
主催：大分県 共催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
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１ 日時
令和３年９月１８日（土）　１３：００～１６：３０

２ 開催方法
　オンライン　（オンライン会議システムREMOを使用）

３ 日程
時刻 内　　容

12:30 　来場者受付開始

13:00 　開会・挨拶
13:05 　セミナー

　　①おおいた暮らしの第一歩 ～おおいたで叶えよう　自分らしい暮らし～

　　　　砂田 光江　氏（認定NPO法人ふるさと回帰支援センター　移住コンシェルジュ）

13:15 　　②大分県への移住就農体験談
　　　　名城 優子　氏（国東市在住・こねぎ農家）

13:40 　　③大分県の就農支援制度について
　　　　大分県農林水産部新規就業・経営体支援課

13:50 　個別相談会諸連絡
　

14:00 　個別相談会
　 ◆注意事項
　　・相談は１ブース25分の交代制とします。
　　　　相談時間割　①14:00～14:25　②14:30～14:55
　　　　　　　　　　③15:00～15:25　④15:30～15:55
　　　　　　　　　　⑤16:00～16:25
　　・相談は事前予約のある方を優先します。
　　・事前予約をされていない方は案内所ブース（予約受付）
　　　にて、相談可能なブースを案内いたします。
　　　（案内所ブースをダブルクリックして移動下さい。）

16:30 　閉会

プログラム
おおいた就農・就業応援フェア×第５回おおいた暮らし塾in東京

No. フロア ブース名 品目等

ー １Ｆ 案内所（予約受付） 画面上方に3ヶ所設置しております。
ブースの予約はこちらでお願いいたします。

1 １Ｆ 移住総合相談
大分県

県内移住相談全般

2 １Ｆ 雇用総合相談
おおいた産業人材センター

雇用就職案内、職業紹介

3 １Ｆ 別府市（移住相談） 移住相談全般

4 １Ｆ 中津市（移住相談） 移住相談全般

5 １Ｆ 中津市（就農相談）
中津梨学校

梨

6 １Ｆ 日田市（就農・移住相談）
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+移住相談全般

7 １Ｆ 佐伯市（就農相談）
佐伯市ファーマーズスクール

いちご、アスパラガス、にら、施設柑橘、花き、
有機栽培（野菜）

8 １Ｆ 佐伯市（移住相談） 佐伯市移住相談全般

9 １Ｆ 臼杵市（就農・移住相談）
臼杵市ファーマーズスクール

ピーマン・有機野菜+移住相談全般

10 １Ｆ 津久見市（就農相談）
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）

11 ２Ｆ 竹田市（就農・移住相談）
竹田市ファーマーズスクール

トマト、ピーマン+移住相談全般

12 ２Ｆ 杵築市（就農相談）
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

13 ２Ｆ 豊後大野市（就農相談）
インキュベーションファーム

ピーマン

14 ２Ｆ 由布市（就農相談）
由布市ファーマーズスクール

梨・いちご・ほうれんそう・有機（多品目）野菜

15 ２Ｆ 国東市（就農・移住相談）
国東こねぎトレーニングファーム

こねぎ+移住相談全般

16 ２Ｆ 日出町（移住相談） 移住相談全般

17 ２Ｆ 九重町（就農相談）
九重町ファーマーズスクール

トマト、椎茸（生・乾）

18 ２Ｆ 九重町（移住相談） 移住相談全般

19 ２Ｆ 玖珠町（就農相談）
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

20 ２Ｆ 玖珠町（移住相談） 移住相談全般

21 3F 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）

22 3F 大分県広域白ねぎ就農学校 白ねぎ

23 3F 大分県肉用牛定休型ヘルパー 肉用牛

24 3F おおいた林業アカデミー 林業就業

25 3F しいたけ版ファーマーズスクール 乾椎茸

26 3F 就農総合相談①
大分県農業農村振興公社

農業全般、農業法人雇用就農

27 3F 就農総合相談②
大分県農業農村振興公社

農業全般、農業法人雇用就農

28 3F 就農総合相談③
大分県農林水産部新規就業・経営体支援課

農業全般

相談ブース出展団体一覧



おおいた就農・就業応援フェア
×第5回おおいた暮らし塾

日時 令和3年9月18日(土) 13:00 16:30

大分県ってどんなところ？

～大分県の魅力！ここがおすすめ！～

大分県ってどこにあるの？

大分～大阪・・・飛行機で１時間
大分～福岡・・・電車で２時間

地域によっては
福岡空港・北九州空港
熊本空港が近い

四国や本州※山口県に
日帰りできる

大分空港はアジア初の
水平型宇宙港

・気候は温暖。過ごしやすい。
大分市の平均気温は東京より＋1℃

・温泉は、源泉数・湧出量ともに日本一。
源泉数・湧出量の、日本の１割以上が大分にある！
地球上に存在する泉質１０種類のうち８種類がある。

・夏も冬も楽しめる
九州本土最高峰：中岳１,７９１ｍ
サンゴ北限地 ：深島

スキー場もあるよ！

(2)



どんなふうに過ごす？

～大分県の魅力！ここがおすすめ！～

自然が
近い

歴史
文化

移住支援について

相談窓口

～移住前に必ずご相談を～

(3)



仕事を見つける
・就職相談窓口 おおいた産業人財センター

・起業相談窓口 おおいたスタートアップセンター

・農林水産業相談窓口 大分県農林水産部

農業・・・・・新規就業・経営体支援課 担い手確保班
しいたけ・・・林産振興室 椎茸振興班
林業・・・・・林務管理課 林業経営支援班
水産業・・・・水産振興課 資源管理班

移住支援
•オンラインツアー 暮らし編＆お仕事編

•おおいた移住オンラインサロン 毎月第1、3水曜日20時～

•大分移住手帖
•お試し移住

移住情報は
大分県移住・交流ポータルサイト
「おおいた暮らし」

事前に市町村に
確認をしましょう！

おおいた暮らし

おおいた暮らし倶楽部
●月1回、メルマガで移住情報をお届け！

●お得な各種割引
レンタカー、宿泊施設、引越など

～大分への移住を希望する方へ～

登録無料！

お手元に
会員証が届きます

今後予定している相談会
10月2日(土)、3日(日)
JOIN移住・交流＆地域おこしフェア2021

10月16日(土)、17日(日)
第17回ふるさと回帰フェア2021

11月6日(土) おおいた暮らし塾

おおいた暮らし塾は
大阪、福岡でも開催しています。

相談会の最新情報は
移住・交流ポータルサイト
「おおいた暮らし」で確認を

毎月相談会を
開催中！

(4)



ご清聴
ありがとうございました

(5)



1

名前 名城 優子（54歳）

出身地 兵庫県西宮市

前職 会社員

家族 パートナー、山羊4頭

経営の概要

• 国東市安岐町大添地区
• 栽培品目 ： こねぎ

• 土耕栽培 ： ハウス周年栽培

• ハウス面積 ： 1ha（45棟）
• 農機具 ： 軽トラ、管理機、播種機、動力噴霧器

2

圃場

（追加）
水稲 20a

3

私 睡眠 朝
食

収穫
農作業
・経理など

昼食
・自由

自家調整
選別

夕食
その他

睡眠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

パート
ナー

睡眠 朝
食

収穫
自家調整
根洗い

昼食
・自由

農作業
夕食
その他

睡眠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(6)



4

ポイントは つ

5

作物作物作物

こねぎは周年栽培。
ハウス１棟で年３回の収穫が可能。

23棟の場合は、年間約70棟分の収穫が
可能。

害虫や台風などで収穫ができない場合で
も、早期にやり直しができる。

6

作物作物出荷

メリット デメリット

共同調整場がある 栽培に専念できる 作業委託料が発生

共同調整場がない 調整委託分の利益が増える 自家調整の必要

こねぎの調整作業は、
非常に労力と時間がか
かるが、国東市は共同
調整場があるため、根
洗いや皮むきなどの調
整作業を委託できるの
で、生産者は栽培に専
念することができる。

7

作物作物販売

ＪＡおおいたでブランド化された「大分味一ねぎ」
として出荷できる。

東京や大阪のスーパーへの
販路があり、全量出荷が
可能である。

(7)



8

作物作物研修
（実技）

研修期間は１年間。卒業後、すぐに就農が可能。
宿舎もあり（今後は2年間）

播種（種まき）から収穫・出荷調製まで体系的に
専任指導員に教えてもらえる。年間３０作ほど栽培。

市内の優良農家での研修が組み込まれており、法人
や個人の色々な経営方法・栽培方法を見聞きするこ
とができる。

9

作物作物研修
（座学）

講師
県普及指導員、市税務課職員、農協営農指導員
の方など

栽培技術
7回

・農薬、肥料設計、土壌改良、灌水技術など

農業機械
2回

・農業機械の構造、機械整備実習

経営
5回

・経営計画、減価償却、ライフプランと損益分
岐点など

制度・その他
6回

・支援制度、資金調達、税務申告、安全管理な
ど

10

作物作物農地

自分で土地を探す必要がない！

国東市と国東市農業公社が連携し地域を
取りまとめて土地を確保し、中間管理機構
事業を活用して賃借される

11

作物作物施設

就農時に、一人当たり16棟から23棟の
ハウスが持てる。（基本50a）

ハウス・設備など仕様を相談して決定。
国東市農業公社が建設し、14年間の
リースとして契約。リース完済後は、
就農者の資産となる。

リースのため、初期投資がかからない。

(8)



12

販売額（こねぎ）

2019年績
（6月中旬～12月末）

2020年実績 2021年予定

810万円 1480万円 1600万円

2019年 全量を共同調整場に委託。JA関連経費で約6割以上を占める

2020年 GW明けから従業員を雇用し、収穫の半分が自家調整となる

2021年 自家調整の比率を7割以上まで上げた

今後 全量自家調整できるように雇用を拡大する

13

1か月の生活費（2名）

家賃 15,000円

光熱費

水道（井戸水） 0円
電気 約7,000円
プロパンガス（ガスコンロ） 約2,500円
灯油（風呂）約1,000円
下水道は合併浄化槽のため無料

計 10,500円

食費 30,000円

その他 30,000円

合計85,500円

国民年金、国民健康保険が別途必要

14

15

国東市の場合（市外から転入）

①住宅改修 50万円まで（対象経費の1/2まで）
ただし、市内の事業者が改修工事を行うこと

②家財道具処分等 5万円まで

③引越費用補助 15万円まで

④移住奨励金 ①～③の申請をした場合、1人につき5万円、
1世帯上限10万円の移住奨励金が加算されます

(9)



16

生活スタイルが自分に
合っている

・自然との闘いはストレスなし
・目標は自分で決められる
・やっぱりものづくりは楽しい！
・なんだかんだ言って地域の人が助けてくれる

(10)



令和3年9月18日（土）
大分県新規就業・経営体支援課

このような方は、ぜひ御相談ください

①農業を始めたい方へは①農業を始めたい方へは

②農業法人に就職したい方へは②農業法人に就職したい方へは

③農林水産業に興味がある方へは③農林水産業に興味がある方へは

◎各市町等の研修・支援制度等についてご説明します。◎各市町等の研修・支援制度等についてご説明します。

◎法人等の求人情報についてご説明します。◎法人等の求人情報についてご説明します。

◎大分県内の農林水産業の情報等についてご説明します。◎大分県内の農林水産業の情報等についてご説明します。

それ以外にも聞きたいことがありましたら
お気軽に、御相談ください

ブドウ ニラ

かぼす

トマト みかん

白ねぎ いちご

ナシ

こねぎ

温暖な海側寒冷な山側

温暖な平坦地から標高900ｍの冷涼な高冷地まであり、
地域に適した様々なスタイルの農業が営まれています。

ピーマン

上記赤線部分の断面

雇用就農者

137人 個人経営体

28人

法人経営体

109人
その他経営体

45人

企業参入関係

64人

新規就農者

290人

自営就農者

153人
【内訳】

17名
野菜 85名(トマト14、ピーマン33、いちご8

白ねぎ4、こねぎ9 など）
果樹 24名(みかん2、なし4、ぶどう1 など)
花き 5名、畜産 15名、その他 9名

(11)



農業経営者になる

図 新規就農者の就農実態に関する調査結果（全国新規就農相談 センター調）

大分県には就農までを
しっかりサポートする
研修制度があります。

新規就農者が特に苦労したこと
農業技術の習得
農地･住宅の取得
資金の確保

就農学校（運営 JA等）

場所 研修専用施設
品目 県の推進品目
期間 １ ２年間
内容 実地・座学・模擬経営

ファーマーズスクール（運営 市町）
場所 農家の農園
品目 県や市の推進品目
期間 １ ２年間
内容 実地・座学・模擬経営

就農する市町で研修をするので、
研修中に培った人脈が活きてきます！

※初期投資･生活資金として自己資金は必要です

研修内容（一部）

ビニールハウスの建込、栽培管理、機械操作

〇新たに農業を始めようとする方が技術を学び、スムーズに就農できるよう、
地域の主要農産物の研修施設･制度を整備しています。
〇就農に向けた農地確保や施設取得、融資の相談も研修期間中にしっかり
サポートします。

〇各研修機関では事前に短期研修を行っているので、適性を判断できます。

国東市

大分市

竹田市

日出町

杵築市

由布市
別府市

臼杵市
津久見市

佐伯市

九重町

玖珠町
日田市

中津市

宇佐市

姫島村

豊後大野市

豊後高田市
●大分 味一ねぎ トレーニングファーム（こねぎ）

●宇佐市ＦＳ（ぶどう）

●中津市梨学校

●日田市ＦＳ（梨、えのき茸、
チンゲンサイ、ぶどう）

●玖珠町ＦＳ
（ピーマン、白ねぎ、トマト、キュウリ）

●九重町ＦＳ
(トマト、椎茸（生・乾）、梨）

●由布市ＦＳ
（梨、ほうれんそう、いちご、ナス、

多品目露地野菜）

●竹田市ＦＳ（トマト・ピーマン）

●豊後高田市アグリチャレンジスクール「新規就農コース」
（白ねぎ、花き、肉用牛、ぶどう、柑橘など）

●国東こねぎトレーニングファーム

●国東市ＦＳ（ミニトマト、七島イなど）

●杵築いちご学校

●杵築市ＦＳ
（ハウスみかん、輪菊など花き）

●大分市ＦＳ
（いちご、ニラ、ピーマン、パセリ）

●臼杵市アグリ起業学校（ピーマン）

●臼杵市ＦＳ
（ピーマン､露地野菜(有機野菜)､いちご）

●津久見市ＦＳ
（ハウスみかん、温州みかん､

柑橘類(不知火、サンクイーン)、
カボス)

●佐伯市ＦＳ
（いちご、アスパラガス、ニラ、

施設柑橘（みかん）、輪菊など花き）
野菜（有機栽培）

●大分広域白ねぎ就農学校（白ねぎ）

就農学校 ファーマーズスクール(ＦＳ)

●インキュベーションファーム
（豊後大野市 ピーマン）

●大分ピーマンファーム

●ウーマンメイク・アグリカレッジ

その他研修施設
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●非農家出身
●農業経験無し
●インキュベーションファーム
（豊後大野市）で２年研修
●現在就農６年目

◎Ｈ２２～Ｒ2までの研修生数

２８4名(就農２２３名)
※残りは研修中

↓
◎県外からの研修生･就農者

１６３名

就農時
年 齢

就農前研修 新規就農後

５０歳
未満

県
内
・
県
外

５０歳
以上
～

５５歳
未満

県
外

－

【農業次世代人材投資資金 準備型】
・最大１５０万円／年交付
・最長２年間
・国１０／１０

【大分県親元就農給付金 準備型】
・最大１５０万円／年
・最長１年間
・県１／２、市町１／２

【農業次世代人材投資資金 経営開始型】
・１～３年目まで１５０万円／年交付
・４，５年目は１２０万円／年交付
・最長５年間 ・国１０／１０

【大分県親元就農給付金 開始型】
・最大１００万円／年

・最長２年間 ※準備型給付期間含む

・県１／２、市町１／２

【中高年移住就農給付金 準備型】
・最大１００万円／年
・最長２年間
・県１／２、市町１／２

《給付対象者》
・就農予定時の年齢が50歳以上55歳未満
・県外からの移住者（移住後１年以内）
・県が認める研修機関で研修を受ける

※その他多くの交付要件や審査がありますので、お問合せください。

県支援策

国支援策

農業法人に就職する

• 企業へ就職し、固定給を得るという視点
は他産業と同じ。

• 近年の農業法人の経営スタイルは多様化
しており、栽培だけでなく加工や営業の
業務が選択できる場合がある。

• 法人で経験を積んで独立するケースも。

• 他産業での経験が活かせる場合も多い。

農業法人に就職すること

(13)
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大分県内の農業法人数の推移
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農業への企業参入実績

【参入企業が取り組んでいる農産物】
①露地野菜 102、②施設野菜 95、③しいたけ 45、④果樹 51
⑤米麦等作業受託 41、⑥畜産 34、⑦花き 10、⑧茶 7、⑨その他 17

大分県内の農業法人数の推移、農業への企業参入実績

R2までの実績 計 県外104社、県内213社

20
22

979

農業法人への就職相談窓口について

大分県では
様々な形で
・相談対応
・情報発信
をしています

是非ご活用
ください！
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