

相談 有・☐無 ご連絡を頂き随時 

研修先情報 【設立】平成３年 【代表者名】組合長 生山 力 

【所在地】〒861-8041 熊本市東区戸島 5-10-15【担当】らくのうマザーズ 経営支援課 嶋村 

問合せ先 電話 096-388-3516  mail: s2401@mothers.or.jp 

 

【市町村】熊本市 農業支援課  
分類 

就農相談 
情報提供 

提供内容 

・熊本市は、豊かな自然環境に恵まれた全国屈指の園芸産地であり、上質な農水産

物を全国各地に出荷しています。地域によって多様な作目が生産されていること

も大きな特長です。 

・熊本市では、熊本県、JA、日本政策金融公庫、熊本市農業委員会等の関係機関と

共に、就農・営農相談会を月に 2 回開催しております。 

詳しくはこちらから → 

【毎月開催！】就農・営農相談会開催のお知らせ 

担当部署 熊本市 農業支援課 担い手育成班 

所在地 〒860-8601 熊本市中央区手取本町 1-1（熊本市役所 12 階） 

相談窓口 TEL：096-328-2384 MAIL：nougyoushien@city.kumamoto.lg.jp 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=34064&class_set_id=3&class_id=610
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【市町村】産山村  
分類 

就農相談 
情報提供 

提供内容 

 
☆ 産山村では、独自の研修型就農支援を行っています！ 

〇研修期間中（２年間程度）は… 

・ハウス７棟（15ａ）、農業用機械、作業小屋、住宅 1 棟（２LK）→無償貸与！ 

 ※ただし、独立採算方式です。（光熱水費等は研修者負担） 

 

〇研修後は… 

・農地、住宅等のあっせんを行います。 

・営農、地域活動等を継続して支援します。 

 ■募集定員：２世帯 

 ■募集期間：随時募集中です！！（定員になり次第募集を締め切ります。） 

 

〇研修作目：ホウレンソウ（他の作物でも研修経験等があれば可能です。） 

 ＊ホウレンソウは産山村の特産品です。 

作付けから収穫・出荷までの期間が比較的短く、年間５～６回の作付けが 

可能です。一般農家と同じく独立採算方式での栽培研修を行い、実践で得 

られる知識・経験の習得を目指します。 

  

応募要件は、QR コードから記事をご確認ください！ 

 

 

担当部署 産山村 経済建設課 農林係 

所在地 〒８６９－２７０３  熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿４８８番地３ 

相談窓口 TEL ０９６７－２５－２２１３（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細記事 

研修中は家賃が無料です！ ハウス・機械も無償で貸与します！ 
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【関係機関】日本政策金融公庫 熊本支店  
分類 

資金 
情報提供 

提供内容 □業務の概要 

○日本政策金融公庫農林水産事業は、国の施策に沿って、農林水産業・食品産

業に携わる皆さまの経営発展の支援や自然災害の影響などに対するセーフ

ティネット機能の発揮のため、長期の融資を行うとともに、多様な経営支援

サービスの提供などを進めています。 

□青年等就農資金 

 ○新たに農業経営を開始する方を応援する「青年等就農資金」をお取扱いして

います。ご融資先の事例やＱ＆Ａなど、詳しい情報は公庫ホームページをご

覧ください。 

□多様な経営支援サービスの提供 

 ○情報誌「ＡＦＣフォーラム」「アグリ・フードサポート」や「農業景況調査」

「認定新規就農者融資先フォローアップ調査」といった各種レポート、ニュ

ースリリースやホームページ、メール配信サービスを通じて、お客さまや関

係機関の皆さまにとって役立つ情報を提供しています。 

■就農支援情報はこちら↓ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/syunou/index.html  

担当部署 日本政策金融公庫 熊本支店 農林水産事業 

所在地 〒860-0801 熊本市中央区安政町４－２２ 

相談窓口 TEL：096-353-3104 

 

【関係機関】熊本労働局   
分類 

職業相談 
情報提供 

提供内容 □簡易職業相談 

 直近の求人情報一覧配布 

□雇用保険失業給付金などの簡易相談 

 

□組織 

 ・熊本労働局（総務部 労働基準部 職業安定部 雇用環境・均等部） 

熊本市西区春日２丁目１０－１熊本地方合同庁舎 A 棟９階 

・県内６カ所に各労働基準監督署 

 ・県内 10 カ所に各公共職業安定所（ハローワーク） 

 ★各種手続き、相談内容等により担当窓口がございますので、熊本労働局ホー

ムページでご確認ください。 

【HP】https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/ 

 

□令和３年度熊本労働局政策目標 

○的確なマッチングによる雇用機会の確保 

○「新たな日常」の下でも安心して働き続けられる労働環境の整備 

担当部署 熊本労働局 職業対策課 

所在地 〒860-8514 熊本市西区春日 2－10－1 熊本地方合同庁舎 A 棟９階 

相談窓口 県内各公共職業安定所（ハローワーク）の窓口 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/syunou/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/


- 21 - 

 

【熊本県 農地・担い手支援課】 
分類 

支援制度全般 
情報提供 

支援内容 □新規就農支援制度全般（青年等就農計画認定制度等） 

□「農業次世代人材投資事業」の制度・活用上の注意点 

◆農業者となるために熊本県認定研修機関を通した研修を受ける方を 

  対象とした交付金（準備型）の相談 

◆認定新規就農者となられ、これから独立就農される方を対象とした交付金

（経営開始型）の相談 

□県独自事業活用に向けた相談 

担当部署 熊本県 農地・担い手支援課 就農支援班 

所在地 〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号（熊本県庁 本館 9 階） 

相談窓口 TEL：096-333-2432 

 

【くまもと農業経営継承支援センター】 
((一社)熊本県農業会議)  

分類 

経営継承 
情報提供 

支援内容 ～熊本県内の農業の経営継承を支援します～ 

県、関係団体が連携し「くまもと農業経営継承支援センター」を設立。農業経営

を始めたい方と後継者のいない農業者との間で農地・施設等のマッチングや、就農

に向けた研修、継承手続きなど経営継承の支援を行っています。 

1.くまもと農業経営継承支援センターの支援メニュー 

（１）マッチング交流支援 

  移譲希望者とのマッチングを支援し、マッチング交流のための、地域での宿泊先

から研修先までの旅費を支援します。 

（２）市町村と連携した継承手続き支援 

  経営継承を行うにあたり、必要な経費（不動産鑑定士・弁護士・司法書 

契約、農機具等査定等に係る経費）を支援します。 

（３）県認定研修機関に対する研修受入体制づくり支援 

  県認定研修機関が研修用ハウスを設置し、研修を希望する者を幅広く受け 

入れる体制を作ります。（中古ハウスの移設費や修繕費等の支援）  

（４）県認定研修機関等が新規就農者に貸し出すためのハウス等の設置  

  認定研修機関等が新規就農者に貸し出すことにより、新規就農者が円滑に経営開

始又は早期の経営安定化の仕組みを作ります。（中古ハウスの移設費や修繕費等

の支援、特例として新設も可）  

（５）就農者への優良農地の貸付支援 

  農地中間管理機構（熊本県農業公社）を通じて就農者へ農地を貸し出す取り 

組みを支援します。 

2.公開情報について 

「公開データベース」（移譲希望者一覧）を以下の HP で公開し、継承希望 

者の相談を受け付けています。 

「ひのくにねっと」→「事業紹介」→「担い手に関する事業」→「くまもと農業経営継承支

援センター」 

https://hinokuninet.com/services/newfarmers/succession-support/ 

担当部署 一般社団法人 熊本県農業会議 農政・担い手対策課 

所在地 〒860-8570 熊本県中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号 熊本県庁本館 9 階 

相談窓口 TEL：096-384-3333  FAX：096-385-1468 Mail：43ninaite@nca.or.jp 

詳細記事  

公式ウェブサイト 

「ひのくにねっと」 

公開データベース 

（移譲希望者一覧） 



- 22 - 

 

 

【熊本県地域就農支援アドバイザー】 
分類 

就農全般 
情報提供 

担当内容 □新規就農支援全般 

□各地域の情報 

 

担当部署 各地域振興局 農業普及・振興課 

相談窓口 ＊詳細：「地域のアドバイザー」ページ参照 

 

【熊本県新規就農支援センター】 
分類 

就農相談 
情報提供 

担当内容 □新規就農相談全般 

担当部署 公益財団法人 熊本県農業公社 新規就農支援センター 

一般社団法人 熊本県農業会議 農政・担い手対策課 

所在地 〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号 (熊本県庁 本館内) 

◆(公財)熊本県農業公社 本館 10 階 ◆（一社）熊本県農業会議 本館 9 階 

相談窓口 （公財）熊本県農業公社 新規就農支援センターTEL: 096-385-2679  

（一社）熊本県農業会議 農政・担い手対策課 TEL : 096-384-3333 

 

熊本県新規就農支援センターロゴマーク 
 

熊本県新規就農支援センターでは、熊本への就農を目指す人たちへのアピールと併

せて、熊本の農業をＰＲする目的も含め、ロゴマークを作成しました。 

熊本の代表的な農畜産物がまとまって、ひとつの丸を形作るデザインです。黒の枠

を入れる事により力強いイメージを加え、真ん中に

ある熊本の地図が、外に向かって広がっていく様を

表現しています。 

なお、デザインは農業大学校で研修後、菊池市で

農業とデザイナーの仕事を行っている緒方徹氏に

依頼しました。緒方氏は「菊池川流域日本遺産」の

ロゴマークデザインも担当されています。 
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＜熊本県地域就農支援アドバイザー＞ 
 

☆熊本県地域就農支援アドバイザーとは、  

  

県地域振興局(熊本農政事務所)管内毎に、１名ずつ(計１１名)地域就農支援アドバイザーを 

配置しています。 

新規就農を希望する方へのアドバイスや、新規就農後の農業技術、経営等に関しての助言

指導、農業研修など、継続的な相談役として対応します。当日はお気軽にご相談下さい！ 

（※当日以外の日程でご相談を希望される方は、熊本県新規就農支援センターまたは、県地

域振興局（熊本農政事務所）農業普及・振興課へご連絡下さい） 

地域名 氏  名 お問合せ先 

熊 本 井手
イ デ

 眞一
シ ン イ チ

 
熊本県県央広域本部熊本農政事務所 

農業普及・振興課     096-273-9672(直通） 

宇 城 黒木
ク ロ キ

  隆
タカシ

 
熊本県県央広域本部宇城地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0964-32-2119(直通） 

上益城 田上
タ ノ ウ エ

 芳博
ヨ シ ヒ ロ

 
熊本県県央広域本部上益城地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 096-282-3010(直通） 

菊 池 立場
タ テ バ

 久雄
ヒ サ オ

 
熊本県県北広域本部菊池地域振興局 

農林水産部 農業普及・振興課 0968-25-4279(直通） 

玉 名 畑野
ハ タ ノ

 彰
アキラ

 
熊本県県北広域本部玉名地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0968-74-2135(直通） 

鹿 本 長浦
ナガウラ

 勝幸
カ ツユキ

 
熊本県県北広域本部鹿本地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0968-44-2118(直通） 

阿 蘇 吉村
ヨ シ ム ラ

 孫
マ ゴ

徳
ノ リ

 
熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0967-22-1115(直通） 

八 代 高松
タ カ マ ツ

  孝行
タ カ ユ キ

 
熊本県県南広域本部八代地域振興局 

農林水産部 農業普及・振興課 0965-33-3509(直通） 

芦 北 桑村
ク ワ ム ラ

 安則
ヤ ス ノ リ

 
熊本県県南広域本部芦北地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0966-82-5194(直通） 

球 磨 瀧本
タ キ モ ト

 明
アキ

吉
ヨ シ

 
熊本県県南広域本部球磨地域振興局 

農林部 農業普及・振興課 0966-24-4117(直通） 

天 草 金子
カ ネ コ

 彰泰
ア キ ヒ ロ

 
熊本県天草広域本部天草地域振興局 

農林水産部 農業普及・振興課 0969-22-4262(直通） 
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住所 〒862-8570  熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号（県庁本館 10F、9F） 

連絡先 

公益財団法人 熊本県農業公社 

     新規就農支援センター 

TEL 096-385-2679（直） 

FAX 096-213-1239 

一般社団法人 熊本県農業会議 

     農政・担い手対策課 

TEL 096-384-3333（代） 

FAX 096-385-1468 

公式 HP 

SNS サイト 

熊本県新規就農相談ウェブサイト 

ＵＲＬ：http://www.kuma-farm.jp/ 

 

 


