
市町村名 事業名 対象者 支援措置の内容 募集期間 募集人数 HPアドレス 窓口・問い合わせ先

週末ファーマー体験講座
野菜栽培に興味がある方
新たに農業経営を始めたい方

畑で農作物を生産し、出荷するまでの実地体験及び講
座

毎年度４月上旬か
ら下旬

１０名 －
農業振興室

TEL：０２４-５２５-３７２６

農地流動化支援事業
（新規就農者対象分）

新規就農者
（農地法に基づく農地の利用権を
得た者）
※対象農地は、福島市農業振興
地域内の農地

農地法（第3条）に基づき貸借した農地の年間賃料の１/
２（年間上限１００千円、最長３年間）

随時 － －
農業振興室

TEL：０２４-５２５-３７２６

伊達市就農支援事業

１  伊達市在住者
２  ６５歳以下
３  就農して５年以内の者、又は新
たに就農しようとする者
４  農業に年間１５０日以上従事す
ると見込まれること
５  今後５年以上農業に従事すると
見込まれること

支援内容：農業生産法人等と委託契約をし、支援対象
者に先進的な農家を紹介して、農家経営や栽培技術等
の指導を行う。
委託料：
（１）就農者支援（半日支援と１日支援を就農者が選択）
１か月５日以上の場合  ６００円／１時間（ただし、半日は
３時間以上、１日は６時間以上の実働時間として、１か月
９７千円を限度とする。
（２）就農者受入農家支援
１か月１０日以上の半日研修  ２５千円
１か月１０日以上の１日研修   ５０千円
（ただし、農業研修は1日最大６時間とし、１か月５万円を
限度）
支援期間  ：３年間

随時 2名 －

伊達市新規就農者支援金
１  伊達市在住者
２  市内で新規に就農した者
３  伊達市青年等就農計画認定者

支援内容：新規就農者に対し支援金を交付
支援額：年間100千円
支援期間：２年間

随時 3名程度 －

桑折町
桑折町新規就農者経営活
動支援金事業

以下の条件を全て満たす者
・桑折町内に住所を有すること
・町内に新規に就農したものであ
ること
・年齢満４０歳以下であること
・農業に年間１５０日以上従事する
こと

○経営活動支援金支援期間    ３年
○場所   町内
○支援内容
新規就農支援金として年額６万円を３年間にわたって助
成金を交付する

随時 予算範囲内 －
産業振興課農林振興係

TEL：024-582-2126

国見町
国見町経営開始支援資金
貸付制度

・町が認定就農者と認めた者
・国見町に居住している者
・Uターン、新規学卒者は１８歳以
上４０歳未満
・新規参入者は１８歳以上５０歳未
満
・就農開始が１年以内

・貸付額     ７０万円以内
・貸付内容
新規就農に必要な技術の習得、条件整備等に要する資
金
・償還
貸付けから5年後の経営が一定の要件を満たしていると
町長が認めた場合は償還免除  資金利用は１回のみ

随時 若干名 －
産業振興課産業振興係
TEL：０２４-５８５-２９８６

二本松市
二本松市新規就農者研修
支援事業

新規就農者（市外からの転入者で
市内で新たに農家として経営を始
める満18歳から満50歳までの者）
又は、農業後継者（市内に居住
し、自家農業経営の後継者として
農業を継承する者であって、満18
歳から満50歳までの者）を農業技
術習得に取り組む研修者として受
け入れ、農業技術を指導する団体
に対し、二本松市担い手育成総合
支援協議会が審査し、市長が適当
と認めた団体に対し補助金を交付
する。

（１）新規就農者の研修期間中の居住確保のための家
賃補助・・・月額家賃の半額（ただし月額２５千円限度）
（２）新規就農者の研修期間中の安定した生活の維持の
ための生活費補助・・・１人につき月額７０千円
（３）新規就農者及び農業後継者に対して農業技術指導
をする受入農家の確保のための技術指導費補助・・・１
人につき月額３０千円
（４）補助事業を実施するために要する事務費用の一部
を補助・・・１団体年額５０千円

予算内締め切り －
http://www.city.nihonm
atsu.lg.jp/

農政課
TEL：０２４３-５５-５１１６

本宮市
認定農業者育成事業補助
金

認定農業者を含む団体、組織
新規就農者を含む場合は補助率（２／１０）を１割増。
（機械購入補助）

５/１～６/３０ － －
農政課

ＴＥＬ：０２４３-２４-５３８５

大玉村
大玉村農業後継者育成事
業

大玉村内に居住し、農業に従事し
将来農業経営を継承する20歳以
上50歳までの者で、貸付審査会の
認定を受けた者。

大玉村が融資預託し農協が行う農業後継者育成資金に
対し利子補給を行う。
１）大玉村農業後継者資金貸付事業
・融資事業主体：JAふくしま未来大玉支店
・貸付条件：農業経営に必要な種苗、家畜、資材、機械
及び施設の設置（土地の購入を除く。）等に要する経費
・貸付金額：総事業費の80%以内
・限度額：（一般）500万円  （特認）1,000万円
・貸付利率：農業近代化資金貸付利率に0.5%を加えた額
・償還期限：10年以内（うち据置期間2年以内）
２）農業後継者資金利子補給事業
・利子補給額：農業近代化資金基準金利プラス
1%と後継者負担率との差額を農協に利子補給する。

春：4/17～5/15
秋：10月頃（予定）

－
https://www.vill.otama.
fukushima.jp

産業課農政係
TEL：０２４３-２４-８１０７

農業参入支援事業 都市部の就農希望者
「新・農業人フェア」を出展時に郡山市へ定住、就農情報
を提供する

－ － －
農業政策課

TEL：024-924-2201

こおりやま園芸カレッジ
新たに園芸で郡山市内に就農す
る１８歳以上６０歳以下の方

・野菜
・花卉の栽培技術を学ぶ研修会
・年間１５５日
・農業次世代人材投資資金（準備型）対応

平成３１年度研修
生を平成３０年12
月中旬から平成３
１年1月中旬まで募

集

3名程度

https://www.city.koriya
ma.fukushima.jp/
郡山市ウェブサイトか
ら  「郡山園芸カレッジ」

で検索

園芸振興センター
TEL：０２４-９５７-２８８０

郡山市

新規就農者受入れのための市町村段階の支援事業について

　　　　　　　　　　　　福島県青年農業者等育成センター  　（平成３０年４月１日現在）

福島市

伊達市
農政課

TEL：024－577－3173



小野町
夢のある農業者育成推進
事業

○対象者
・新規就農者及び転職者Ｕターン
者等
・農業研修生に対しても新規就農
者と同様に扱うものとする
○年齢条件あり  ５０歳以下

新規就農者に対し､就農後１年を経過したときに １００千
円､２年経過したときに２００千円､３年を経過したときに３
００千円の計６００千円を支援金として交付する

通年 制限なし
http://www.town.ono.fu
kushima.jp/

産業振興課
TEL：０２４７-７２-６９３５

田村市 新規就農奨励事業

以下の要件を全て満たす者
・田村市内に住所を有する者
・田村市長より就農計画の認定を
受けた者

新規就農者に対し､就農後１年を経過したときに
１００千円､２年を経過したときに１００千円､３年を経過し
たときに１００千円の計３００千円を支援金として交付す
る。
最長３年（ただし、農業次世代人材投資資金（経営開始
型）を受給している者は除く。）

通年 － －
産業部農林課農政係

TEL：０２４７-８１-２５１１

三春町
三春町新規就農者応援給
付金

・青年等就農計画の認定を受けた
者
・認定時の年齢が６５歳未満の者

認定時に３０万円、認定から１年経過したときに　２０万
円、２年経過したときに１０万円を交付する。

通年 ３名
http://www.town.mihar
u.fukushima.jp/

産業課
ＴＥＬ：０２４７-６２-２１１２

須賀川市
新規就農者経営開始支援
事業

須賀川市長より青年等就農計画
の認定を受けた認定新規就農者
で、その就農区分がＵターン就農
者、新規学卒就農者及び新規参
入者である１ ５歳以上５０歳未満
の須賀川市内において新規就農
した者

営農確立のために必要な資格の取得、又は技術の習得
並びに資質の向上を図るのに必要な資金の一部を経営
開始支援資金として貸し付ける※5年間就農し、経営須
賀川市目標を達成すれば償還免除
○貸付限度額  ４０万円以内

随時 ５名程度 －
産業部農政課農政係

TEL：０２４８-８８-９１３８

鏡石町
農業次世代人材投資資金
（準備型・経営開始型）町
上乗せ補助

農業次世代人材投資資金（準備
型・経営開始型）受給者

準備型・経営開始型ともに給付金の１／１０ 随時 不定
https://www.town.kaga
miishi.fukushima.jp/

産業課
TEL：０２４８-６２-２１１８

天栄村
農業経営者育成資金利子
補給

村内に居住し、現在農業に従事し
て、農業経営を実質的に経営する
者

農業経営者育成資金に対する利子補給償還元金の1％
の額

適宜相談 － －
産業課

TEL：０２４８-８２-２１１７

新規就農希望者への就農
相談

新規就農者への就農相談を実施
・対象者は、町内で就農する農業
者であれば年齢等条件は不問

町の農業専門員による就農相談 随時 －

新規就農者経営確立支援
事業

下記の要件を全て満たすもの
・石川町に住所を有する１８歳以上
４５歳未満である者
・町長より就農計画の認定を受け
た者で５年以上就農することが確
実である者
・最低１年間の生活費に相当の貯
蓄がある者

①　研修教育費の助成（1年間限度）
・新規参入者：５万円／月
・Ｕターン者、新規学卒者：２万円／月
②　農地借地料の助成（３年間限度）
・農地借地料の８０％
③　農業機械・施設リース料の助成（３年間限度）
・農業経営開始に必要な機械・施設を導入したリース料
の１／２　上限２０万円／年
④　住宅棟賃借料の助成（３年間限度）
・住宅を借りて就農する際の住宅等賃料の８０％助成
（上限２４，０００円／月）

通年 不定

①  農地の賃借料１／２を５年間奨励金として交付 随時 不定 －

②  経営開始後､最初に取得した施設等にかかる固定資
産税相当額を３年間奨励金として交付

随時 不定 －

③  農用地等の購入資金及び経営開始年度から２年以
内に借入れた家畜導入資金に対し､その借入額の１/５､
５，０００千円を限度に補助金を交付する

随時 不定 －

④ 農業経営に必要な資金として借入れた制度資金の利
子について､その３／５を借入年度から７年間利子補給
する 対象となる制度資金の限度額は５，０００千円

随時 不定 －

⑤ 土地､施設等の斡旋 随時 不定 －

⑥ 村長が特に必要と認めた場合は､農業機械のﾘｰｽを
行う

随時 不定 －

施設園芸参入支援事業補
助金

村内在住者で新規施設園芸参入
者及び認定農業者

ビニ－ルハウス設置に要する経費の１／２で上限１６２
万円（税込）

前半10月～12月 予算範囲内 －

２０坪ハウス設置事業補助
金

村内在住者でハウス栽培に意欲
のある女性就業者（概ね４０～６０
歳）及び会社等を退職された方
（概ね５５～６５歳）で５年以上継続
して栽培可能な方

２０坪（３間×７間）程度のビニ－ルハウス設置に要する
経費の１/３

随時 予算範囲内 －

玉川村
産業振興課

TEL:０２４７-５７-４６２７

石川町 －
産業振興課農政係

TEL:０２４７-２６-９１２６

平田村
平田村新規就農者誘致特
別措置条例

（１）心身共に健康で原則として経
営責任者の年齢が概ね１８歳以上
５０歳未満の者、又は概ね１８歳以
上５０歳未満の共同経営を行う者
が３名以上農業経営に参画する者
（２）近代的農業経営を維持・管理
する能力又は経験を有する者
（３）前各号に満たない者であっ
て、特に村長が認めた者

産業課農林管理係
TEL:０２４７-５５-３１１５



古殿町
戦略的産地づくり総合支
援事業

認定新規就農者
営農組織
法人

農業関連設備整備に対し、補助率７／１０の補助を行う 随時 予算範囲内
http://www.town.furud
ono.fukushima.jp

産業振興課
TEL：０２４７-５３-４６１３

がんばる農業後継者激励
金

・市内に住所を有し、専業的に農
業に従事しており、他に恒常的な
勤務先を持たない者
・当該年度の４月１日における年
齢が満４５歳未満である者
・各種学校卒業後明確な就農実績
が無く、当該年度内に就農２年を
経過し３年目にある農業者の内、
引続き農業を続けることが明確で
ある者に１回交付

・新規就農者激励金  １人当たり５万円 随時 － －

産業部農政課
（農業振興係）

TEL：０２４８-２２-１１１１
内線２２２４

がんばる新規就農者支援
事業

・補助金の交付の対象は、白河市
から青年等就農給付金の給付を
受けている者とする。

・新規就農者が、その経営が不安定な就農初期段階に
おいて、安定的かつ計画的に営農に臨めるよう、自ら定
めた経営目標の達成のために必要な農業用機械等を導
入する取組に対し、予算の範囲内において補助金を交
付する。
・補助金の額は、交付対象者1人（夫婦で青年等就農給
付金の給付を受けている者にあっては１組。）につき、１
５０万円とする。ただし、交付対象経費の額が１５０万円
に満たない場合は、当該交付対象経費の額を補助金の
額とする。

随時 5名 -

産業部農政課
（農業振興係）

TEL：０２４８-２２-１１１１
内線２２２４

人・農地相談センター支援
事業

・市内の農業従事者
・白河市内での就農を希望する者

・農業経営力強化に関する相談、農地の貸借に関する
相談、認定農業者になりたい、集落営農等の組織化・法
人化を進めたい、新たに農業を始めたい、などの相談に
専門指導員が応じる。
・集落説明会の開催、地域での話し合いへの参加、営農
指導、「多面的機能支払交付金」申請等の事務手続きの
支援を行う。

随時 －
http://www.city.shiraka
wa.fukushima.jp/page/p
age000213.html

産業部農政課
（農業振興係）

TEL：０２４８-２２-１１１１
内線２２２４

しらかわ農業未来塾の活
動支援

しらかわ農業未来塾
・市内の新規就農者
・原則年齢が満45歳未満である者
で構成

・しらかわ農業未来塾では、青年就農者を対象とした経
営に関する学習会、先進農業施設・先輩農家への視察
研修など随時行っている。
・市内の新規就農者を対象に、しらかわ農業未来塾の活
動を周知し、若手の農業者同市のつながりを深め、地域
で知識や情報を共有することを目的とし、参加を促す。

随時 － －

産業部農政課
（農業振興係）

TEL：０２４８-２２-１１１１
内線２２２４

白河市フロンティア農業ア
クション支援事業

・市内に住所を有する農業者を構
成員として含む農業者団体。（市
内の認定農業者である農業法人も
構成員として含めます。）
・市内の農事組合法人
・市から他に団体補助を受けてい
ない団体・法人

・農業者で組織する団体等が農作業の省力化による経
営改善を推進するとともに、次世代を担う農業者に農業
技術を継承することを目的として、農業の先進技術や取
組などを視察研修する活動に対して補助するもの。
・日帰り視察研修：上限　１，５００円／人
（白河市に住所を有する農業者・法人）
・宿泊を伴う視察研修：上限　６，０００円／人
（白河市に住所を有する農業者・法人）
※視察研修に参加するために支払う１人当たりの参加
負担金の額が補助上限額に満たない場合は、当該参加
負担金の額を補助金額とします。

随時 － －

産業部農政課
（農業振興係）

TEL：０２４８-２２-１１１１
内線２２２５

西郷村
西郷村新規就農者支援事
業

西郷村長より就農計画の認定を受
けた西郷村内在住者

機械整備、研修、資格取得等への支援（最大、 60万円、
1回限り）

随時 若干名
http://www.vill.nishigo.
fukushima.jp/

農政課
TEL：０２４８-２５-１１１６

会津若松
市

戦略的農業経営確立支援
事業
（施設園芸農業経営支援
事業）

生産者団体生産者
（新規就農者含）

○アスパラガス、トマト、キュウリ、イチゴ、トルコギキョ
ウ、ミニトマトの新規作付、規模拡大のための施設導入
に必要な経費の一部を支援
・補助率  新規就農者の割合  ３/１０（上限１００万円）
○上記６品目の施設栽培における灌水用の井戸の掘削
にかかる費用の一部を支援
・補助率  新規就農者の場合  ３/１０（上限６万円）

随時 － －
会津若松市農政課

TEL：０２４２-３９-１２５３

猪苗代町 猪苗代町新規就農事業

・町外から転入し、本町農業に従
事する意欲を十分に持っている概
ね６０歳未満の者
・町新規就農者認定審査会が認め
る先進農家等で1年程度の農業研
修を有し当該農家からの推薦を受
けた者
・５か年の営農計画書（就農計画
書）を提出し、町長が町認定就農
者と認めた者（町新規就農者認定
審査会において審査する）
・補助期間は、新規就農事業補助
対象者となってから３年以内
・補助金の交付を受けてから ５年
以内に離農した場合は、補助金の
全部又は一部を取り消し、返還を
求める場合がある。

≪新規就農者住宅賃借料補助事業≫
住宅・農作業場の家賃1か月の２分の１以内（上限２５千
円）の補助
≪新規就農者農地賃借料補助事業≫
 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき設定さ
れた賃借権の賃借料の２分の１以内（上限１０a当たり１
０千円）の補助
≪新規就農者研修補助事業≫
１経営体１か月５０千円

随時 予算 範囲内 －
農林課

TEL：０２４２-６２-２１１６

白河市



喜多方市
新規就農者経営確立支援
事業

①農業次世代人材投資事業（準備
型）の対象とならない４５歳未満の
就農希望者
②就農希望者又は認定新規就農
者
③認定新規就農者
④就農希望者又は認定新規就農
者
⑤農業次世代人材投資事業（経営
開始型）の対象とならない４５歳未
満の認定新規就農者（農家後継者
等）
⑥市外より新規参入した認定新規
就農者

① 就農準備段階の研修期間を支援
５万円／月（上限１０月、1年間）
② 農地賃借料に要する経費を支援
農地賃借料の８０％以内（上限３０万円、３年間）
③ 小農具や小規模な園地整備を支援
事業費の１／２以内（上限５０万円）
④ 住宅賃借料に要する経費を支援
家賃月額の８０％以内（上限２７千円/月、３年間）
⑤ 経営開始初期段階を支援
○１年目：５万円／月×上限１０月
○２年目：４万円／月×上限１０月
○３年目：３万円／月×上限１０月
⑥空家の改修等に要する経費を支援
平地：事業費の1/2以内(上限750千円)
中山間地：事業費の2/3以内(上限1,000千円)

随時 － －
産業部農業振興課
TEL：0241-24-5277

市町村名 事業名 対象者 支援措置の内容 募集期間 募集人数 HPアドレス 窓口・問い合わせ先

喜多方市
”来て見て触れて”きたか
た農業研修・生活体験事
業

喜多方市外在住の方で、喜多方
市での就農や農村への定住をお
考えの方

○交通費・宿泊費助成のある農業研修・生活体験
①夏季コース  7月下旬
②秋季コース  10月上旬
③冬季コース  1月下旬

①6月
②9月
③12月

各回5名程度
https://www.city.kitakat
a.fukushima.jp/soshiki/
noushin/797.html

産業部農業振興課
TEL：０２４１-２４-５２７７

北塩原村
北塩原村新規就農支援事
業

村内の認定農業者、または水田作
付面積が３ha以上の稲作農家（作
業受委託含む）、もしくは農業所得
が200万円を超える農家のいずれ
かで、その農家が１８歳以上、６０
歳未満の就農希望者を一定期間
雇用する者。

就農希望者に係る賃金及び通勤手当の定額補助
【補助限度額】
○賃金・・・時給７５０円、もしくは日当６，０００円で月額
１２６，０００円以内
○通勤手当・・・１ｋｍ当たり２５円で日額５００円以内

随時
予算の範囲

内
－

農林課
TEL：0241-23-1334

西会津町
西会津町新規就農者あん
しんサポート事業

以下の条件を全て満たす者
・町外からの移住就農者または非
農家からの就農者若しくは町内に
住所を有する親等への親元就農
者
・１８歳以上５５歳未満の者
・青年等就農計画の認定を受けた
者
・５年以上継続して就農が確実で
あり、青年等就農計画認定有効期
間終了後１年以内に認定農業者
になる意思がある者　※親元就農
者については、その他条件あり

○営農研修費の助成
・移住による新規就農者（８万円／月  ３年限度）
・町内非農家就農者（６万円／月  ３年限度）
○経営安定の助成
・移住による新規就農者（８万円／月  ３年限度）
・町内非農家就農者（６万円／月  ３年限度）
○住宅賃貸料の助成
町外からの移住就農者への一部助成（２万円
／月３年限度）

随時 － －
農林振興課農政係

TEL：０２４１-４５-４５３１

会津坂下
町

就農研修者受入支援事業
新規就農を目指す人材（UIタ
－ン希望者、親元就農）

農業法人及び認定農業者が新規就農を目指す人材（UI
タ－ン希望者、親元就農）の研修者を受け入れる際、研
修者１人（１回）の受入に対し、最長７日分の受入謝礼３
千円／日を支援する。

随時 予算範囲内 －
産業課農林振興班

TEL：０２４２-８４-１５０５

頑張る若者応援！新規就
農者支援事業

・村内に住所を有し、且つ居住
・申請時点で４５歳未満で、年間１
５０日以上農業に専従
・認定新規就農者
・就農後５年以内に認定農業者と
なる意思がある者

月額１０万円を３６月間（３年間）補助 随時
１名（申込状
況により追加

も検討）

http://www.vill.yugawa
.fukushima.jp/

産業建設課農業振興係
TEL：０２４１-２７-８８４０

若者就農支援事業（地域
おこし協力隊募集事業）

(1)平成３０年４月１日現在で２０歳
以上、３５歳以下の方
(2)申込時点で、３大都市圏内の都
市地域又は地方都市
（条件不利地域を除く）に在住し、
採用決定後は湯川村に住民登録
し、居住できる方等

　湯川村で「地域おこし協力隊」として採用後、農業に従
事し、農業技術、経営ノウハウを習得しながら、農業資
源（田、畑、産物）を生かした商品開発や地域情報の発
信をしていただき、将来的には、農業での自立・定住を
目指して、研修を受けていただきます。
　また、住居は、村内にある空き家を村が改修し、家賃
は村が負担  引越の費用一部負担、スキルアップに必
要な経費の一部負担をします。なお、当面最長3年間は
地域おこし協力隊として就農に向けた活動等を行ってい
ただき（賃金は年額約２００万円・月額約１６万円）、その
後は、新規就農者として国や村の就農給付金等を活用
しながら就農していただきます。

採用者が決定する
まで随時

１名
http://www.vill.yugawa
.fukushima.jp/

産業建設課商業観光係
TEL：０２４１-２７-８８３１

柳津町
未来の農業を担う若者応
援給付金

新規就農者 年額１２０万円給付 随時 若干名
http://www.town.yanaiz
u.fukushima.jp/

地域振興課 農林振興班
TEL：０２４１-４２-２１１６

湯川村



農業担い手支援事業補助
金

以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住して
いる就農後１年以内の者
・定年退職後の申請年齢が55歳以
上であって、農業を生計の中心と
して位置づけ、２０アール以上の経
営面積を5年以上、かつ、年間１５
０日以上農業に専従する者
・町より就農計画の認定を受けた
者

対象事業
・農機具及び設備購入費、農地貸借料、苗木肥料等の
資材購入費
＊対象経費の１０/１０以内（限度額５０万以内）

随時 予算範囲内
http://www.town.aizum
isato.fukushima.jp

新規就農者育成奨励金事
業

（就農者補助）
以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住して
いる者
・申請時の年齢が５５歳未満であっ
て、農業の生計の中心として位置
づけ、自己努力と自立経営の意欲
をもって5年以上、かつ、年間１５０
日以上農業に専従する者
・町より就農計画の認定を受けた
者
・就農後５年以内に認定農業者に
なる意思がある者（研修受入補
助）
・以下の条件を満たすもの
　就農者補助の交付要件を全て満
たす就農者の研修を受け入れる、
本町に住所を有する農業者

対象事業
・農業振興の中核となる担い手を確保し、育成するた
め、新規就農者及び研修受入農家に対し資金を交付
（就農者補助）
・農家の跡取りの新規就農に対しては月５万円
・新たに町に居住した新規就農者に対しては月１０万円
・新たに町に居住し夫婦で新規就農した場合は月１５万
円
＊補助対象期間 ３６か月
（研修受入補助）
・就農者の研修を受入れる、本町に住所を有する農業者
に対し月１万円
　※補助対象期間１２か月

随時 予算範囲内
http://www.town.aizum
isato.fukushima.jp

三島町農産事業基金
（新規就農支援事業等資
金）

認定新規就農者

・新たに農業を始める際に必要な営農費及び生活費を
支援する。
・貸付期間は１０年以内（うち償還猶予期間２年以内）
・貸付利子は無利子
・償還方法は均等償還（ただし、繰り上げ償還することが
できるものとする）
・貸付限度額は３００万円

随時
人数の定め

なし
http://www.town.mishi
ma.fukushima.jp/

産業建設課産業係
TEL：０２４１-４８-５５６６

農業者支援育成事業補助
金

認定新規就農者、認定農業者、農
業法人、集落営農等

・農業機械、生産資材等への補助。
・１０万円を超えるものに対し、購入費用の１／２以内か
つ３０万円を上限に補助。
・平成３０年度の予算額は２９８万円。

随時
予算額以内
で制限なし

http://www.town.mishi
ma.fukushima.jp/

産業建設課産業係
TEL：０２４１-４８-５５６６

工場等雇用奨励金事業

以下の項目すべてに該当する事
業主
・交付の対象となる従業員を常用
従業員として雇用し、引き続き６か
月以上雇用すること
・雇用保険適用事業主
・納期到来分の個人住民税や法人
住民税を完納している人
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、
現金出納帳、総勘定元帳等を備え
付け町の要請により提出すること
ができること

新規就労者(就農を含む)を雇用した事業者に対して５万
円を交付します。

－ － －
復興観光課復興政策係
TEL：０２４１-５４-５２０３

資格取得支援事業

・満年齢が５０歳未満で金山町内
に住所を有する方又は金山町に
永を希望する方で３年以内の定住
の意思がある方
・平成２８年４月１日以降に資格を
取得され、講習等に係る受講料等
の支払いを行った方
※国家公務員、地方公務員は除き
ます。
※福島県狩猟免許、２級小型船舶
操縦士（消防団長の推せんが必
要）については、年齢制限なし。

○対象経費
・資格試験等の受講料及び登録免許料や、資格取得に
必要な能力を取得するための講習等の受講料など
※勤務先から資格取得に対する手当等を受けていると
きは、手当等に相当する額を対象経費から差し引きま
す。
※資格取得の日から前後１年以内のものに限ります。
○対象資格など
・大型自動車免許、危険物取扱者（甲・乙種）、社会福祉
士、食品営業許可、福島県狩猟免許
（第二種銃猟免許を除く）、２級小型船舶操縦士など
○交付金額
・支援金の交付額は、上限１０万円とし対象経費の１/２
・就労に必要な資格等が複数ある場合、対象経費を合
算できます。
・支援金の交付は１人につき年度で１回限りです。

－ － －
復興観光課復興政策係
TEL：０２４１-５４-５２０３

昭和村
昭和村新規農業参入推進
事業

以下の要件を全て満たす者
・１８歳以上
・昭和村に居住、または今後
５年以上、昭和村に居住し、中核
的農業者となり得る者
（認定就農者、認定新規農業者を
目指す）
・研修終了後直ちに就農する者

○  研修期間    １年
○  研修場所    村内農家
○  研修内容    宿根カスミソウの栽培及び経営計画
○  研修費用助成  指導農家への謝礼金（指導農家へ
支払）
研修を終えた方は下記の支援制度があります
●初期経営支援  カスミソウ苗の購入代金の１/２助成
（上限50万円、2年間）
●農地代助成  地代の1/2（上限1万円、3年間）
●就職奨励金  10万円（就農した場合10万円支給）
●住宅・作業小屋家賃助成  家賃の1/2（上限1万円、3
年間）
その他、県補助事業、県農業制度金融制度について、
導入支援

毎年4/1～ 10/末 ２組
http://www.vill.showa.f
ukushima.jp/

産業建設課産業係
TEL：０２４７-５７-２１１７

金山町

会津美里
町

農林課農政係
TEL：０２４２-５６-３９１４

三島町



【研修業務補助金】
・補助対象者
①町内在住者及びUターン者
②Ｉターン者
経営責任者の年齢がおおむね１８
歳以上５０歳未満で、配偶者また
は１８歳以上６０歳未満の同居の
親族を有する者
・交付の条件
研修業務終了後、町内で新たに重
点振興作物を概ね２０㌃以上栽培
し農業を営む者農業経営技術研
修機関及び団体に助成

【研修業務補助金】
○補助金額  1人当たり月額１５０，０００円以内の 80％
○助成期間  原則として年６か月以上８か月以内で、最
大１６か月の栽培期間に限る

随時 －
http://www.minami
aizu.org/

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者
・交付の条件
町内で７年以上営農の継続が見
込まれる者（研修期間は除く）

【初度経営支援補助金】
○補助金額  １組当たり年額７００千円以内
○助成期間  最長３年間

随時 －
http://www.minami
aizu.org/

随時 －

新規就農者雇用促進

※国県等の類似する補助
事業等に該当する場合は
除く

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者

国県等の類似する研修業務

等が終了した者

・交付の条件
補助対象者を引き続き５年以上正
規雇用し、重点振興作物、水稲ま
たはそばを、補助

随時 －
http://www.minami
aizu.org/

対象者１人につきおおむね２０

㌃以上新規栽培するか規模

拡大し、農業経営を行う農業

生産法人に助成（研修期間は

除く）

・補助対象者

農業生産法人、認定農業者、

認定新規就農者、新規就農

者支援事業認定者、３戸以上

で組織する営農団体（規約を

有する団体に限る）

・補助条件重点振興作物の （１）新植

新植及び改植に係る苗代等 　補助対象事業費の２／３以内（限度額１，０００千

種苗等支援事業 を助成する。 千円） 随時 －

（２）改植

（１）新植：各戸の新植面積が 　補助対象事業費の１／３以内（限度額５００千円）

５a以上又は各戸の補助対象

事業費が5万円以上

（２）改植：各戸の改植面積が
５a以上又は各戸の補助対象事業
費が５万円以上

農林課農政係
TEL：０２４１-６２-６２２０

※ただし、トマトは新植に限る

南会津町

新規就農者支援事業
※国県等の類似する補助
事業等に該当する者は除
く

農林課農政係
TEL：０２４１-６２-６２２０

【研修業務補助金】
・補助対象者
正規雇用予定時の年齢がおおむ
ね１８歳以上５０歳未満で、町内在
住者または１年以内に町内に在住
する見込みのある者
・交付の条件
研修業務終了後、補助対象者を
引き続き正規雇用する、補助事業
者に助成

事業

【初度経営支援補助金】
○補助金額  １法人当たり年額１，０００千円
○助成期間  最長２年間

【研修業務補助金】
○補助金額  1人当たり月額１５０千円以内の80%
○助成期間  原則として年６か月以上８か月以内で、最
大１６か月の栽培期間に限る

http://www.minami
aizu.org/

http://www.minami
aizu.org/

南会津町



・補助対象者

農業生産法人、認定農業者、

認定新規就農者、新規就農

者支援事業認定者、３戸以上

農業用資材支援事業

で組織する営農団体（規約を有す
る団体に限る）
・補助条件
重点振興作物栽培に係るハ

随時 －
http://www.minami
aizu.org/

ウス被覆用ビニ－ル代の経

費を補助する  ※ただし、補

助対象事業費は１件あたり

１００千円以上とする

・補助対象者

（１）認定新規就農者、新規就

農者支援事業認定者

（２）農業生産法人、認定農業 （１）認定新規就農者、新規就農者支援事業認

者、３年以内に認定農業者に 定者

重点振興作物栽培支援事
業

なる見込みの者
・要件
新規で重点振興作物を１０a以上
栽培する者に対し、機械・

　補助対象事業費の８／１０以内（限度額は1,600千円、
ただし、青年就農給付金（経営開始型）受給者は８００千
円以内)
（２）農業生産法人、認定農業者

随時 －
http://www.minami
aizu.org/

資材費を栽培初年度のみ助 　補助対象事業費の５／１０以内（限度額は1,000

成する 千円)

※ただし、国県等の補助事業

に採択された事業費以外とす

る

・補助対象者

農業生産法人、認定農業者、

認定新規就農者、新規就農

者支援事業認定者、３戸以上

で組織する営農団体（規約を

客土支援事業 有する団体に限る） 随時 －

・補助条件

重点振興作物栽培ほ場の面

積が１０a以上で、１０㎝以上客

土する場合の経費を補助す

る

下郷町夢ある農業担い手
育成支援事業

（農業次世代人材投資資金受給者
を除く）

1.新規就農者研修支援事
業

①下郷町認定農業者及び下郷町
認定新規就農者
②農業経営開始時の年齢が１８歳
以上５０歳未満の者

○1人当たり月額８万円を助成する。最長１年間（年２回
交付）
・交付条件
研修終了後、町内で新規に就農が見込まれる者

随時
上限は

定めていない
http://town.shimogo.fuk
ushima.jp/

2.新規就農者経営支援事
業

①下郷認定農業者及び下郷町認
定新規就農者
②農業経営開始時の年齢が １８
歳以上５５歳未満で５０歳以上５５
歳未満の者は配偶者又は２０歳以
上の同居の親族を有する者

○1人当たり月額１０万円を助成する最長３年間（年２回
交付）
・交付条件
町内に居住し、５年以上営農の継続が見込まれる者
※ただし、農業経営継承者（親元就農含む）の場合は、
上記金額の１/２の額を給付する。

随時
上限は

定めていない
http://town.shimogo.fuk
ushima.jp/

3.新規農業経営法人化支
援事業

①下郷町認定農業者
②下郷町集落営農団体

○登記申請時の費用（登録免許税）
上限１５万円を助成する（会社形態による）新規農業法
人等設立時に交付
・交付条件
町内に居住し、１０年以上営農の継続が見込まれる法人

随時
上限は

定めていない
http://town.shimogo.fuk
ushima.jp/

4.農地利用集積推進事業
１月１日から１２月３１日までの間
に３年以上の利用権の設定をした
者

年数に応じて助成金単価が定められており、認定新規
就農者の場合、その助成金単価に5,000円上乗せされ
る。

－ － －

（１）農業生産法人、認定農業者、新規就農者支援事業
認定者補助対象事業費の１／４以内（限度額は３００千
円とし、３年に１回の申請とする）
（２）３戸以上で組織する営農団体（規約を有する団体に
限る）補助対象事業費の１／４以内（限度額は1人につき
１００千円とし、同一人につき３年に１回の申請とする）

補助対象事業費の１／２以内
（限度額３，０００千円）

下郷町
産業課農政係

TEL：０２４１-６９-１１８８

http://www.minami
aizu.org/

南会津町



只見町新規農業参入者支
援事業（研修支援）

以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、新たに農業を
始める者
・１８歳以上６５歳以下の者であっ
て、１８歳以上６５歳以下の同居の
親族がいる者
・町内に居住し１０年以上就農する
ことが確約できる者
・就農計画を策定し、認定を受け
た者

○研修期間    １年以内
○研修場所    町内農家
○研修内容    施設園芸作物（トマトなど）の栽培及び経
営計画
○研修助成金    ８万円／月
※就農前の研修を対象

随時 予算範囲内
http://www.tadami.gr.j
p/lifeguide/cat01/cat3/0
00028.html

只見町新規農業参入者支
援事業(農業経営支援)

上記により新規参入者の認定を受
けた者

期間は、５年間で、  国及び県の補助事業により導入し
た施設、農業機械等導入の初期投資額を５年間分割で
助成

随時 予算範囲内

http://www.tadami.gr.j
p/lifeguide/cat01/cat3/0
00028.html

只見町新規農業参入者支
援事業（農用地借料支援）

上記により新規参入者の認定を受
けた者

借受農地の小作料相当額を５年間助成 随時 予算範囲内

http://www.tadami.gr.j
p/lifeguide/cat01/cat3/0
00028.html

飯舘村 次世代営農者育成事業 新規就農希望者

１.飯舘村新規就農者現地見学会
・旅費支援（東京駅ー福島駅）８，９５０円
２.農産物販売促進費　５０，０００円
３.村内就農準備費用支援
・交通費実費弁償　５０，０００円
４.国内先進地への研修旅費　１４，４００円

－

５名
３０件
３０件
２名
２名

５名×５回

－
復興対策課農政第一係
TEL：０２４４-４２-１６２１

南相馬市
南相馬農業復興チャレン
ジ塾

南相馬市の農業の復興に関心が
あり、意欲のある方（※対象者は、
概ね１８歳～５０歳程度で、市外の
方でも申込可能）

研修カリキュラム
１.講師による講義
２.塾生による農業経営の調査研究
３.塾生への個別経営指導
４.先進地視察調査

４/２（月）～４/１６
（月）

※〆切後も随時募
集

３０名程度
（継続塾生含
む）

http://www.city.minami
soma.lg.jp

経済部農政課振興係
TEL：０２４４-２４-５２６１

いわき市
担い手・就農支援促進事
業

新規就農を希望する者 市内で就農を希望する者の就農相談に対応する 通年 － －
農業振興課担い手支援係
TEL：０２４６-２２-１１４８

只見町
農林建設課農林係
TEL 0241-82-5230
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