
愛知県内の農業塾等の状況 （令和元年9月調査時点）

No.    名称 開催場所 実施主体 募集期間 対象者 主な活動内容
農地斡旋の
有無

問い合わせ先 担い手
直売
農家

家庭
菜園

ふれあい
ホームページアドレス

1 農業ボランティア育成講座 名古屋市  市
平成31年
3月1日～20日

以下①～④をすべて満たす方：35名
程度
①名古屋市内在住・在勤・在学
②健康・体力に自信があり、概ね５年
以上ボランティア活動に積極的に参
加できる見込みの方
③なごやか農楽会の運営に協力いた
だける方
④31年度の受講希望者説明会（4月6
日開催）に参加された方

野菜・果樹栽培の講義と実習（座学４回、実習７回：５月
～２月）

×
名古屋市農業センター
０５２－８０１－５２１１

○ なし

2 チャレンジファーマーカレッジ 名古屋市 市
平成31年
2月10日～28日

以下①～⑤をすべて満たす方
①市内在住・在勤・在学で、平成31年
4月1日現在、満20歳以上
②過去3年以内に、1回以上野菜の栽
培経験のある方
③修了後、市内の農地で耕作する意
欲のある方
④実習ほ場の割当区画を良好に管
理できる見込みの方
⑤実習ほ場での栽培指導並びに講
習に参加できる方

野菜栽培の基礎、販売時の注意点、農地管理などにつ
いての講義と野菜栽培実習（座学13回、実習21回：4月
～3月）

○（※）
名古屋市農業センター
０５２－８０１－５２２１

○ ○ なし

3 ベジファーマー育成講座 名古屋市 市
平成31年2月1
日～2月28日

名古屋市中川区に在住の方で講習
日時に参加でき、修了後は中川区内
の農地を耕作する意欲のある健康な
方（10人程度）

基礎的な野菜の栽培知識と栽培日誌の記帳方法、販
売時の食品表示の方法について。また、実習を通じて、
種まき・定植・間引き・施肥・収穫など野菜づくりに必要
な一連の作業を体験。
（4月～2月）
（講義:年11回、実習:年10回）

○（※）
名古屋市中川区役所内中川
農政課
０５２－３６３－４３６０

○ なし

4 ＪＡみどり農業塾 名古屋市 緑信用農協
前期：2月下旬～
3月
後期：6月～7月

初級：緑区民
中級：初級修了者

野菜栽培中心の座学・中級はフィールドワークも含む
（前期・後期各４回）

×
緑信用農協総務部企画管理
課
０５２－８９６－３２７１

○ なし

5 はつらつ農業塾 一宮市、稲沢市
一宮市、稲沢
市、愛知西農
業協同組合

①担い手育成
コースは随時
（新年度塾生は
2019年6月28日
まで）
②生きがい農
業コースは
2019年4月22日
～5月10日

①担い手育成コースは65歳未満で一
宮市及び、稲沢市で就農をする方：
若干名
②生きがい農業コースは一宮市・稲
沢市に在住の方：90名

担い手育成コース：野菜栽培の講義、実習、農家研修
生きがい農業コース：野菜を中心とした農作業の実習。
１回／週。

担い手育成
コースのみ
○

愛知西農業協同組合　営農
部営農企画課
TEL：0587-36-3326

○ ○ ○ なし

6 瀬戸農業塾 瀬戸市
瀬戸地域ｱｸﾞﾘｶ
ﾙﾁｬｰ推進協議
会

4月広報紙によ
るＰＲ

(1)野菜基本コース
・市内在住・在勤で講義と実習に参加
できる方
・農作物の栽培技術や農作業に関す
る基礎知識や技術などを習得したい
方
（２）農業実践コース
・市内在住、在勤または瀬戸市内で
農業に従事する目的の方で講義と実
習に参加できる方

（1）野菜基本コース
野菜栽培の講義と実習
５月～８月（全10回）

（2）農業実践コース
野菜・米栽培の講義と実習
５月～１月（全28回）

○
瀬戸市地域振興部産業政策
課アグリカルチャー推進係
0561-88-2653

○ ○ なし

コースの開設



No.    名称 開催場所 実施主体 募集期間 対象者 主な活動内容
農地斡旋の
有無

問い合わせ先 担い手
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ふれあい
ホームページアドレス

7 親子で学ぶ農業塾 瀬戸市
あいち尾東農
業協同組合

3月中下旬～4
月下旬

市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×

あいち尾東農業協同組合北
部営農センター
0561-63-3360

○ なし

8 かすがい農業塾 春日井市  市 11月頃
市内在住で農業に関心がある者：25
名

野菜栽培の講義と実習（年32回：1月～12月） ×
春日井市産業部農政課
０５６８－８５－６２３６

○ ○
http://www.city.kasugai.lg.jp/
shisei/1009248/nougyo/100
9285/index.html

9
①米づくり塾
②女性の畑と園芸教室

犬山市
NPO法人「犬山
里山学研究所」

平成31年3月15
日～

①18歳以上の者：10名
②18歳以上の者：15名

①「米づくり塾　農業者育成」稲作栽培の実践と座学（全
5回/6～10月）
②「女性の畑と園芸教室」花卉・野菜栽培の実践と座学
（全5回/4～11月）

×
犬山里山学センター
TEL：0568-65-2121

○
http://www.satoyama-
gaku.jp/

10
犬山市子ども大学「農業学
部」

犬山市
犬山市教育委
員会

平成31年4月14
日～令和元年5
月6日

小学3年生～6年生

・愛知北農業協同組合の職員による指導の元、野菜の
栽培（サツマイモ、落花生など）を中心とした農作業体
験。
・お茶摘み、桃の収穫、食育講座、ライスセンターの見
学、育てた野菜を食べる料理講座。
（全10回/6～11月）

×
犬山市経済環境部産業課
TEL：0568-44-0341

〇 なし

農業塾（出荷者育成コース） 江南市
愛知北農業協
同組合

令和元年5月1
日～5月31日

管内で出荷販売をし、農業生産拡大
へ意欲のある方（耕作面積5a以上）

大根と越津ねぎを主とした講義と実習（全23回：5月～3
月）

○
愛知北農業協同組合
本店営農生活部営農指導課
TEL：0587-55-2397

○
http://www.aichi-
ja.or.jp/aichikita/agri/a_004.h
tml

農業塾(葉菜専門コース） 江南市
愛知北農業協
同組合

平成31年1月1
日～1月31日
令和元年7月1
日～7月31日

管内で葉菜類の出荷販売を目指す
方

小松菜と法蓮草栽培の講義と実習（各8回：2月～6月、8
月～12月）

○
愛知北農業協同組合
本店営農生活部営農指導課
TEL：0587-55-2397

○
http://www.aichi-
ja.or.jp/aichikita/agri/a_004.h
tml

農業塾（休日ねぎコース） 江南市
愛知北農業協
同組合

平成31年3月1
日～3月31日

栽培する農地のある方（ない方はご
相談を承ります）

越津ねぎ栽培の実習（月2、3回程度：5月～2月） ○
愛知北農業協同組合
本店営農生活部営農指導課
TEL：0587-55-2397

○
http://www.aichi-
ja.or.jp/aichikita/agri/a_004.h
tml

農業塾（家庭菜園コース） 江南市
愛知北農業協
同組合

平成31年3月1
日～3月31日

農業を始めたい方、農業に興味があ
る方

露地野菜栽培の講義と実習（全12回：4月～11月） ×
愛知北農業協同組合
本店営農生活部営農指導課
TEL：0587-55-2397

○
http://www.aichi-
ja.or.jp/aichikita/agri/a_004.h
tml

12 農業教室 江南市 市
（平成31年度）
平成31年4月1
日から4月15日

市内に住民票を有する方（農業収入
のある方を除く）
定員30名

野菜栽培の実習（年間20回程度） ×
江南市経済環境部農政課
TEL　0587-54-1111

○ なし

13 農業体験講座 小牧市 市 ２月頃
市内在住で、農業に関する実践的な
ノウハウを学びたい者や将来就農し
たい者：20名

野菜栽培の講義と実習（全３０回：４月～３月 ） ○
小牧市地域活性化営業部
農政課
０５６８－７６－１１３1

なし

14 尾張旭市農学校 尾張旭市
あいち尾東農
業協同組合

（令和元年度）
平成31年2月1
日から2月28日
まで

市内在住で農業を本格的に学びたい
者・農業を始めたい者

野菜栽培の講義と実習 ○

あいち尾東農業協同組合北
部営農センター
0561-63-3360
尾張旭市役所産業課農政係
0561-76-8133

○ なし

15 親子で学ぶ農業塾(畑作編) 尾張旭市
あいち尾東農
業協同組合

（令和元年度）
平成31年4月1
日から4月16日
まで

市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×

あいち尾東農業協同組合北
部営農センター
0561-63-3360
尾張旭市役所産業課農政係
0561-76-8133

○ なし

16 農業体験塾 岩倉市 市 随時 農業に関心がある者：定員なし 野菜の栽培を中心とした農作業の講習及び実習。 ×
建設部商工農政課
TEL：0587-38-5812（内線
643）

○
https://www.city.iwakura.aic
hi.jp/0000000163.html
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No.    名称 開催場所 実施主体 募集期間 対象者 主な活動内容
農地斡旋の
有無

問い合わせ先 担い手
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17 親子で学ぶ農業塾(畑作編) 豊明市
あいち尾東農
業協同組合

5月中下旬～8
月下旬

市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×
あいち尾東農業協同組合南
部営農センター
0562-92-3892

○ なし

18 親子で学ぶ農業塾（稲作編)

日進市で開催（募
集は、瀬戸市、尾張
旭市、豊明市、日進
市、長久手市、東郷
町）

あいち尾東農
業協同組合

6月・10月
市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

米の田植え・栽培収穫体験を行う（6月１回・10月1回） ×
あいち尾東農業協同組合南
部営農センター
0562-92-3892

○ なし

日進アグリスクール
野菜づくり初級コース

日進市 市 ２月
・市内在住者
・野菜づくり初心者　２５世帯

野菜栽培の講義と実習（夏野菜５回、秋冬野菜５回） ×
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

日進アグリスクール
野菜づくり聴講コース

日進市 市 ２月
・市民農園等で野菜づくりをしている
者
　１０名

野菜栽培の講義（年２０回） ×
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

日進アグリスクール
野菜づくり中級コース

日進市 市 ２月
・市民農園等での野菜づくりに必要な
知識・技術を習得したい者　　２５名

野菜栽培の講義と実習（年２０回） ○（※）
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

日進アグリスクール
野菜づくり上級コース

日進市 市 ２月
・直売などの農業を営む手法を習得
したい者　１０名

農業経営に結びつけていく講義（年２０回） ○（※）
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

日進市食育食農共育ファー
ム
にっしん米作り体験コース

日進市 市 ２月
・県内在住・在学・在勤の方（市内在
住者優先）　１５世帯

有機無農薬での米作り体験（全５回） ×
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

20 親子で学ぶ農業塾(畑作編) 日進市
あいち尾東農
業協同組合

3月中下旬～4
月下旬

市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×
あいち尾東農業協同組合中
部営農センター
0561-72-0062

○ なし

21 女性のアグリスクール 日進市
あいち尾東農
業協同組合

3月中旬～4月
中旬

市内在住で農業を本格的に学びたい
者・農業を始めたい者

①初級編：野菜栽培の講義と実習（月２回、５月～１２
月）
②中級編

×
あいち尾東農業協同組合
営農指導課
０５６１－７５－０７２１

○ なし

22
日進アグリスクール
プランターで野菜作り講座

日進市 市 ２月、９月
・市内在住者
　２５名

プランターでの野菜作り（年２回） ×
日進市建設経済部産業振興
課　TEL：0561-73-2197

○
http://www.city.nisshin.lg.jp/
department/kensetsu/sangy
o/6/2/6/park/5611.html

23 農業体験塾 清須市 市 3月
市内在住で農業に関心のある方２０
名程度。

野菜栽培の講義と実習（月２回：４月～３月） ○
清須市市民環境部産業課
０５２－４００－２９1１

○ なし

24 アグリスクール
清須市、北名古屋
市、豊山町（一部）

西春日井農業
協同組合

平成３１年2月
１日から2月10
日まで

組合員でこれから新しく農業を始める
方や担い手として営農していく意思の
ある方

野菜栽培の講義と実習（全２０回：４月～２月 ） ×

西春日井農業協同組合
営農部
0568-23-4001

○ なし

25 いきいき農業塾 北名古屋市 市 ２月～３月
市内在住で農業に関心のある方２０
名程度

野菜栽培の講義と実習。（月４回。４月～３月） ×
北名古屋市役所商工農政課
℡0568-22-1111

○ なし

26 長久手農楽校 長久手市 市 2月
市内在住者（農業を始めたい者）
基礎コース：30名
農力向上コース10名

野菜栽培の講義と実習（週１回：４月～３月) ×
長久手市建設部みどりの推
進課
0561-56-0620

○
http://www.city.nagakute.lg.j
p/midori/denen/norakuko/n
ougakkou.html

27 親子で学ぶ農業塾(畑作編) 長久手市
あいち尾東農
業協同組合

3月中下旬～4
月下旬

市内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×

あいち尾東農業協同組合北
部営農センター
0561-63-3360

○ なし

28 とうごう農学校 東郷町 町 2月
在住・在勤者で農業に関心がある
方、町外在住者で町内で新規就農希
望の方　２０名

野菜栽培の講義と実習（月５回：春夏コース(４月～７
月)、秋冬コース(８月～１１月)）

○
東郷町産業振興課
0561-56-0740

○
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp/sangyo/nosei/noug
you/nougakkou1.html

29 親子で学ぶ農業塾(畑作編) 東郷町
あいち尾東農
業協同組合

3月中下旬～4
月下旬

町内在住　農業に関心のあるかた。
15歳以下の子と保護者

野菜の栽培収穫体験・講習会など。（月１回。5月～8
月）

×
あいち尾東農業協同組合南
部営農センター
0562-92-3892

○ なし
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30 「わいわい農場」農業塾 弥富市
あいち海部農
業協同組合

2月12日～3月
15日

ＪＡ組合員、准組合員またはその家
族（募集定員：30人）

講習及び実習（年間12回：4～1月） ×
あいち海部農業協同組合
園芸部園芸企画課
０５６７－５６－６８１２

○ http://www.ja-aichiama.com

31 就農塾 弥富市
あいち海部農
業協同組合

11月16日～12
月10日

正・准組合員
産直部会加入が前提
（募集定員：20人）

講義及び実習（年間25回、1～12月） ×
あいち海部農業協同組合
園芸部店舗･購買企画課
0567-56-6811

○ http://www.ja-aichiama.com

32 津島・農園塾「みんパタ」
津島市宇治町字天
王前地内

津島食農プラッ
トホーム みん
パタProject

随時 農に関心がある方 野菜栽培の実習と講義。（週2回、4月～1月） ×

津島食農プラットホーム み
んパタProject
（株式会社りんねしゃ内）
TEL：0567-58-5733

○ http://www.minpata.com/

33 あぐりカレッジ　農業講座 大府市・半田市
あいち知多農
業協同組合

3月～４月
農業に関心のある地域住民
定員30名　×３コース

農業 園芸体験コース：年間10回
野菜習得コース：年間8回
果樹・花卉習得コース：年間7回
  　　　　※各コースとも座学と実習

×
あぐりカレッジあすなろ舎
0562-43‐8065

○ ○
http://www.agris.or.jp/agricu
lture/start/

34 農業塾 大府市 大府市 年1回 大府市内で就農を考えている方
農業技術の習得
場づくりから収穫・出荷まで全8回コース
※講座と実習

○
産業振興部農政課
0562-45-6225

○ ○

35 おかざき農業塾 岡崎市 市
年１回
２月中～下旬

・市内在住で就農を目指すかたで、
露地野菜の基本的な栽培技術を学
びたいかた（定員8名）

実習（講義）（年50回）
 　４月～９月（週２回　火・金）
　10月～２月（週１回　金）

× 岡崎市農業支援センター
ＴＥＬ：0564-46-4490

○
http://www.city.okazaki.lg.jp/
1400/1404/1414/p006062.ht
ml

36
JAあいち三河
「いちご」新規就農サポートセ
ンター

岡崎市・幸田町 JAあいち三河 随時

ＪＡあいち三河管内で、いちご生産者
として、就農意志が明確な方。
岡崎市いちご部会、幸田町いちご組
合に加入

農業経験に応じて選択
１年コース　農家研修（農業経験あり）
２年コース　（農業経験なし）１年目座学・２年目農家研
修

○

あいち三河農業協同組合
新規就農サポートセンター
（営農企画課）
ＴＥＬ：0564-55-2994

○
https://www.ja-
aichimikawa.or.jp/

37
ＪＡあいち三河農業塾
（ ＪＡあいち三河第２農業塾）

岡崎市 ＪＡあいち三河

年１回
１月～２月
（第２農業塾：３
月）

・管内在住又は在勤で農業に生きが
いを見つけたいと思っている方（定員
20名）
（第2農業塾：農業塾卒業生）

・土づくり、栽培管理、病害虫防除等の野菜の基本的な
栽培方法を学ぶ（毎週金曜日、３月～２月）
（第２農業塾：出荷販売目的に必要な知識・技術）

○
あいち三河農業協同組合
営農企画課
ＴＥＬ：0564-55-2994

○ ○ ○
https://www.ja-
aichimikawa.or.jp/

38 刈谷生きがい楽農センター 刈谷市 市
年１回
5月頃

市内在住で20歳以上の者 （定員20
名）

・1年間（8月～翌7月）
・講義（月1回）・栽培実習（週2回）

〇
市民農園の
紹介、利用
権設定の仲
介程度

刈谷市農政課
TEL：0566-62-1015
刈谷生きがい楽農センター
TEL：0566-26-1831

○ ○ ○

39
安城市アグリライフ支援セン
ター

安城市 市

年２回
２月上旬～下
旬
７月上旬～下
旬

市内在住で野菜の基礎を学びたい者
（定員25名程度）

・講義（月１回）と栽培実習（週２回）　（期間４～８月、８
～翌年１月）

○
市民農園の
紹介

安城市アグリライフ支援セン
ター
ＴＥＬ：0566-92-6200

○
http://www.city.anjo.aichi.jp/
zigyo/nogyo/agrilife/index.ht
ml
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40 ＪＡあいち中央産直就農塾 安城市 ＪＡあいち中央
９月１日～２月
２７日

ＪＡ管内在住の方で、栽培用の農地
のある７５歳以下の方

・座学（随時）
・実習（週１回、火曜日または木曜日）

○
農地斡旋紹
介（安城市）

あいち中央農業協同組合
産直振興課
ＴＥＬ：0566‐73‐8181

○

41
ＪＡあいち中央いちじくスクー
ル

安城市 ＪＡあいち中央 １２月～１月 いちじく生産に意欲的な方
いちじく栽培の講義と実習。
年間24講程度。

○
農地斡旋紹
介（安城市）

あいち中央農業協同組合
園芸課
ＴＥＬ：0566‐73‐4403

○

42 JA西三河いちじくスクール 西尾市 ＪＡ西三河 １２月～３月
就農の際は「JA西三河いちじく部会」
へ加入できる方に限ります

いちじく栽培の講義と実習
年間20講程度・収穫実習（100日程度）

○
農地斡旋相

談

西三河農業協同組合営農部
指導販売課　ＴＥＬ：0563-56-
5272

○

43 JA西三河いちごスクール 西尾市 ＪＡ西三河 随時 いちご栽培に関心の高い方
いちご栽培の講義と実習。
実務研修、座学研修等。

○
西三河農業協同組合営農部
指導販売課　ＴＥＬ：0563-56-
5272

○

44 就農支援研修農園 幸田町 幸田町 随時
農業をやりたい、農作物を販売したい
といった農業に意欲のあるかた

年間を通して農地の管理及び野菜の栽培等、実践的な
作業を中心に行い、栽培や農薬、販売等について学び
ます

×
産業振興課 農業振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ
tel ;0564-62-1111 内線264

○
http://www.town.kota.lg.jp/in
dex.cfm/45,0,79,html

45 農ライフ創生センター 豊田市
農ライフ創生セ
ンター

１，２は１１月中
旬～１月上旬
３と４が２月中
旬から３月上
旬、５は８月下
旬～２月末

１　担い手づくりコース
　豊田市内で就農を希望する66歳以
下の人
２　生きがいづくりコース
　農業を楽しみたい人
３　旬の野菜づくりコース
　気軽に野菜づくりを楽しみたい人
４　育てて食する下山体験塾
　気軽に野菜づくりと簡単な調理を楽
しみたい人
５　桃・梨専門コース
　豊田市内で将来にわたって農業経
営を行う意志のある４７歳以下の人

○研修事業
農作物栽培技術研修　講義と実習
　１　担い手づくりコース２年（週１回）
　　　新規就農科（16人）
　　　山間営農科下山（8人)
　　　山間営農科旭（8人)
　２　生きがいづくりコース１年（週１回）
　　四郷研修所（15人）
　　高岡研修所（15人）
　３　旬の野菜づくりコース
　　　四郷研修所（4月～12月に10回、30人）
    　高岡研修所（4月～12月に4 10回、10人）
　４　育てて食する下山体験塾(4月～11月に12回、15
人）
　５　桃・梨専門コース２年（通年、2人）
○２年間の研修修了者への農地の借受支援
○２年間の研修修了者へ農業機械の貸出し

○
農ライフ創生センター
電話0565-43-0340

○ ○ ○
https://www.city.toyota.aichi
.jp/kurashi/nougyou/kenshu
/index.html

46 援農ネットみよし事業 みよし市 みよし市
２月上 下旬～３
月上旬

１　就農者育成コース
    市内在住者で野菜栽培の就農を
希望又は就農して間もない１８歳以
上の健康な人
２　農業ふれあいコース
　  市内在住者で野菜栽培を始めた
い又は始めて間もない１８歳以上の
人

○農業研修
１ 就農者育成コース（１０人）
　講座と実習による２５種類程度の露地野菜栽培（年間
５５回、４月～３月）
※上記コースは１年課程であるが、さらに１年間延長し
た２年課程がある。
２ 農業ふれあいコース（２０人）
　春夏野菜や秋冬野菜など実習を中心とした８種類程
度の露地栽培（年間４１回、４月～１月）

○
みよし市緑と花のセンター
援農ネットみよし事務局
ＴＥＬ　0561-34-6111

○ ○ ○
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/midori/sansansi
setuannai.html
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47 JAあいち豊田施設園芸研修 みよし市 JAあいち豊田 １１月～１２月

　農業を職業にする強い意志と意欲
がある方で、研修終了後も引き続きＪ
Ａあいち豊田管内（豊田市・みよし市）
に居住し、管内で就農できる方。
　令和２年３月に高等学校を卒業見
込みの方から概ね４６歳まで

〇研修内容
１年目：愛知県農業大学校でのﾆｭｰﾌｧｰﾏｰｽﾞ研修受講
及び
支援センターにて施設ナス、葉菜類の実技研修
２年目：研修ハウスにて経営研修
奨学金：研修期間中に毎月１５万円、年間１８０万円を
支給いたします。
研修作物：施設ナス、葉菜類（主にチンゲン菜）
募集人員：２名
※令和２年度については1名のみ募集

〇
ＪＡあいち豊田みよし施設園
芸支援センター（ＭＧＭＩ）
ＴＥＬ：0561-33-1800

〇 - -
http://www.ja-
aichitoyota.or.jp

48 新規就農者支援制度 新城市 新城市 随時

概ね５０歳未満の就農意欲に満ち
た心身共に健康な者で、新城市新
規就農者受入検討委員会に対して
就農相談カード及び履歴書を提出
し、認定審査会にて認定され、農
林業公社しんしろで登録証を受け
た者で、1年以上の新規就農研修を
受ける意思のある者

研修機関である農林業公社しんしろにて新規就農研
修
農地の斡旋等

○

新城市役所農業課農業振興
対策室TEL：0536-23-7610
公益財団法人農林業公社し
んしろTEL：0536-37-2260

○

http://www.sunalix.co.jp/kos
ya-
shinshiro/shinkisyunoushient
aisei.html

49 しんしろ農業塾 新城市 新城市
４月１日～６月
３０日

・市内在住で２０歳以上７０歳未満の
方。
・小規模経営を目指す方
・１年間塾に参加でき、ほ場の管理が
できる方
・税の滞納がない方
・市外在住の方においては、受講後
にチャレンジ就農等を用いて市内の
農地を活用し営農することに同意す
る方
（定員１０名）

１年間　９月上旬～翌年８月下旬
毎月第２・第４木曜日　午前９時～１２時
栽培の基礎知識、販売方法、農業機械の実習、経営の
基礎知識を講義・実習により習得
しんしろ農業塾受講生は、チャレンジ就農制度により、
おおむね3ａ以上下限面積未満の農地を市及び農業委
員会の審査の後、借受ができます

○

新城市役所農業課農業振興
対策室TEL：0536-23-7610
公益財団法人農林業公社し
んしろTEL：0536-37-2260

○ ○ 無し
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１．経営者育成研修コース
研修期間　２年
定員　　　　３名
応募資格
心身ともに健康で、施設園芸（トマト、
葉ネギ、キク）にて独立経営を目指
し、下記に該当する１８歳以上の者
１）高校以上の学校にて正規の過程
を修めて卒業した者又は見込みのあ
る者
２）事業主が１）に相当すると認めた
者

○農業に関する基礎技術・知識の取得（トマト、ネギ、キ
ク）
野菜・花卉栽培の実践（８月～７月）

１．基礎研修コース
研修期間　１ヶ月～２年
定員　　　　不定
応募資格
農業へ従事する事が前提とし、心身
ともに健康で、下記の一つに該当す
る者
１）高校以上の学校にて正規の過程
を修めて卒業した者又は見込みのあ
る者
２）事業主が１）に相当すると認めた
者

○独立に必要な農業技術・知識の取得（トマト、ネギ、キ
ク）
野菜・花卉栽培の講義（週１回　計４４回。４月～３月）

１．体験研修コース
研修期間　1週間
定員　　　　不定
上記研修コースを今後希望する意向
のある者

とよかわ農業塾（入門コース） 豊川市
豊川市農業担
い手育成総合
支援協議会

春期コース：２
月上旬～２月
中旬
秋期コース：９
月上旬～９月
中旬

・農業に興味のある者・始めたい者
（市民２４名×春期・秋期２回）
・市内在住で税の滞納がない方

春期４月～９月、秋期１０月～３月
毎月１回土曜日　午前９時～１２時　計６回
露地野菜の作付けを中心とした基礎講習及び体験実習

×
豊川市役所産業環境部
農務課　TEL：0533-89-2138

○
http://www.city.toyokawa.lg.j
p/shisei/sangyo/nogyo/nogy
oshinko/nogyokenshu.html

とよかわ就農塾（実践コース） 豊川市
豊川市農業担
い手育成総合
支援協議会

７月上旬～７月
下旬

・就農志望者(市民１０名)
・７０歳以下の方。
・市内在住で税の滞納がない方。
・健康上問題がなく、１年間研修をや
り遂げる意欲のある方。

11ヵ月　８月～翌年６月
毎月２回　木曜日午後７時から９時までの講義と、土曜
日午後１時から３時までの講義、実習。
栽培の基礎から流通・販売、財務管理や労働管理など
就農後の農業経営に必要な基礎的な技術・知識の習
得を目指す。　講義・栽培実習

×
豊川市役所産業環境部
農務課　TEL：0533-89-2138

○ ○
http://www.city.toyokawa.lg.j
p/shisei/sangyo/nogyo/nogy
oshinko/nogyokenshu.html

52 ＪＡ蒲郡市野菜栽培講習会 蒲郡市
蒲郡市
農業協同組合

2月中旬～
　　3月上旬

・JA蒲郡市組合員及び組合員家族
・農業に関心があり野菜の勉強をし
て」「ＪＡグリーンセンター・Ａコープで
の野菜販売」を目指す方 （２５名）

講習会の開催（年18回：4月～２月）
露地野菜の栽培を中心に、栽培講座と圃場実習で野菜
栽培の基礎が習得できる内容となっており、販売体験も
行う。

×
蒲郡市農業協同組合店舗部
産直支援課
TEL：0533-65-7717

○
http://www.ja-
gamagori.or.jp/

53
田原市活き活き農業セミナー
①野菜コース
②いちじくコース

田原市 田原市
平成31年２月１
日～令和２年３
月15日

農業に関心があり産直等への出荷を
目指す市内在住・在勤者

①野菜栽培の講義と実習。（月２回。４月～２月）
②いちじく栽培の実習。（年７回）

×
田原市産業振興部営農支援
課
TEL : 0531-22-1126

○
http://www.city.tahara.aichi.j
p/kankou/nogyou/1001905/i
ndex.html

https://www.kounou-
shienkai.jp/

51

公益財団法人
㓛農支援会

○一期生募集
（４月～８月末）

随時

○二期生募集
（１月～３月末）

随時

×
公益財団法人　㓛農支援会
℡０５３２-７５-０６７１

○50
公益財団法人　㓛農支援会
（こうのうしえんかい）

豊橋市西赤沢町


