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農林業にどっぷり
浸かろう！

おんせん県
おおいたに
移住して

おおいた就農 ・就業応援フ ェア

in 東京（オンライン）

第 5 回 お お い た 暮 ら し 塾
×

主催：大分県 共催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター

農林業出展ブース紹介資料一覧



No. ブース名 品目等
紹介

ページ

1
中津市
中津市梨学校

梨 P2

2
日田市
日田市ファーマーズスクール

梨・えのき茸・チンゲンサイ・ぶどう P3

3
佐伯市
佐伯市ファーマーズスクール

いちご・にら・アスパラガス・キク・ス
イートピー・ホオズキ・野菜（有機栽培） P4

4
臼杵市
臼杵市ファーマーズスクール

ピーマン・有機野菜 －

4
津久見市
津久見市ファーマーズスクール

柑橘類（ハウスみかん・温州みかん・サン
クイーン・不知火・かぼす） P5

5
竹田市
竹田市ファーマーズスクール

トマト・ピーマン P6

6
杵築市
杵築市ファーマーズスクール

ホオズキ＋ヤマジノギク・トルコギキョ
ウ・輪菊・スイートピー・ハウスみかん P7

7
豊後大野市
インキュベーションファーム

ピーマン P8

8
由布市
由布市ファーマーズスクール

梨・ほうれんそう・いちご・有機
（多品目）野菜

P9

9
国東市
国東こねぎトレーニングファーム

こねぎ P10

10
九重町
九重町ファーマーズスクール

トマト・椎茸（生・乾） P11

11
玖珠町
玖珠町ファーマーズスクール

ピーマン・白ねぎ・トマト・きゅう
り

P12

12
ウーマンメイク・アグリカレッジ
ウーマンメイク株式会社

水耕野菜（レタス・ほうれんそう） P13

12 大分広域白ねぎ就農学校 白ねぎ P15

13 大分県肉用牛定休型ヘルパー 肉用牛 P16

14 おおいた林業アカデミー 林業就業 P18

15 しいたけ版ファーマーズスクール 乾椎茸 P19

16
農業総合相談①
大分県農業農村振興公社

農業全般 －

17
農業総合相談②
大分県農業農村振興公社

農業全般 －

18 農業総合相談③
大分県農林水産部新規就業・経営体支援課

農業全般 －

農林業相談ブース出展団体
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中 津 市 
 

  多品目栽培や複合経営、副業的な農業に興味がある、        
  自分に合った農業を見つけたい… 

  そんなあなたにピッタリな “農ＬＩＦＥ” あります！！ 
 

●地域、農業及び新規就農者の概要 
 

 中津市は大分県の北 部に位置しており、中津、三光、本耶 渓、耶 溪、 国の５つの地
域から形成されています。瀬 内海気候区に属しており、年間を通じて比較的温暖な地域です。
中津市農業の最大の特徴は、各地域の特色を活かした果樹、茶、シイタケ、畜産、有機野菜等
多様な作目経営が可能であること、水稲と畜産等のような複合経営農家が多いことが挙げられ
ます。また、市内には道の駅（３店舗）のほか、有機農産物等を取り扱う農業協同組合もあり、
多様な農業経営を支えるための販路も確保されています。 
 

          
                     

                                           
  

       
   幻の 梨      中山間地域のソバ  オアシス春夏秋冬

ひ と と せ
(道の駅)  三光桃    有機農業宣言の農協 

                                           (下郷農協) 

●中津市の農業関連支援策 
  
  ゼロから始めて本格的な就農を目指すなら… ファーマーズスクール ！  
  

地域在住のベテラン農家が講師となり、座学や圃場での実践研修を組み合わせることで、農
業未経験者であっても最 ２年間で独 就農に必要な技術・知識を につけられる研修制度を
用意しています。※大分県の戦略作物であるピーマンとシイタケの複合経営での独立就農を支援します※ 

    
  時間をかけて自分に合った農業・就農地を見つけたいなら… 農業版 地域おこし協力隊 ！ 
 

中津市に移住し、山国地域での水稲栽培等の水田管理や循環型農業の取組みの１つとしての 
堆肥センター業務(堆肥製造・販売・散布)等に従事し、農業のいろはを学びながら、地域住  
との交流や地域の活性化に取り組んでいただける意欲のある人材を募集しています。 

※地域おこし協力隊(報酬・福利厚生あり)として活動しながら、さまざまな農業者・経営方法に触れること
で、自分にあった作目や経営形態を探してみませんか？※ 

 
  半農半Ｘ・副業的な農業に興味があるという方には… 農業体験 がオススメです ！ 
   

中津市は、市内で就農する 年農業者(年齢不問)が、互いに交流し情報交換や課題解決に向 
 けた栽培試験等に取り組む 年農業者組織「にこにこ百姓倶楽部」の活動を支援しています。 

同組織の会 の農園では、農業未経験者が農業に携わるきっかけ作りの場として、農業体験
の受入れが行われています。同農園では、常時 20 品目程度の多品目野菜が栽培されており、
年間を通してさまざまな野菜づくりに携わることができます。 

※本格的な就農に挑戦する前に農作業を経験したい方、これから何を作ろうかと迷っている方、直売所向け
野菜の栽培技術等を学びたいという方は、まずは気軽に始められるこうした農業体験からスタートしてみ
ませんか？※ 

    
●連絡先       

中津市役所 農政振興課 
〒871-8501 大分県中津市豊田町 14 番地 3 

                TEL：0979-62-9047 FAX：0979-26-1154 
               E-mail：nousei@city.nakatsu.lg.jp 
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水郷日田で「農 LIFE」を楽しみませんか？ 

 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

  日田市は北部九州のほぼ中央に位置し、周囲を阿蘇、くじゅう山系や英彦山系の美し

い山々に囲まれ、福岡県と熊本県に隣接しています。また、古くより山々の緑と清流の

里「水郷（すいきょう）日田」として知られております。 

 本市の耕地面積は約 3,480ha ほどあり、平坦地から中山間地域の地形を活かした、多

様な農業が行われています。主要な農畜産物は、生乳、米、野菜（白菜）、果樹（梨、

すいか、ぶどう、梅、すもも）、しいたけ、肉用牛等があります。 

本市ではえのき茸・梨・チンゲンサイ・ぶどうのファーマーズスクールを設立してお

り、就農コーチのもとで栽培技術を学び模擬営農を行うことが可能となっております。 

 

●新規就農者への支援策 

 【農業】 

 ○ファーマーズスクール（えのき茸・梨・チンゲンサイ・ぶどう） 

栽培技術及び農業経営全般に係る知識の修得のため、「実習」、「模擬営農」及び

「座学」の研修を行います。 

  （研修期間）1 年以上～2 年以内     （研修費用）無料 

 

 ○産直野菜増産ミニハウス等導入事業・・・産直野菜に取り組む農家を対象に、ミニ

ハウスを新設される際の資材費に要する経費の 2/3 を補助します。 

 

 【住まい】 

 ○空き家バンク・・・市内の空き家物件を紹介します。 

 ○移住者ひた暮らし支援・・・空き家バンク登録物件を対象に購入や引越し費用等の

補助を行います。（購入は最大１００万円） 

 ○木づかい促進・・・住宅の新築やリフォーム日田材又は日田家具を支給します。 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

ファーマーズスクール対象品目（梨、えのき茸、チンゲンサイ、ぶどう） 

 

●連絡先 

 

日田市役所 農業振興課 政策・担い手支援係  

   〒877-8601 大分県日田市田島２丁目６番１号 

   TEL：0973-22-8211 FAX：0973-22-8246 

   メール：nosei@city.hita.oita.jp 

   ホームページ：http://www.city.hita.oita.jp 

 

 

 

日田市ファーマーズスクール（日田市） 

農業振興課 SNS 

（FB、Instagram） 
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佐伯市ファーマーズスクール 
 

 
温暖な環境、施設園芸作物の産地 

～海の幸、山の幸に恵まれた、暮らしやすい｢さいき市｣～ 

 
●地域、農業及び新規就農者の概要 
 大分県のいちばん南に位置する佐伯市は、温暖な気候と長い日照時間を活かした施設園
芸が盛んな地域です。主な農産物は、いちご、にら、アスパラガスなどの野菜類、キク、
スイートピー・ホオズキなどの花き類とハウスみかんなどの果樹類です。 
 佐伯市では、栽培・経営技術を就農コーチ(ベテラン農家)のもとで研修するファーマー
ズスクールを設置・運営しており、２年間での新規就農者の育成を図っています。 

研修修了生は、平成２９年４月に６名、平成３０年４月に３名、平成３１年４月に１名、
令和２年４月に５名が就農し、現在では６名が就農を目指して研修中です。 
 市の人口は４月末現在で７０，２７６人。大分市中心部までＪＲや高速道路利用で 1 時
間。商業施設や医療施設も多く、暮らしやすい市です。 
 
●募集期間等  【 募集期間 】 ８月末まで 

※野菜（有機栽培）は随時募集 
 

       【 研修期間 】  ２年間 
４月入講 
※野菜（有機栽培）は随時入講 

 
       【 募集人数 】 若干名 
 
●研修品目  

いちご、にら、アスパラガス、キク、スイートピー、ホオズキ、野菜（有機栽培） 
 

●新規就農者への支援策 
★研修中の住居確保 
 研修期間中の家賃を助成しています。 １万円／月 ※要件有り 
 
★移住・定住支援（コミュニティ創生課、TEL22-3033） 
①新規住宅建設補助:新規の住宅建設費用補助（上限 70 万円） 
②新規住宅購入補助:新規の住宅購入費用補助（上限 110 万円、購入費を含む） 
③改修補助:空き家に居住するために必要な改修費用補助（上限 100 万円） 
④引っ越し補助:住居移転に必要な引っ越し費用補助（上限 20 万） 

※その他にも支援事業がありますので、詳しくは上記担当課に御連絡ください。 
 
★子育て支援 
①さいきっ子医療費助成事業（こども福祉課、TEL22-3180） 

中学校 3 年生までの入院・通院にかかる医療費（健康保険適用分）を一部助成。 

※その他にも支援事業がありますので、詳しくは上記担当課に御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ホオズキの栽培研修】就農コーチと研修生  【いちごの栽培研修】就農コーチと研修生 

 
●連絡先                            
 佐伯市役所 農政課 
 〒876-8585 佐伯市中村南町１番１号 

 
さいきしふぁーまーずすくーる 
 

 TEL：0972-22-3239 FAX：0972-22-3477                  検索            
ホームページ：http://www.city.saiki.oita.jp 
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津久見市ファーマーズスクール 

 

津久見みかんプロジェクト 
～津久見みかんの復興と津久見山椒の振興～ 

 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

  人口約 1 万 8 千人の津久見市は、大分県南東部に位置し、豊後水道に面する海沿い

の市であり、古くからの柑橘産地で、津久見柑橘史によると、その歴史は天保 12(740)

年までさかのぼります。津久見市に残る 11 本の尾崎小ミカン先祖木は、保元 2(1157)

年のもので、昭和 12(1937)年に柑橘では唯一、国の天然記念物に指定されています。 

  耕地は、山地の傾斜地に石積みによる段々畑が広がっており、リアス海岸とのコン

トラストは津久見ならではの光景です。礫質譲土が多く、排水が良好で温暖な気候を

生かした柑橘生産が農業の中心となっています。 

新規就農者は、定年後帰農者が多いものの、近年、関東方面からの移住就農者や親

からの経営継承による就農者等、次世代を担う青年就農者も増えつつあります。 

津久見市では、耕作放棄地解消や継承園地のマッチング等による移住就農者対策と

「津久見みかん」ブランドの復活、新たな農産物（朝倉山椒など）の産地化に向け、

各種事業を展開しています。 

 

●新規就農者への支援策 

    ・農業研修制度：指導農業士や認定農業者等、指導力の高い生産者による栽培技術

習得研修制度（ファーマーズスクール） 

研修期間中の家賃補助（1/2 以内 上限 25,000 円/月）。 

          収穫等を体験してもらう短期研修（3 泊 4 日程度） 

  ・移住等の支援：移住者居住支援事業補助金、新婚世帯・移住子育て世帯家賃補助

金、新築奨励・市内消費喚起事業により移住支援を行います。 

詳細は https://iju-tsukumi.jp/support/ 

・ファーマーズスクール：【研修期間】1 年以上 2 年以内 

【募集人数】3 名 

【募集期間】随時 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    ※尾崎小ミカン先祖木                 ※収穫後の温州ミカン on モノラック 

 

●連絡先 

 

津久見市役所 農林水産課（担当：五十川(ｲｶｶﾞﾜ)） 

  〒879-2435 津久見市宮本町 20 番 15 号 

  TEL：0972-82-9514（直通） FAX：0972-82-9520 

  メール：koji-ikagawa@city.tsukumi.lg.jp 

  ホームページ：http://www.city.tsukumi.oita.jp/ 

 

市公認キャラクター 

【つくみん】 
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竹田市ファーマーズスクール 

農村回帰宣言！『竹田市』 

  【研修品目】トマトまたはピーマン 

  【募集期間】随時 

【募集人数】若干名 

【募集要件】就農予定時の年齢が原則５０歳未満 

【研修期間】令和 4 年 4 月～令和 6 年 3 月（概ね２年間） 

 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

 標高が２５０～７００ｍまでの中山間地域に広がる良質な水稲栽培地域です。露地野菜

や施設園芸・畜産・花き・果樹・椎茸なども盛んで、県内最大の食糧生産拠点となってい

ます。名水１００選にも選ばれるほど湧水が豊富で、岡藩城下町・久住高原・長湯温泉な

どの観光資源にも恵まれていることから、地域資源を有効活用した６次産業化に取り組ん

でいる農家もあります。 

 また、近年では異業種の法人が農業へ参入するケースもありますが、個人についても毎

年数件の就農実績があります。高収益作物としては、夏秋トマト・ピーマンなどの施設園

芸が主となります。 

 

●新規就農者への支援策  

 １ 竹田市ファーマーズスクール 

   「就農コーチ」の下で、「実習」及び「模擬営農」と「座学」の研修を２年間行い

ます。就農コーチ１名につき、研修生１組のマンツーマンでの研修です。 

研修期間中は、要件を満たせば農業人材投資資金（準備型）を活用することもでき

ます。 

研修終了後の就農については、市、県、ＪＡなどの関係機関により農地や施設の確

保、住宅の斡旋などの支援を行います。 

 

 

２ 就農実践研修者家賃助成事業 

   就農実践研修者等が、市内で民間の賃貸住宅（アパートを含む。）を借りる場合、

月額家賃の 1/2（25,000 円上限）について助成を最長２年間行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

●連絡先 

○竹田市役所 農政課農業振興係 

 〒８７８－８５５５ 

  大分県竹田市大字会々１６５０番地 

TEL：0974-63-4805／FAX：0974-63-3990 

E-mail：nourin@city.taketa.lg.jp 
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杵築市ファーマーズスクール 
 

杵築市で就農しませんか？ 
 

●地域、農業及び新規就農者の概要 
 杵築市は大分県の北東部、国東半島の南部に位置し、別府湾に面する海岸地域から山間部 
に至るまで、地形は多様性に富んでいます。 
 本地域の気候は、瀬戸内海式特有の温暖な気候で、平均気温は１６℃程度、年間平均降水量
も約 1,300mm で積雪も少ない地域です。温暖な気候を利用し、施設園芸が盛んで、いちご、み
かん、花きは県内でもトップクラスの産地で高い評価を得ています。 
 「杵築市ファーマーズスクール」では、現在ハウスみかんで２名、スイートピーで 1名、ホ 
オズキ＋ヤマジノギクで 1 名が、就農コーチのもとで研修に励んでいます。今後は、イチゴを 
ファーマーズスクールの研修品目に加える予定としており、準備を進めています。 
 
 新規就農者への支援策 

 杵築市ファーマーズスクール 
（ホオズキ＋ヤマジノギク、トルコギキョウ、輪菊、スイートピー、ハウスみかん） 

募 集 期 限：Ｒ3.12.31 まで 
研 修 期 間：Ｒ4.4～Ｒ6.3（原則 1 期 2 年間） 
研 修 場 所：就農コーチの栽培ほ場 
募 集 人 数：3 組以内（原則 2 名 1 組） 
研 修 内 容：1 年目＝指導を受けながらの実地栽培研修、栽培・病害虫防除講習など 
      2 年目＝研修生による模擬経営研修、就農準備 など 
 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 

 
      ハウスみかん                 ホオズキ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
スイートピー               ヤマジノギク 

 連絡先 
杵築市役所 農林水産課 園芸係 
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築３７７番地１ 
TEL:0978-62-1809  FAX:0978-66-1033 
E-mail: nourin@city.kitsuki.lg.jp  HP:http://www.city.kitsuki.lg.jp/ 
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豊後大野市インキュベーションファーム 

ぶんごおおのでゼロからはじめる農業！！ 

 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

 豊後大野市は、大分県南西部に位置し、大野川及びその支流河川の豊かな水利を利用

した水田地帯と県内屈指の基盤整備された畑作地帯を有しています。 

 夏秋ピーマンの栽培技術の習得を目的とした就農学校（インキュベーションファーム）

を開設し、毎年３組の研修生を募集しています。初期投資が少なく栽培技術の習得が比

較的容易で、平均単価が安定した夏秋ピーマン。卒業した１９組３８名が豊後大野市内

で農業の担い手として活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新規就農者への支援策 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●連絡先 

 

 

 

 

◆研修概要 

【募集期間】令和３年９月末まで 

【募集人数】３組（２人以上/組） 

【募集年齢】５５歳未満 

【研修期間】令和４年１月上旬～令和５年１２月下旬（約２年間） 

【短期研修】令和３年６～９月の間に農業体験研修を行う必要あり 

【研修内容】夏秋ピーマンの栽培技術や農業経営知識を習得するための研修 

◆宿泊施設完備・・・２ＬＤＫ（家賃 12,500 円／月） 

◆就農時の農地及び住居（空き家や公営住宅）の斡旋 ※研修生と話し合いながら決

めていきます。公営住宅の斡旋を優先します。 

◆移住関連補助金・・・持ち家取得助成金、空き家改修補助金等 

◆担い手経営強化対策事業補助金・・・トラクター25ps 以下（最大 100 万円補助） 

◆新規就農者負担軽減対策事業補助金・・・管理機、土壌消毒機等の機械補助 

（最大 30 万円） 

◆パイプハウス資材導入補助・・・事業費の２／３ 

◆大型特殊免許（農耕車限定）・・・研修費用等補助 ※1 人分 

◆未就学児（乳幼児）及び小中学生医療費助成・・・入院・通院・歯科・調剤等の一

部負担金（※医療機関等の窓口での支払なし）入院中の食事代等（償還払い） 

◆農業次世代人材投資資金（準備型）・・・最大 150 万円／人、最長 23 月 

◆中高年移住就農給付金・・・研修期間中最大 100 万円／人、最長 23 月  

※就農予定時の年齢が 50 歳以上 55 歳未満 ※県外移住者のみ 

◆担い手就農支援交付金・・・就農後年間最大 60 万円、最長 3 年間  

※50 歳以上 55 歳以下 

豊後大野市役所 農業振興課 担い手支援係  

〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場 1200 番地 

TEL：0974-22-1001／FAX：0974-22-1426 

e-mail：bo130020@city.bungoono.lg.jp ホームページ https://incubation-farm.jp 

研修施設 

研修ほ場 
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由布市ファーマーズスクール 
 

 

由布市には、魅力的な就農環境がたくさんあります。 
あなたに合った就農スタイルを探してください。 

 
●地域、農業及び新規就農者の概要 

 由布市は、大分県のほぼ中央に位置し、温泉や観光で有名な湯布院、神楽や名水・豊 

かな自然で有名な庄内、大分市に隣接し都市と農村が混在する挾間があります。  

 由布市の農業は、主に水稲、果樹（梨）、施設野菜（ほうれんそう・いちご・トマト・

にら・ほおずき）、露地野菜（白ねぎ・オクラ・ニンニク）、畜産、椎茸、花卉などです。

最近の新規就農者は、湯布院のほうれんそうや庄内の梨、少量多品目野菜等の栽培に取

り組んでいます。 

○研修品目：梨・イチゴ・ほうれん草・有機（多品目）野菜 

○研修期間：１年以上２年以内（研修開始時期、期間等は要相談） 

○募集人数：各品目１～２組 

○募集期間：令和３年３月３１日まで（随時募集中） 

●新規就農者への支援策 

○就農研修者及び研修者等が就農するにあたり、由布市に移住し、生活基盤の確保を図

るための経費に対する補助金として、新規就農者支援事業補助金があり、家賃月額の

1/2 補助（千円未満切捨、上限 25,000 円/月、最大 4 年間）があります。 

○定住促進住宅情報提供制度（空き家バンク）もあります。 

 由布市のホームページに空き家情報を掲載しておりますので、ご利用ください。 

 この空き家バンクを利用して契約が成立した場合は、下記補助もあります。 

 ・少し手を加えれば住める・・・と言った物件を活用してもらう場合 

 『定住促進住宅リフォーム補助金』 

  →リフォーム工事費の 1/2 補助（賃貸借は上限 50 万円、売買は上限 100 万円） 

 ・契約を安心安全に行っていただくため 

 『定住促進住宅利用仲介手数料助成』 

  →不動産業者に支払った仲介手数料の全額を補助（上限 5 万円） 

○家族みんなが由布市に移住したとき、子供たちも安心して暮らせるよう、高校生まで 

 の医療費が全額補助となる医療費助成制度や子育てを応援する地域のサークルなど 

 の子育てに関する支援などもたくさんあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    観光地ゆふいんの田園風景             甘く育った庄内梨 

●連絡先 

由布市 農政課 

  〒８７９－５４９８ 大分県由布市庄内町柿原３０２番地 

  TEL：０９７－５８２－１２９３ FAX：０９７－５８２－１３５９ 

  メール：kanda_minoru@city.yufu.oita.jp 

  ホームページ：http://www.city.yufu.oita.jp/ 
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国東市 

国東こねぎトレーニングファーム 
 

農地と施設の準備された研修所で「社長」を目指しませんか！ 
 

●農業・研修の取組と地域の概要 

大分県の空の玄関口、国東市は、県・市・ＪＡ・生産者部会と連携して総力をあげて

「こねぎ」の生産振興を図っています。 

  永年の経験を踏まえ、農業公社に「国東こねぎトレーニングファーム」を開講し、実

績ある専任指導員を配置し、科学的根拠に基づき「体で覚える研修」を行っています。

年間 30 回を超す栽培実践により、これまでに２２組の研修生が市内でこねぎ栽培を開始

し、地域を担う人材として社長業へ邁進しています。 

 近くには幼稚園、小・中学校があり、さらに暖かく迎え入れる地域性と海・山・温泉

のある環境に恵まれた研修所です。 

 

●新規就農者への支援策 

１ 農業研修制度 

  [募集期間]  令和３年９月３０日まで [募集人数] ２組以内／年 

[研修期間]  令和４年４月１日～令和６年３月３１日（２年間） 

[研 修 費]  無料 

[研修内容]  ・実地研修（栽培、出荷調製） 

・座学研修（栽培基礎、経営基礎、施策制度） 

          ・先進農家及び生産部会での実地研修 

      ・模擬経営の実施 

[研修農場]  ハウス 50a 別に研修生実践用ハウス 16a 

[宿泊施設]  月額 5,000 円（3K、風呂、トイレ、ケーブルテレビ付き） 

[農地及び    ・研修期間中に農地を確保し、ハウスを建設（本人は研修に集中） 

栽培用ハウス] ・ハウスは助成制度を活用し、安価で初期投資の少ないリース料 

で貸与。（一定期間後に本人に譲渡）  

 

２ 空き家活用支援事業補助金（空き家バンク制度を通じて賃貸・売却が成立した方） 

○借家の住宅改修助成（30 万円以上の工事が対象。工事費の 1/2 補助。  

補助上限 50 万円） 

○家財道具処分・仲介手数料を合わせて上限 5 万円。引越費用助成上限 15 万円補助。 

 

 

 

 

                       

  

                         

 

 

 

 

国東こねぎトレーニングファーム研修生      こねぎ研修生座学研修 

 

●連絡先 

国東市役所 農政課農政係 

〒873－0503 国東市国東町鶴川 149 番地 

TEL：0978－72－5167、FAX:0978－72－5182  

E-mail：nousei@city.kunisaki.lg.jp        

公益社団法人 国東市農業公社 

〒873－0503 国東市国東町鶴川 149 番地 

TEL：0978－72－5200、FAX:0978－72－5200 

E-mail：aki-kousya@oct-net.ne.jp 

※国東市 HP の検索ワード：【くにさきこねぎ】で検索 
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九重町ファーマーズスクール（九重町） 
 

人々に恵みをもたらす自然豊かな九重町で農業をしてみませんか？ 

 

●地域、農業及び新規就農者の概要 
 九重町は、大分県の南西部に位置し、標高差のある農地と気象条件を活かしながら、

米を基幹作物として、トマト、白ねぎ、菌床椎茸、原木椎茸、ブルーベリー、肉用牛、

花卉などの生産を行い、豊富で新鮮な食料供給基地としての役割を果たしています。 

 また、雄大なくじゅう連山、たくさんの温泉や日本一の高さを誇る九重“夢”大吊橋、

スキー場など四季折々の美しい自然景観と豊富な観光資源に恵まれています。 

 九重町の自然や人柄に魅了され、移住される方も多く、農業研修をされる方はほとん

ど県外の方です。（現在、福岡より 2 名の方が研修中です） 

●新規就農者・移住者への支援  

◆農業研修制度（ファーマーズスクール） 

[研修内容]  トマト、椎茸の栽培技術や農業知識習得の研修（模擬営農及び座学等） 

[募集人数] 若干名 

[研修期間]  トマト：4 月 1 日より原則 2 年間 椎茸：2 年間（11 月～4 月から開始） 

[募集期間]  トマト：11 月末まで 椎茸：原則 9 月末まで 

 ※研修を受ける方で、要件を満たす方は農業次世代人材投資事業（最大 150 万円/年を 

  最長 2 年間）を給付できます 

◆就農者支援（農用地賃借料助成・小規模機械導入助成） 

認定新規就農者の農用地賃借料及び管理機又は小型トラクターの購入経費を助成

農用地賃借料：1/2 以内で上限 20 万円 小規模機械導入：1/2 以内で上限 10 万円 

 ◆短期研修・長期研修支援 
   短期（通算 2 日以上）及び長期研修（1 ヶ月以上）に係る費用を助成（1/2 以内） 

◆小規模ハウス導入 
小規模の（パイプ）ハウスの導入補助（1/2 以内で上限 20 万円） 

◆移住奨励金 
大分県外から空き家へ入居された方へ奨励金 10 万円を給付 

◆引越補助金 
大分県外から空き家へ住居移転するための引越し補助（20万円を上限に2/3以内） 

◆民間賃貸住宅家賃助成 
民間賃貸住宅で暮らし始めた方に対し、実質家賃の 1/2 を最大 3 年間助成 

（単身世帯 10,000 円/月、同居世帯 15,000 円/月を限度） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  トマトで就農された松田さん夫婦と研修講師    トマトファーマーズスクール卒業式及び入校式 

●連絡先 

         九重町役場 農林課 

         〒879-4895 大分県玖珠郡九重町大字後野上 8-1 

         TEL：0973-76-3804  FAX：0973-76-3840 

         E-mail：nourin@town.kokonoe.lg.jp 
 

お気軽に 

お問い合わせ

ください♪ 
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玖珠町ファーマーズスクール 

 

福岡近郊の「ちょうどいい田舎」玖珠町で寒暖差を利用した 

美味しい野菜（ピーマン・白ねぎ・トマト・きゅうり）を作りませんか？ 
 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

 玖珠町は温泉地の別府市や湯布院にほど近く、大分市内から車で約６０分、福岡・熊本

から約９０分の圏内にあり非常に利便性のいい「ちょうどいい田舎」です。 

農産物作付地域の標高は３００ｍ～９００ｍと高低差があるとともに、日中の寒暖の差

が大きく、甘くて美味しいお米をはじめ、野菜・肉用牛・椎茸の産地として市場で高い評

価を受けています。 

また、大分県の夏秋ピーマンは西日本最大の産地で市場が確立されているため、ピーマン

の新規就農者が増えています。 

 

●新規就農者への支援策                    

１ 「玖珠町ファーマーズスクール（農業研修制度）」 

実践的な栽培・経営管理技術を習得するために、町が認定した研修受入農家（就農 

 コーチ）のもとで原則２年間の研修を実施します。 

・研修品目 ピーマン・白ねぎ・トマト・きゅうり 

・研修期間 原則２年間 ※研修開始時期については要相談 

・募集人数 若干名 ※夫婦等１組２人が望ましい 

・募集要件 就農予定時の年齢が、原則 49 歳以下の者 

・募集期間 随時 

２ 「農業研修生家賃助成事業」 研修期間中の家賃の半額助成（上限 25,000 円/月） 

３ 「パイプハウス設置補助事業」小規模ハウスの新設資材費助成（上限 400,000 円） 

●移住・定住への支援策 

１ 「玖珠町移住者移住支援事業補助金」※県外からの移住者のみ、補助要件を事前確認 

・空き家購入補助（上限 100 万円）・引越補助  （上限 20 万円） 

・空き家改修補助（上限 100 万円）・家財処分補助（上限 10 万円） 

・仲介手数料補助（上限 005 万円）・移住奨励金  （上限 10 万円） 

２ 「医 療 費」 中学生まで無料 

３ 「出産祝金」 第１子第２子 祝品 5 万円相当、第 3 子以降 祝金 10 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      玖珠町で採れる美味しいピーマン         玖珠町のシンボル「伐株山」と白ネギ 

●連絡先 

 

 

 

 

  

玖珠町役場 農林課 農政班 

〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足 268 番地の 5 

TEL 0973-72-7164 FAX 0973-72-0810 

メール：nousei@town.kusu.oita.jp  玖珠町 HP：http://www.town.kusu.oita.jp/ 
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大分広域白ねぎ就農学校 
 

西日本有数の白ねぎ産地大分県で就農しませんか 
 

●地域、農業及び新規就農者の概要 

西日本有数の白ねぎ生産地である大分県。季節に応じて平野部と高原部で栽培され、

県域での周年出荷が行われています。市場からの評価も高い「大分白ねぎ」。 

 JA おおいたでは、この度「大分白ねぎ」の更なるブランド化を目指し、大分広域白ね

ぎ就農学校を開講しました。一緒に白ねぎを栽培してみませんか。 

 

●新規就農者への支援 

・農業研修制度 

【研修期間】：原則として研修開始から２年間  

【研修場所】：大分広域白ねぎ就農学校（大分県豊後高田市）  

【研修内容】：座学研修、圃場実習等  

 

●応募資格 

 1. 研修終了後、就農地に定住し、「白ねぎ」で就農し、大分白ねぎ連絡協議会に加

入すること。 

 2. 就農時５０歳未満であること（応相談） 

   ※夫婦、兄弟、親子等２名以上で就農することが望ましい。 

 3. 当面（できれば２～３年）の生活資金を有し、農業経営開始時に必要な資金調達

ができること。 

 4. 普通自動車第１種免許を有し、研修期間中、車等移動手段を確保できること。 

 5. 自ら主体性を持って学び取る意欲と、就農に対する強い意志、計画性を持つこと。 

 

 

 

  

           

●連絡先 

【相談窓口】JA おおいた北部事業部 園芸課 

【所在地】大分県宇佐市大字四日市 1062 番地-1 

【TEL】0978-32-8703 

【FAX】0978-32-3489 
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FAX  
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「林業ってどんな仕事？」や「就業するには」「研修制度とは」等、何でもご相談 

ください！ 

 

●大分県林業の概要 

  大分県は県土の７０％を森林が占め、その中でもスギ・ヒノキなどの人工林が多く、

令和元年度の素材（丸太）生産量が全国第５位の林業県です。近年では、木質バイオマ

ス発電所や大型合板工場の進出等により木材の需要が増加しており、林業の重要性が高

まっているところです。 

  林業は「植えて、育て、伐って、使う」のサイクルを数十年かけて行うため、様々な

知識や技術が要求されますが、森林を守り育てることは、地球温暖化防止等の森林の働

きを発揮させることにつながる、とてもやりがいのある仕事です。 

   

●大分県の新規就業者への支援策 

＜おおいた林業アカデミー＞ 

  将来的に林業経営を担い得る人材を育成するため、林業への就業希望者に対し、必要  

 な技術・知識を習得する１年間の研修を実施しています。また、安心して研修に専念で 

 きるよう、研修生に対しては国の制度等を活用して給付金を交付しています。 

  

 【対象年齢】令和４年４月１日現在で４３歳未満の方（移住者は４３歳～５３歳未満） 

 【申込期間】第１次募集：令和３年９月１日（水）～９月３０日（木） 

       第２次募集：令和３年１１月１日（月）～１２月１７日（金） 

 【研修場所】大分県林業研修所（由布市湯布院町大字川北） 

  【給 付 金】月額１２．５万円以内          ※詳細は HP 等確認のこと 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    おおいた林業アカデミー（伐採研修）    最新機械（ハーベスタシュミレータ）研修 

 

●連絡先 

大分県農林水産部林務管理課 

  〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

    TEL：097―506-3823 FAX：097―506-1765 
  ホームページ：https://forestry.oita.jp 

林業就業相談（おおいた林業アカデミー） 
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大分県の特産品！しいたけ栽培相談 

 

しいたけ栽培はじめませんか？ 

～森と伝統を守る日本一の原木乾しいたけ～ 
 

● 概要 

  大分県の特産品と言えば“乾しいたけ”！質・量ともに日本一を誇る代表作物です。

しかし、近年後継者不足などの問題により担い手が不足しています。 
原木椎茸は、無農薬栽培、自然の中での作業、作業時期が秋～春、初期投資が少ない

等たくさん利点があります。移住後の経営作物として検討してみませんか？ 
  

● 新規就農者への支援策 

  新規にはじめられる方へのサポート制度が充実しています！ 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●連絡先 

 大分県農林水産部 林産振興室 椎茸振興班 

 〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 

 TEL：097-506-3836 FAX：097-506-1765 

森のほだ場(しいたけの畑)の様子 日本一の乾しいたけ しいたけ研修の様子 

※各制度に別途要件がありますので詳しくは担当までお尋ねください ※5 年目以降も別途施設整備や機械の購入の補助があります 
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