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地域の新規就農サポート体制事例集

トレーニングファームを核とした就農サポート
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03. 島根県 / 合同会社アグリサポートおーなん
ぶどう、野菜

モデル事例　所在地一覧

ＪＡ、都道府県、市町村など関係機関が連携して設立・

運営し、就農希望者に対して、就農前の実践的な農作業

研修等を行う圃場が 「トレーニングファーム」です。

トレーニングファームでは、生産技術だけでなく、自ら

計画を立てて農業経営を行う模擬経営等の経験を積むこ

とも可能です。就農希望者は、これらの研修をおこなう

ことで、就農時における技術面・経営面等の不安を解消

しつつ、地域の関係者とのネットワークづくりを通じて

就農後の問題を相談しやすい関係を築くことができるた

め、安心して就農することができます。

今回取り上げる５事例は、トレーニングファームによる

研修プログラムに加え、就農後の支援等さまざまな取組

を行い、成果をあげられております。本資料が、新規就

農者の呼込みと定着に向けてトレーニングファーム設立

等の取組をご検討されている行政等各担当者にとりまし

て、業務推進の参考になれば幸いです。
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最高においしいびらとりトマトの生産者として

“本当にやっていける人”を地域でしっかり育てます！

           体制構築（地域の連携体制・施設整備）　

             定着支援（就農時の支援、就農後の販路・経営・技術支援）

       成果・実績

             研修プログラム（呼込み、研修、就農準備）

北海道日高地方に位置する平取町は、全道一のトマト産地であり、小規模で大型機械を必要とせず、価格が安定し

ているトマトは新規就農向けに最適な作物であることから、トマトを対象品目として、町の地域担い手育成センター

を中心に研修をサポートしている。研修では、トレーニングファーム（ハウス）で栽培・収穫・出荷までの全ての

作業を体験することができる。また、ＪＡとの連携による経営面でのサポート、地域の農家等で構成される就農支

援組織による生活面でのサポート等もあり、就農後の定着率が高い。

北海道沙流郡平取町本町 40 番地 1

トマト

　　 取組の背景
平取町では、トマト産地の形成を目指し、平成元年に町・ＪＡ・土地改良区の３者の負担で平取町

農業振興対策協議会の専門機関として農業経営センター（その後、農業支援センターに改称）を設

立した。その後、後継者問題や新規就農者の受入れに対応するため、平成７年にセンター内に平取

町地域担い手育成センターを設立し、平成10年より農業研修生の受入れを開始することになった。

　　 連携体制
新規就農者の受入れ・研修実施にあたり、担い手育成センターがワンストップ窓口として受入れ・研修

のマッチング・農地や機械の相談対応、地域の農家が研修や農地確保、ＪＡびらとりが生産・経営・施

設建設・リースを担当している。また、ＪＡ生産部会や農業改良普及センター、農業大学校、日高西部

地区農協機械センターが一部の研修を担当している。なお、受入れ農家の選定は、地域の農家グループ

内で調整を行っており、町から指導謝金が支出されている。そのほか、町とＪＡが出資して設立した担

い手対策協議会が、新規就農相談会への出展やパンフレット作成などを担当している。

　　 施設整備
トレーニングファームは、町が栽培面積800坪の農場を２カ所（100坪ハウス×８棟、200坪

ハウス×４棟）を整備し、運営事務は農業支援センターが担当している。農場の維持管理費（施設・

機械の修理、メンテナンス等）は、町からの運営委託料で賄っている。

 　　就農時の支援
就農時には、1,200坪のハウス、機械、農地整備、用水（地下水）の確保、資材等に約5,000万円必要になるが、北海道地域づくり

総合交付金事業（補助率1/2）及び町からの500万円助成により初期投資を抑えることが可能である。

また、ＪＡがハウス整備を行って新規就農者と10年間のリース契約を結び、償還が終わった段階でハウスを新規就農者の所有にする

支援も行っている。さらに、農地の取得にあたっては、農業公社が先に買い取り、就農者は5年間賃借した後に購入する事業（農地保

有合理化事業）を利用することができる。

平成10年からの研修開始以降、38戸（76名）の新規参入希望の農業研修生を受け入れ、平成12年～令和３年までの間に

29戸（58名）が就農している（就農５年後の定着率は100％）。

　　 就農後の支援
販路については、ＪＡへ全量出荷することで経営の早期安定を図ることが可能となっている。

そのほか、地域の就農支援組織が地域社会への適応等をサポートするなど、びらとりトマト

の生産者として“本当にやっていける人”の育成に地域全体で取り組んでいる。

　　 呼込み

平成7年の平取町地域担い手育成センター設立以降、毎年1～２世帯の研修生（夫妻が基本）を受け入れている。令和3年度からは、

地域おこし協力隊の制度を利用し、単身者でも研修に参加できるようにしている（※協力隊における研修・就農システムは、従来の夫

妻の場合とは異なる）。

生活面については、町が研修生用住宅を4棟（３ＬＤＫ・8戸分）建設しており、家族連れでの居住が可能である。入居期間は、原則

研修開始～研修後2年の計4年間である。このほかに新規就農者用として、町が民間アパートの借上げ等により8戸分を確保しており、

研修生用住宅を退居した後に4年程度居住することができる

 　　就農準備

地域の農業者や新規就農者で構成する自主的な就農支援組織があり、農地斡旋や地域社会への適応等をサポートしている。研修生は、

研修1年目に就農支援組織等のサポートによって農地を選定し、研修2年目には関係機関と機械施設導入の準備を進めることで、研修

修了後、速やかに就農地で独立自営できるようになっている。

 　　研修
研修期間は２年間で、1年目は受入れ農家での実習を通じて栽培技術を学ぶほか、栽培に関する

基礎知識、組合勘定や経営に関する座学や農業機械の研修を受講する。2年目は実践研修として、

800坪のハウスでトマトの栽培から出荷、経理までを全て研修生自身で行う。

研修期間中の苗・肥料・資材・光熱費などは研修生の自己負担となるが、生産物をＪＡへ全量出荷

し、出荷開始期以降の5月～12月は一人当たり20万円／月が作業手当として支払われる。さら

に、出荷実績に応じて、夏季手当50万円や出荷終了後の特別手当が支払われるなど、頑張った分

が収入に反映される仕組みとなっており、研修生のやる気に繋がっている。
体制図

北海道　平取町農業支援センター　
住 所

主な作物
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平取町農業支援センター

ワンストップ窓口 JA びらとり

地域就農支援組織 ( 農家グループ )
日高農業改良普及センター　日高西部支所

平取町農業協議会

平取町役場

農地取得手続

就農補助事業

営農・栽培講習
栽培技術相談

びらとり

就農施設・機械導入
融資

生産物販売
栽培講習等

 現地交流・体験
 受入農家選定 

農地あっせん
栽培技術・生活全般の相談　
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集合研修の拠点となるトレーニングファームを設置し、

限られた指導員で新規就農者を育成

        体制構築（地域の連携体制・施設整備）　

             定着支援（就農時の支援、就農後の販路・経営・技術支援）

          成果・実績

             研修プログラム（呼込み、研修、就農準備）

岐阜県の最北端に位置する飛騨市では、地域外からの新規参入者を育成する研修拠点となるトレーニングファーム

「ＪＡひだ飛騨地域トマト研修所」を整備し、2015 年から農業研修を開始した。意欲の高い研修生を選考するた

めの農作業体験の実施、研修期間中における就農予定ハウスの設置、地域のサポート関係機関が連携した就農後の

手厚いサポート等、新規参入者が地域で就農し、定着するためのサポートが充実している。

岐阜県高山市冬頭町 15-1
JA ひだ営農推進対策部　
トマト

　　 取組の背景
飛騨市は、夏秋トマトの一大産地であるが、後継者不足による産地維持が課題となっていた。また、

トマト栽培を指導できる指導者が少なく、農家研修を実施することが難しかった。そのため、体系

的にトマト栽培の集合研修を実施できるトレーニングファーム「JAひだ飛騨地域トマト研修所」

を整備し、2015年から農業研修を開始することとなった。

　　 連携体制
地域の連携体制として、市が研修生の募集や生活支援、農地確保を担当し、ＪＡが研修指導、施設

運営等を担っている（研修運営が軌道に乗るまでは、県の普及指導員も協力）。

また、広域での支援体制として、飛騨市を含む飛騨地域３市１村、岐阜県、指導農業士会、全農岐阜、

ＪＡひだ等を構成員とする「飛騨地域新規就農者育成協議会」があり、農閑期に実施される座学研

修の開催等を行っている。

　　 施設整備
トレーニングファームは、ＪＡが事業主体となり、県や市が出資する形で整備している。施設内に

は研修用ハウス15棟のほか休憩棟や倉庫等があり、研修用ハウス整備費用の2/3と関連施設整

備費用の1/2を県と市が負担し、残額はＪＡが負担している。また、トレーニングファームの農地は、

ＪＡが地域の離農者から賃借している。

 　　就農時の支援
研修期間中に設置するハウスの建設費や農業機械の購入費等については、県 （ 1/3 ）及び市（ 1/6 ）から補助があり、残額はＪＡが

負担する。新規就農者は、経営開始時にＪＡと５年間のリース契約を結び、支払完了後に所有権を譲渡される。農地に関しては、市か

ら農地提供者に協力金を支払うため、就農後10年間は就農者の費用負担は不要となる。これらの取組により、就農時における機械・

施設に関する初期投資は、リース料の年間150万円程度のみに抑えられている。

トレーニングファームでの研修を開始した2015年以降、研修生12名のうち９組11名が飛騨市内で経営を開始している。

　　 就農後の支援
就農５年目に30aのハウスを所有し、1,000万円程度の売上げを達成することを目標に、

関係機関が連携してサポートを行っている。

技術面については、就農1年目は収量が安定しないため、ＪＡの営農指導員や県の普及指導

員が２週に1度のペースで巡回して、手厚い技術指導を行っている。

また、経営面や生活面については、市、県、ＪＡ、農畜産公社が、年に4回面談を行って状

況を把握し、必要な支援を行っている。そのほか、研修生のうちからトマト部会の行事に参

加して、部会員との繋がりを持たせることで、先輩農業者に助言を求めやすい環境づくりも

行っている。

　　 呼込み
飛騨市は地域ブランドが確立しており、イメージ先行（田舎暮らしへの憧れなど）で移住を希望する者が多いため、呼込み段階のプロ

グラムに面談や１泊２日の農作業体験（夏の暑いハウス内での作業等、農業の厳しい側面を体感する機会を提供）等を組み込むことで

真に就農意欲がある研修希望者を見極めている。

移住にあたっては、移住検討にかかる宿泊費補助（1/2以内の補助で上限3万円。一世帯２回まで）、引越費用補助（1/2以内の補助

で上限５万円）、住居費補助（家賃の1/2以内の補助で上限４万円。研修期間中の2年間支援）を行っている。これらに加え、2021

年度からは、地域通貨「さるぼぼコイン」で移住奨励金10万円（世帯は15万円）を支給している。

 　　就農準備

研修開始と同時に就農準備支援もスタートする。研修１年目の夏から飛騨市が中心となって農地の斡旋を行い、秋には農地（基本は作

付面積15a）を確保できる。その後、認定新規就農者見込みとして県の施設等補助事業への申込みを行い、研修２年目の秋にはＪＡの

手配により就農予定ハウスの設置が完了する。また、就農計画の作成も、研修１年目のプログラムに盛り込まれている。

 　　研修
研修期間は２年間で、トレーニングファームにおいて、育苗から収穫までトマト栽培に関する一連

の栽培技術、農業機械の操作等を実践的に学ぶことができる。また、農閑期となる冬には、飛騨地

域新規就農者育成協議会が開催する「飛騨就農支援塾」の座学講座に参加し、経営管理や病害虫対

策等の就農に必要な知識を習得することができる。

なお、研修品目にトマトを選定した理由のひとつとして、地域の特産品のなかでも新規就農直後か

ら一定量の収穫・販売益を期待できる事があげられる。
体制図

岐阜県　JA ひだ飛騨地域トマト研修所
住 所

主な作物

サマリー

1.

2.

3.

1. 

1. 

2.

2.

3.
JA ひだ飛騨地域トマト研修所

・研修施設運営支援
・巡回技術指導
・計画策定支援

・研修生募集活動
・生活支援
・農地確保、斡旋

〇研修施設運営支援〇冬季座学研修（企画・実施）

・施設運営管理
・研修指導

・現場管理
・研修生募集活動

岐阜県 飛騨市 JA ひだ

　飛騨地域新規就農者育成協議会　
　研究班：担い手プロジェクト（事務局：ＪＡひだ）

1

2

3

4

構成員 ・ 岐阜県・３市１村（高山市・飛騨市・下呂市・白川村）
　　　  ・農業共済組合・ＪＡ全農・ＪＡひだ
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農業研修と並行して、就農予定のハウスで就農準備を行うことで、

就農 2 年目から果樹（ぶどう）の収穫が可能に。

        体制構築（地域の連携体制・施設整備）　

             定着支援（就農時の支援、就農後の販路・経営・技術支援）

          成果・実績

             研修プログラム（呼込み、研修、就農準備）

島根県の中南部に位置する邑南町 ( おおなんちょう ) では、1993 年から定住促進対策により農業研修生の受入れ

を行い、2014 年からは地域おこし協力隊制度を活用した農業研修制度「おーなんアグサポ隊」を開始している。

経営を開始した早い段階で収量を確保できるよう、研修1年目から就農予定ハウスを建設し、研修の一環として定植・

栽培を行えるようにしている。

島根県邑智郡邑南町矢上 6000 番地
島根県邑南町役場
ぶどう、野菜

　　 取組の背景
邑南町では、町外からの農業の担い手確保を目的として、1993年から定住促進対策の取組「田舎

暮らし体験」による農業研修生の受入れに取り組み、2014年からは総務省「地域おこし協力隊制

度」を活用する3年間の農業研修制度「おーなんアグサポ隊」を開始した。2020年からは、島

根県オリジナルのぶどう品種「神紅」の産地化を目指し、従来の研修品目（園芸・花き）にぶどう

を追加している。

　　 連携体制
地域の連携体制として、邑南町等の出資で設立された「合同会社アグリサポートおーなん」が町か

らの委託を受けて研修の運営主体を務めつつ、邑南町役場産業支援課が研修生の募集から生活支援、

就農時のサポート等、ＪＡしまねがリースハウス事業、島根県西部農林水産振興センターがぶどう

栽培指導を担当している。

　　 施設整備
トレーニングファーム（ハウス13a、露地30a）は町が整備し、研修1年目の基礎研修に使用し

ている（運営はアグリサポートおーなんが担う）。

 　　就農時の支援
研修生用ぶどうハウス（15a）の整備費用については、産地生産基盤パワーアップ事業や県の補助事業を活用し、国・県・町で3/4、

ＪＡが1/4を負担している。ハウスはＪＡの資産となっており、就農者は研修後にそのハウスを使用して新規就農する場合、ＪＡとリー

ス契約を結び、10年かけてＪＡ負担分を返済する（リース期間終了後は、就農者へ譲渡される）。研修期間の３年間で定植・栽培を行っ

てきたハウスをそのまま引き継ぐことができるため、就農2年目より収穫が可能となる。

おーなんアグサポ隊を開始した2014年以降、研修生の総数は27名（うち研修中10名）で、研修を修了した17名のうち

5名が就農（兼業含む）している（他産業に就職した者を含めた定住率は７割）（2022年 1月末時点）。

※ぶどう就農モデルの研修生の受入れは2020年からで、現時点で研修修了者はいない。

　　 就農後の支援
栽培品目は高収益を期待できる島根県オリジナルのぶどう品種であり、販路もＪＡの買取り

となるため、安定した経営を見込むことができる。また、就農後の数年間は就農支援関係機

関がメンター的な役割を担い、新規就農者の圃場を巡回して、様々な相談に対応している。

今後の構想として、新規就農者が15aのハウスから始め、最終的には栽培面積を40aま

で広げて売上げ1,000万円を達成できるようにすることを目標としている。また、産地化

に向けて、リースハウスの団地化を進めており、農薬散布機械等を団地内で共同利用できな

いか検討中である。

　　 呼込み
研修生の募集は、主に都市圏で開催される就農相談会で行ってきたが、近年は、農業専門の求人サイトや町のホームページ等を通じた

問合せが増加している。

 　　就農準備

ぶどう栽培での就農準備は研修と並行して進めることになっている。研修1年目に就農予定地にＪＡが研修生用ぶどうハウスを建設し

た後、研修生が研修の一環として苗木の定植・栽培を行い、研修終了後はＪＡとリース契約することにより、研修を行ったハウスで経

営を開始できるようにしている（研修期間中のリース料は、地域おこし協力隊の活動費で充当）。

 　　研修
研修期間は地域おこし協力隊の任期である３年間で、

・1年目はトレーニングファームで基礎的な農業技術を習得

・2年目は島根県立農林大学校の農業科短期養成コース（果樹専攻）に入学して、農業経営に関す

　る専門知識やぶどうの栽培技術を習得

・3年目は地域の先輩ぶどう農家の下で房管理や出荷などを経験

するプログラムとなっている。

研修資材等の購入費用については、地域おこし協力隊制度で、研修生1人あたり200万円支給さ

れる活動費を充当している。

また、研修期間中の生活費として地域おこし協力隊制度を活用して月20万円支給するほか、研修

生のニーズにあわせて町役場が町営住宅等を斡旋するなどの支援を行っている。

体制図

島根県　合同会社アグリサポートおーなん
住 所

主な作物

サマリー

1.

2.

3.

1. 

1. 

2.

2.

3.

1

2

3

4

西部農林水産振興センター
JA しまね

邑南町

・研修制度を受託　・研修の進行管理

・リースハウス事業実施

・ブドウ栽培の指導・リースハウスを賃貸

・ぶどう産地化計画
・ぶどう「神紅」提供　

　・産地化計画を支援・アグサポ隊受入
・研修計画・ぶどう就農モデル作成

就農支援
生活支援

・研修制度を委託

合同会社アグリサポートおーなん

島根県
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定住支援策として行政主導でトレーニングハウスを整備。

目標売上 1,000 万円を掲げ、研修開始者の就農率は約８割！

        体制構築（地域の連携体制・施設整備）　

             定着支援（就農時の支援、就農後の販路・経営・技術支援）

          成果・実績

             研修プログラム（呼込み、研修、就農準備）

宮崎県の中央沿岸部に位置する川南町では、トレーニングハウスを整備し、2018 年から定住支援とセットになっ

た就農研修を開始した。町の名産で、高収益かつ促成栽培可能な「さららピーマン」を研修作目とする 2 年間のプ

ログラムを経て、就農時にはＪＡ尾鈴の出資法人である株式会社アグリトピアおすずが設置した 20a のハウスを

リースすることで初期投資を抑えつつ、販路はＪＡ宮崎経済連による全量買取での出荷が可能で、就農１年目から

安定した経営ができるようになっている。

宮崎県児湯郡川南 13680-1
川南町役場
ピーマン

　　 取組の背景
川南町では、進学・就職による若者の町外流出を主要因とした人口減少の進行（1985 年～

2015年の30年間で12.8%減）とともに、農業者の高齢化・担い手不足という課題も顕在化し

ていた。地域外からの移住促進が急務となる中、新規就農という形で移住者の仕事を確保すること

で農業の担い手不足解消にも繋げる観点から、川南町とＪＡ尾鈴を中心に「新規就農による移住推

進」に取り組むことになった。

　　 連携体制
地域の連携体制として、2017年に川南町、ＪＡ尾鈴、宮崎県児湯農林振興局、株式会社アグリト

ピアおすずの４者で「川南町新規就農支援協議会」を立ち上げ、本協議会が実施主体となり2018

年からトレーニングハウスでの就農研修を行っている（対象品目は、町の名産の「さららピーマン」）。

研修の実務は株式会社アグリトピアおすずが担当し、運営費にはトレーニングハウスにおける生産

物の販売益を充当している。

　　 施設整備
トレーニングハウス（30a）は町と JA宮崎中央会の補助金で整備（運営は協議会が担う）しており、

ハウス建設などの整備費用5,400万円のうち、川南町が3,000万円、ＪＡ宮崎中央会が2,400

万円を負担している。また、農地の費用730万円はアグリトピアおすずが負担している。

 　　就農時の支援
ハウスの建設費用については、産地生産基盤パワーアップ事業（補助率1/2）を活用し、町が20％、ＪＡが10％を上乗せして負担、

残り20％はアグリトピアおすずが融資を受けて立て替えている。就農者は、アグリトピアおすずにリース料を支払い、支払完了後にハ

ウスは就農者の所有物となる。　

トレーニングハウスでの研修を開始した2018年度以降、16名が研修を開始し、研修を修了した８名全員が新規就農しており、

うち7名が町内、1名が町外で就農している（そのほか、研修中止２名、研修中６名）。

　　 就農後の支援
就農地はトレーニングハウス付近で確保することになっているため、就農後も、トレーニン

グハウスの指導員によるフォローアップを継続して受けられるとともに、修了生同士で協力

し合って作業することも可能な環境となっている。また、新規就農者はＪＡ尾鈴のピーマン

部会へ入会することで、安定した価格による全量買取での出荷が可能となっており、就農1

年目に夫婦２人で売上目標1,000万円以上を達成した実績もある。

　　 呼込み
研修生の募集は、主に都市圏で開催される就農相談会で行ってきたが、近年は、コロナの影響もあり町のホームページを経由した応募

が大半となっている。募集にあたっては、移住後の収入がイメージできるように「さららピーマン」を軸とした推奨経営モデル（売上

1,000万円／20a）に基づく収入・所得を掲示しており、これが移住希望者の呼込み促進に効果を発揮している。

研修中の生活面については、住居探しを町の就農担当が支援するほか、町の移住補助制度により新規就農案件に対して単身者の場合は

月額5万円、夫婦の場合は7万5千円（研修中の２年間）を支給している。

 　　就農準備

研修開始直後から就農地に関する調整を開始することになっている。協議会（主に町）が地権者と交渉を行い20a程度の農地を確保

した後、アグリトピアおすずが農地購入・ハウス建設を行い、研修生の就農時にリースで貸し出すことで、研修生は就農１年目から栽培・

出荷を行い収入を得ることが可能になっている。

 　　研修
研修期間は２年間で、トレーニングハウスにおいて「さららピーマン」の定植、栽培、収穫、出荷

までを一通り学ぶことになっており、1年目は基本的な栽培技術や機械操作等を学ぶ基礎研修、2

年目は就農後の経営をシミュレーションしながら実践研修を行うプログラムとなっている。研修に

は、専属の指導員のほか、ピーマン部会員もボランティアで指導に参画しているため、地域との関

係構築につながっている。また、普及センター・町・ＪＡによる座学研修も実施しており、農業基

礎や経営・会計、各種制度等に関する講義を幅広く受講することができる。

体制図

宮崎県　川南町新規就農支援協議会
住 所

主な作物

サマリー

1.

2.

3.

1. 

1. 

2.

2.

3.
川南町新規就農支援協議会

・トレーニングハウスでの研修実施
・就農後のハウスをリース

・就農支援
・生活支援
（住宅、福祉、教育、移住）

・営農支援
・技術指導
・販売
・融資

・技術指導
・情報提供

（株）アグリトピア
おすず

川南町 JA 尾鈴 宮崎県
児湯農林振興局

1

2

3

4
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適切な受入審査と新規就農希望者の高い意識が生んだ相乗効果により

志布志市の地域活性化をも実現

           体制構築（地域の連携体制・施設整備）　

             定着支援（就農時の支援、就農後の販路・経営・技術支援）

       成果・実績

             研修プログラム（呼込み、研修、就農準備）

鹿児島県志布志市では、志布志市農業公社、曽於畑地かんがい農業推進センター、ＪＡ、行政、ピーマン専門部会

が連携して研修事業が成り立っている。熱意と覚悟のある研修希望者を選定するための適切な受入審査の実施、研

修期間中にピーマン栽培からの収益で生計費を確保する方式の採用による研修生の経営者マインドの醸成等を通じ、

新規就農者の早期経営確立や定着率の向上を実現している。

鹿児島県志布志市有明町蓬原１４２３－１

ピーマン

　　 取組の背景
志布志市は、昭和43年よりピーマンの栽培に取り組み指定産地となったが、価格低迷、高齢化、

兼業化の進行等により徐々に生産農家が減少し、深刻な産地衰退に陥った。そのため、平成8年に

行政とＪAが連携して公益財団法人 志布志町農業公社を立ち上げ、ピーマン（冬春ピーマン）を

対象品目として新規就農者の育成を開始することになった（平成19年には、市町村合併に伴い、

志布志町農業公社を広域化する形で志布志市農業公社を設立）。

　　 連携体制
地域の連携体制として、公社が農地斡旋、市が就農計画作成や補助事業申請の支援、曽於畑地かん

がい農業推進センターが農業技術や経営知識に関する講習会の開催、資金計画作成支援、カウンセ

リングを担当している。また、ＪＡも資金計画作成支援や、ピーマンに関する基礎講座、栽培講習会・

現地検討会の開催を通じた技術支援を担っている。

 　　就農時の支援
ハウスの設置費用について、65%は補助制度（国庫：活動火山対策の整備事業50%、県15％）を利用可能で、自己負担分35%は

ＪＡや農業普及センターが借入窓口となり融資の案内等を行っており、初期投資を抑えることができるようになっている。

研修事業を開始した平成8年以降、修了生128名のうち113名が就農している。現在では、ピーマン専門部会員97名のうち

2/3を研修を修了した I ターン者が占める。

　　 就農後の支援
販路については100%ＪＡ出荷で、経営の早期安定を図ることが可能になっている。また、

経営面及び技術面については、曽於畑地かんがい農業推進センターとＪＡそお鹿児島が、研

修修了後も継続して指導を行うとともに、ピーマン専門部会のメンバーが様々なアドバイス

を行うなど、就農後も手厚いサポートを受けられる環境が整っている。

　　 呼込み

現在は、研修生の受入れにあたり、６項目の受入れ条件（①農業に対する固い意志と意欲のある農業後継者もしくは新規就農希望者、

②研修修了後は志布志市内に居住し就農できる者、③原則として夫婦での就農、④おおむね45歳未満、⑤自己資金500万円以上保有、

⑥心身ともに健康）を要件にするとともに、研修開始前に現地での３日間の体験実習参加を必須とし、宿泊費・旅費の支援を一切行わ

ないことで、一定以上の熱意を持った者だけが参加する仕組みとなっており、離農者の減少につながっている。

 　　就農準備

研修2年目に就農準備として公社の斡旋を受けて農地を契約し、ハウスを設置することになる。また、就農開始時には、就農奨励金（市

が負担）の支給もある。

 　　研修
研修期間は2年間で、トレーニングファームにおいて、1年目は月15万円（夫婦では25万円）

の支給（公社から支給）を受けながら栽培技術等を学び、２年目は独立経営方式に移行してピーマ

ン栽培からの収益で生計費を確保することになっている（1人10a）。2年目からの研修を「独立

経営方式」に変更したことで、研修生の経営者マインドの醸成につながっている。

体制図

鹿児島県　公益財団法人志布志市農業公社
住 所

主な作物

サマリー

1.

2.

3.

1. 

1. 

2.

2.

3.
公益財団法人志布志市農業公社

・生活支援
・補助金対応
・ハウス事業

・営農指導 ・研修（座学等） ・先輩としての指導

志布志市 JA そお鹿児島 曽於畑地かんがい
農業推進センター

ピーマン専門部会

4

1

2

3

　　  施設整備
トレーニングファーム（ハウス）は、公社設立時に５人の地主と借地契約（更新10年単位）を交わし、志布志町に三町部の農地を確保して

設置した（費用の65%は鹿児島県、ＪＡ、経済連、行政、35%は公社が負担）。その後、ハウスの老朽化に伴い、平成28年に松山町に新

たなハウスを設置して現在に至る（ハウス用地３haで、 10aハウス12棟、育苗ハウス30aがある。事業費2.58億円で、国庫交付金事業

50％、志布志市負担50％。運営は公社が担う）。
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技術・経営・販路の継続フォロー
（地域農業者・JAとの連携）

研修プログラム・トレーニングファームの整備
（県等との連携・農地確保・施設整備）

就農希望者の呼込み
（経営モデル提示・しっかりした審査）

研修実施
（経営力を身につける工夫）

研修中の生活支援
（住居・生活費・地域ネットワーク）

農地確保・初期投資

「トレーニングファームを核とした就農サポート」成功の秘訣

      体制構築

      呼込み段階

      研修プログラム

      定着支援

今回の事例調査において、複数地域が共通して行っている取組や、成果に直結している特徴的な取組が見受けられた。

これらは、各地域が新規就農者の確保・育成に成功している秘訣と考えられるので、今後、トレーニングファームの

導入等による就農サポートの実施を検討される際には、特に参考にしていただきたい。

　　地域の関係機関による連携体制の構築
各事例ともに、市町村・JA を中心に、新規就農者の確保・育成に関係する機関（普及センター、農業委員会等）が明確な役割分担
の下で連携することで包括的な新規就農支援を実現している。各機関を構成員とする協議会や市町村公社を中核とした体制が組ま
れるケースが多い。

　　研修施設等の整備
研修施設の整備には一定の初期投資が必要になるため、その実現には、市町村長や JA 組合長等、中核となる機関の指導的な立場
にある者の強いリーダーシップに依るところが大きい。研修施設整備と研修実施にあたっては、JA や市町村の出資法人等を実施主
体とするケースもある（飛騨市、邑南町、川南町）

　　農業者となる強い意志を持つ者の絞込み
現地見学や農業体験を実施し、就農希望者が農作業や地域生活に適しているかを判断する機会を設けることにより、ミスマッチを
防止している。加えて、現地見学への参加費を全額自己負担させる（志布志市）、短期体験に真夏のハウス作業を盛り込む（飛騨市）
等のハードルとなる要素を設けることで、農業者となる強い意志を持った就農希望者を絞り込んでいる。

　　経営モデルの提示
就農後の標準的な経営モデルを提示し、就農後の収入等に関する具体的な情報を提供することにより、地域での暮らしについてイ
メージを持ちたい移住希望者の呼込みに繋げている（川南町）。

　　模擬経営を行う実践研修の実施
研修初年度に基礎的な栽培技術を身に付けた後、研修２年目に生産から出荷までの一連の作業を独力で行う実践研修を行うケース
が多い。その際、自ら生産した作物の売上に応じた手当を支給する仕組みを設けることで、研修意欲の向上、経営感覚の早期習得
に繋がる成果が見られる（平取町、志布志市）。

　　就農後の収益性を見越した品目選定
研修品目については、産地化されている品目等、就農後の早いタイミングで経営を安定化させられる品目を選定することが肝要。
収穫までに年月を要する果樹において、早期に就農地を確保した上で、研修の一環として苗木の定植を行うことで、就農後の早い
時期に収穫できるように対応しているケースもある（邑南町）。

　　初期投資への支援
各事例ともに、研修期間中に JA 等が農地を確保して新規就農者用のハウス建設し、新規就農者にリースすることで、初期投資を
軽減させる仕組みを設けている（リース期間終了後、ハウスは新規就農者の所有となる）。

　　ＪＡ生産部会との関係構築
研修生の段階から部会の行事に参加させることで、部会員との関係性を構築し、様々な相談を気軽にできる関係をつくっている。
また、産地化された品目を新規就農者の栽培品目に設定することにより、就農後にＪＡを出荷先とした販売を可能とし、経営の安
定化につなげているケースが多い。

　　就農後の技術・経営に関するフォローアップ
就農後の一定期間は、地域の関係機関が定期的な圃場巡回や面談を通じて技術・経営・生活面のフォローアップを行うことが基本
となる。トレーニングファームの指導員によるフォローアップを視野に入れて、トレーニングファームの近くに農地を確保して就
農させる事例もある（川南町）。
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トレーニングファームを軸にした就農サポートフロー

地域の課題理解・対策検討
（人口減少・農業後継者確保）

サポート体制づくり
（地域内連携、役割分担）
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地域の新規就農サポート体制事例集

トレーニングファームを核とした就農サポート




