就農や就業（無料職業紹介）の
ご相談・お問い合わせ
公益社団法人

ふくい農林水産支援センター

Fukui Agriculture,Forestry and Fisheries Support Center

〒910ー0003
福井市松本３丁目16ー10 TEL：0776ー21ー8311
福井合同庁舎４階
FAX：0776ー23ー0931

ふくい就農ガイドブック

http://www.fukui-agri.jp/
nouka-1@aﬀsc.jp

応援します、あなたの夢

福井県の就農支援に関する
問い合わせ
福井県農林水産部地域農業課
福井市大手3丁目17ー1

農業人材確保グループ

TEL：0776ー20ー0433（直通）

各農林総合事務所・嶺南振興局（農業経営支援部又は技術経営支援課）の連絡先
お住まいの地域、
就農候補地域

事業所の名称、住所、電話番号

福井市、永平寺町

福井農林総合事務所 農業経営支援部
福井市松本3丁目16ー10 福井合同庁舎４階

あわら市、坂井市

坂井農林総合事務所 農業経営支援部
TEL 0776ー81ー3222
坂井市三国町水居17ー45 坂井合同庁舎４階

TEL 0776ー21ー8207

奥越農林総合事務所 農業経営支援部
大野市友江11ー10 奥越合同庁舎２階

TEL 0779ー65ー1282

越前市、鯖江市、
南越前町、池田町

丹南農林総合事務所 農業経営支援部
越前市上太田町41ー5 南越合同庁舎３階

TEL 0778ー23ー4534

越前町

丹南農林総合事務所 丹生技術経営支援課
丹生郡越前町内郡14ー36 丹生分庁舎

TEL 0778ー34ー1790

嶺南振興局 二州農林部 技術経営支援課
敦賀市中央１丁目7ー42 敦賀合同庁舎２階

TEL 0770ー22ー5027

大野市、勝山市

敦賀市、美浜町、
若狭町（旧三方町）

小浜市、おおい町、高浜町、 嶺南振興局 農業経営支援部
若狭町（旧上中町）
小浜市遠敷１丁目101 若狭合同庁舎２階

TEL 0770ー56ー2221

農業法人の就農（無料職業紹介）に
関するお問い合わせ

公益社団法人

福井県農業会議
福井市松本３丁目16ー10 福井合同庁舎２階

TEL：0776ー21ー8234

ふくい農林水産支援センター

Fukui Agriculture,Forestry and Fisheries Support Center

（福井県青年農業者等育成センター）

就農までの流れ
【Step1】情報収集・就農相談

【Step2】就

農

準

備

○自分で農業を始める人

ふくい農林水産支援センター
・専門の相談員が、農業を始めたい
人の相談をお受けします

農業を始めるための研修や
農地・資金の確保が必要です

まずは、農業体験
をお勧めします

【Step3】就農開始（支援策を紹介します）

青年就農給付金（経営開始型）( 国 )

４５歳未満

新規就農者に年間１５０万円（最長５年間）

最大 750 万円を支給

☞⑨ページ
４５〜６０歳未満

・就 農 奨 励 金 の 支 給 ( 県・市町 )
非 農 家 出 身 ３年間３６０万円
（1 年目１８０万円ー２年目１２０万円ー３年目６０万円）
兼業農家出身 1 年間１８０万円
専業農家出身 1 年間 ６０万円

・住 宅 家 賃 支 援
鯖江のそば畑

長 期 研 修

・農業インターンシップ ☞④ページ
（１〜６週間農業体験研修）

約１２０名の里親農家での
６カ月〜２年の長期研修 ☞⑦ページ

・ふくいアグリスクール ☞⑥ページ
（日曜日に開催）

ふくい園芸カレッジ（新規就農コース）
園芸カレッジで

・ふくい園芸カレッジ
☞⑥ページ
（プラス園芸コース：土・日曜日に開催）

１〜２年の実践研修

☞⑥ページ

○農業法人などで働きたい人

県外就農者の住宅家賃を助成

☞⑧ページ

経営初期の支援
・小農具等整備奨励金（非農家）
・新規就農者融資主体型補助事業
・青年等就農資金

☞⑧ページ
☞⑧ページ
☞⑨ページ

農業力アップ！

経営プロ能力養成研修
演習・討議中心の研修で経営スキルを磨く

☞⑥ページ

ふくい農林水産支援センターで開催

農の雇用事業 ( 国 )

農業法人等での就職を支援

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/

ふくい農林水産支援センターでは、農業
法人など農業分野での求人情報を無料で
提供・紹介しております。

1

農業法人の就業者 (４５歳未満 ) に、最長２年間の実践研修
( 農業法人等に研修経費として１２０万円／年を助成 )
問い合わせ先

福井県農業会議

℡ ０７７６（２１）８２３４
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福井で農業をやってみませんか !
福井の農業は恵まれた自然と優れた立地条件を生かし、コシヒカリ、サトイモ、トマト、
スイカ、菊、越前水仙、福井梅、梨、若狭牛などたくさんの特産品が生産されています。
自然あふれるこの福井の地で、あなたも農業にチャレンジしてみませんか。
近年、県内外のサラリーマンや農業の経験のない方で農業をやってみたいという人が増えています。
農業を始めたいと思ったら、ふくい農林水産支援センターがお手伝いします。
農地の取得方法、技術の習得方法、融資制度などお困りのことがあったらどうぞご相談ください。

新規就農までの流れ
◎就農についての情報や農業に関する基礎知識を収集しましょう。
就農するかどうかを決定するには、「農業とはどんなものか」「自分にどんな作物
があっているのか」など詳しく探る必要があります。
そのためには、できるだけたくさんの情報を集め、より具体的な構想を練る必要
があります。

①ふくい農林水産支援センターの相談窓口を訪ねる。
②ホームページなどで情報を集める。
③就農相談会に参加する。
④貸し農園（市民農園）や就農準備校などで農作業を体験する。
⑤農業インターンシップやふるさとワークステイに参加する。

Step1 情報収集
☆まずは、農業体験をしてみよう

農業インターンシップ
農業インターンシップは、農業法人で就業体験をする制度です。その目的は大きく二つあります。
一つ目は就職先として農業という業界を知ってもらうこと、二つ目は私たちが日頃食べている食料と
その生産について関心をもってもらうことです。

対 象 者

特に制限はありません。ただし、農業に関心のある方。健康体で農作業ができる体力が
あること。農業の経験は問いませんが、受入法人等の規則に基づきルールの守れる方。

体験内容

体験内容は、受入法人の作目により異なります。
また、同じ農業法人でも参加する時期により体験内容は異なります。
１日の作業は繁忙期や農業法人の就業規則にもよりますが、８時間から１２時間です。
作業は農作業だけでなく、多岐にわたっています。

体験期間
体験経費

1 週間から６週間
（注）体験申込みは１年中受け付けていますが、季節によっては対応できない場合があります。

農業インターンシップ体験費（滞在費・研修費）は無料です。
ただし、研修先までの交通費などは自己負担願います。

体験報告

農業インターンシップ終了後、体験に参加した感想等を報告願います。

申 込 先

ふくい農林水産支援センター

福井の田舎でボランティア

◎自分のめざす農業経営ビジョンを明確にしよう。
農業といっても、水稲、野菜、花き、果樹、畜産など様々な分野があり、それぞ
れに経営のやり方は異なります。
何の作物を、どれくらいの規模で、栽培（飼育）するのか具体的にイメージを固め、
自分がやりたい農業経営像を明確にしましょう。
また、自分の性格や健康状態、自己資金額、労働力なども考えて、関係機関のア
ドバイスを受けながら慎重に検討する必要があります。

①どんな作物を栽培するのか決める。
②経営のタイプを決める（作物は単一の専業経営か、多品目の複合経営か）。
③栽培方法を考える ( 露地栽培か施設栽培か）。
④経営規模を考える（作付け規模や労働力等）。
⑤就農候補地を検討する（選択作物や生活条件、市町の支援措置等）。
⑥就農計画を作成し、該当市町に提出する。
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ふるさとワークステイ

福井県の農山漁村に滞在し、農作業や地域活動のお手伝いをしていただける方を募集しています。
地域の方と一緒に汗を流し、交流を通した農業体験ができます。

対象年齢

１８歳以上

体験内容

A 援農コース
B 田舎暮らし体験コース
C 地域活動応援コース

参加日数

費

用

申 込 先

｝

希望するコースを選んで日程を調整します。
実施地域は、福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、
越前市、鯖江市、美浜町、若狭町

1 泊以上（おおむね３泊）

作業時間：６〜８時間／日

宿泊は、農家泊、民家泊、公営施設などになります。

滞在費（宿泊と食事（朝・夕））は原則無料です。
ただし、研修先までの交通費などは自己負担願います。
また、保険料、昼食代、飲み物代が必要な場合があります。

ふくい農林水産支援センター
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☆本格的な研修で、就農準備を !

Step2 就農準備

ふくいアグリスクール

申込先：ふくい農林水産支援センター

園芸部門の新規就農者を確保するため、非農家出身者や兼業農家の子弟等が現在の職業に
従事しながら、園芸部門における基礎知識や技術を習得するための入門研修を開催する。

◎農業技術やノウハウなどを習得しよう。
農業技術は、一朝一夕で身につくものではないので、先進的な農家等で、少なくと
も１年程度の研修を行うことをお勧めします。
この場合、就農を希望する地域や作目が共通する先進農家が望ましいといえます。

①長期研修で、めざす農家経営について必要な技術やノウハウを取得する。
②地域の人たちとふれあいながら人間関係を築いていく。
③農地や空き家などの情報収集を行う。

受講対象者

非農家出身者や兼業農家の子弟等で、農業（園芸部門）
に興味があり、将来就農しようとする方

受講内容

就農（園芸）
に必要な基礎知識（農作物栽培、農業経営、流通販売など）
を、講義・実習・視察で
学びます。

受講回数

年間８回程度（４〜１0 月予定）日曜日に開催

受講費用

１０,０００円（テキスト代等の実費）

経営プロ能力養成研修
受講対象者

◎土地、労働、資本 ( 金 ) 等を確保する。
農業を始める場合、農地や労働力の確保が必要になります。
資金としては、生活費に加えて、種苗、肥料、農薬などの資材費や、ハウスや畜舎、
倉庫などの施設整備やトラクター、コンバインなど農機具の購入費用が必要です。

①農地を確保するには、まず市町農業委員会に相談する。
農地確保の目途が付いている場合は、農地法による市町農業委員会の許可を得る。
②労働は家族労働が基本になります（１人で行う場合でも家族の同意は得ておく）
。
③自己資金は生活費を含め十分に確保しておくこと。
（新規参入者が、就農時に準備していた自己資金の平均額は５５９万円で、実際に
かかった額は生活費を含めて８８５万円でした）
。平成２５年度全国農業会議所調べ
④融資制度の活用は、営農計画を基に資金計画を十分に練ってから行うこと。
⑤住居は、できるだけ農地の近くが望ましい。

申込先：ふくい農林水産支援センター

経営を開始した新規就農者、就農を目前に控えた就農希望者

受講内容

プロの経営能力を養うための専門的な経営研修、新規就農者を対象とした演習・討議
中心の専門的な経営研修

受講回数

１０回程度（冬期間限定）

受講費用

５,０００円（テキスト代等の実費）

ふくい園芸カレッジ
◎新規就農コース
受講対象者

申込先：各農林総合事務所等・県地域農業課・
ふくい農林水産支援センター

園芸品目による就農希望者

受講内容

ハウス・露地圃場で園芸作物の栽培から販売まで行う実習と講義（座学）

受講期間

１〜２年

受講費用

実習に必要な種苗費、資材費などの実費

◎プラス園芸コース
受講対象者

ふくいアグリスクール

水稲農家や集落営農組織等で経営に園芸品目を導入したい方

受講内容

共同圃場を利用した県園芸推進品目の栽培実習および基礎講座

受講期間

１期８回程度（2 期開催 / 年）原則として土・日開催

受講費用

8,０００円 （テキスト代等の実費）

スクール実習
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◎里親農家のもとで、就農に向けた長期研修が受けられます!

Step３ 就農開始

新規就農里親農家制度とは
福井県では、新規就農を目指す方を支援するため、里親農家を認定しています。
里親農家は、就農希望者を研修生として受け入れ、栽培技術の指導や農地の確保
など就農へ向けての支援を行うほか、就農後も相談相手となっていただき、新規
就農者を支援します。
約１００名の里親農家（法人）が認定登録されています。

◎農業を始める。
いよいよ就農です。実際に農業を始めていくと栽培技術面や資金面などいろいろな課題
が生じてきます。
そこで、県をはじめ各農林総合事務所、嶺南振興局、市町、農業協同組合などの関係機関
では新規就農者に対する支援活動を行っています。

里親研修を受ける場合の支援（新規就農者研修支援事業）
研修内容

①農林総合事務所・嶺南振興局（農業経営支援部または技術経営支援課）
普及指導員が新規就農者に対して技術や経営方法について個別濃密指導等一貫した
支援活動を行います。
②市町（農業委員会）
新規就農希望者や農地を確保したい方に対して農地の斡旋を行います。
③農業協同組合
営農指導員が技術・経営指導を行います。また、農業資材の斡旋、農畜産物の集荷・
販売・資金融資など幅広い事業を行います。

里親農家の下で、就農に必要な栽培技術や農業経営を学びます。

青 年 就 農 給 付 金（準備型） 研修期間：最長２年
里親研修等で研修を受ける就農予定者（研修終了後１年以内に就農する者）
に対して、研修期間中に年間１５０万円の給付金を県を通じて国から支給さ
れます。
※就農時の年齢が 45 歳未満であること

研修奨励金
対

象

者

研修期間：最長２年

県外出身あるいはUターン者が県外から福井県に移り住んで研修を受講し
就農予定時の年齢が60歳未満の者に対し、研修期間中に奨励金（5万円/
月）を県から助成します。

受 入 農 家 等 支援報償費

№

http://www.pref.fukui.jp/doc/021500/jinzaikakuho/satooya01.html
里 親 の 概 要

（①氏名または法人名（代表者名）、②住所、③経営概要、④特徴等）
① 福井

太郎

② あわら市
1

ホームページを

③ 施設野菜（スイカ、メロン、
トマト等）90a、露地野菜（根菜類）40a
④

坂井北部丘陵地の主力品目による施設野菜主体の経営。輪作体系と有機質
肥料の活用、減農薬栽培に取り組む。研修生を受け入れ、独立就農させた実績
も豊富。

① 越前

開いてもらうと
写真が出て来ます

就農奨励金

③ 施設野菜（ツマミナ等）2.5ha,露地野菜 30a

開いてもらうと

④

葉菜類の多品目周年栽培と継続安定出荷。施設野菜は100％有機質肥料を
使用。市場を経由してスーパー、レストラン、外食産業に販売。研修生の受入
実績も多い。
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写真が出て来ます

就農初期の経営安定を図る
ため、奨励金を支給

新規就農者住宅 県外からの新規就農者の住宅
家賃に対する助成
確保支援事業

出身区分要件

年齢要件
（就農時）

助成額または助成率
1年目

15万円/月

2年目

10万円/月

3年目

5万円/月

兼業農家出身者

1年目

15万円/月

専業農家出身者

1年目

5万円/月

非農家出身者
45〜60歳

非農家出身者

県外出身

就農計画の達成に必要な機
新規就農者融資 械等を導入する場合に費用
の一部を助成

主体型補助事業

ホームページを

支援の内容

小 農 具 等 経営開始に必要な小農具等を
整備奨励金 整備するための奨励金を支給

花子

② 福井市
2

里親の写真

（法人は代表者）

支援の種類
（事業名）
新規就農者経営支援事業

農林総合事務所・嶺南振興局（農業経営支援部または技術経営支援課）

里親農家の例

これらは全て認定就農者または認定新規就農者が対象となります。

研修期間：原則６か月〜１年

４５〜６０歳未満の就農希望者を受け入れ、研修を実施する里親農家に対
し、研修受入期間中に報償費（４万円／月）を県から支給します。

問い合わせ先

新規就農者支援事業

不問

（ただし、融資を利用して導入する
場合に限る）

不問

県1/4、市町1/4

（ただし、補助対象となる事業費の
上限額は100万円、1回限り）

県1/4、市町1/4

45〜60歳 （ただし、補助対象となる月額家賃

の上限額は53千円、最長3年間）

就農後
5年度以内

国3/10
県1/8〜1/6
市町1/8〜1/6

注）奨励金、補助金交付後3年以内に離農した場合は奨励金等を返還しなければなりません。
注）助成額等は、市町によって異なる場合もあります。

問い合わせ先

農林総合事務所・嶺南振興局（農業経営支援部または技術経営支援課）

8

青年就農給付金制度について
（国の支援制度）
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を目的に、就農前後の青年に対して年間
150万円の給付金が支給される「青年就農給付金制度」があります。
この制度は、就農前の農業研修生向けの「準備型」と農業経営を開始して間もない
新規就農者向けの「経営開始型」があります。

【準

備

型】

○農業技術および経営ノウ
ハウ習得のための研修に
専念できるよう、就農希
望者を支援。
○最長２年間

【経営開始型】
○経営リスクを負っている
新規就農者の経営が軌道
に乗るまでの新規就農者
を支援。
○最長５年間

・就農予定時の年齢が、原則４５歳未満であること。
・里親農家等、県が認める研修先（機関）で、研修を受けること。
・研修期間は概ね1年以上かつ1,200時間以上/年であること。
・研修終了後、独立・自営就農、雇用就農または親元就農（就農
後５年以内に継承すること）すること。
・常勤の雇用契約を締結していないこと。
・生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付を受
けていないこと。
・農水省の青年新規就農者ネットワークに加入すること。
・独立・自営就農時の年齢が、原則４５歳未満であること。
農地の所有権または利用権を有している
主要な農業機械・施設を所有又は借りている
本人名義で出荷・取引する
経営収支を本人名義の通帳等で管理する
・人・農地プランに位置づけられている（見込み可）、または農
地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・農業経営者となることに強い意欲を有していること。
・農業経営を開始して 5 年後までに農業で生計が成り立つ実現可
能な計画を立てていること（目標所得 250 万円以上）
・前年の総所得が 250 万円未満（初年度を除く）であること。
・生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付を受けて
いないこと。
・農水省の青年新規就農者ネットワークに加入すること。

就農までの心構え（まとめ）
①自分が本当に農業をやりたいのか、農業に向いているのか、もう一度考えてみましょう。
農業は自然が相手、災害が起こると、収穫できないことも…
会社勤めより楽しそうだから、田舎暮らしにあこがれてるからという安易な理由ではなく、
明確な目標と、農業に対する意欲と情熱が必要です。

②ある程度の自己資金は確保しておきましょう。
新規参入の場合、親の農業経営を継ぐ場合と違い、ゼロからのスタートで、初期の設備
投資に相当なお金が必要です。
また、農業で生活できるようになるまでには、おおむね2〜3年を要するため、自己資金は
なるべく多く確保しておきましょう。

③農業技術を習得しましょう。
農業は、明日から始めようと思ってもすぐにというわけにはいきません。
経営開始をするためには、ある程度農業技術の習得が必要。
いろいろな研修制度を利用して、技術を習得しましょう。

④家族の協力を得ましょう。
サラリーマンとは違い、家族で農業をすることになります。
配偶者や、両親、子供さんの理解がえられるよう、十分に話し合いをしましょう。

⑤地域とのコミュニケーションを大切にしましょう。
農村で生活を始めるには、周りの方との協力も必要です。
行事に積極的に参加するなど、地域社会にとけ込む努力が大切です。

〔参考〕 福井県の特産物マップ

青年等就農資金（無利子の融資制度）
対

象

者

認定新規就農者（青年等就農計画の認定を受けた者）

使 い み ち

①農地の改良等 ②農業生産用の施設・機械の改良、造成、取得 ③農産物の
加工処理・流通販売施設、観光農業施設の改良、造成、取得 ④創立費、開業
費その他の繰延資産の取得 ⑤家畜・果樹の導入、農地賃借料 等

融資限度額

３,７００万円

貸 付 利 率

無利子

償 還 期 限

１２年以内（うち据え置き期間 5 年以内）

そ

実質的に無担保・無保証人

の

他
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