
広島県 農林水産局 就農支援課 担い手確保グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号

☎：082-513-3531 ：：noushien@pref.hiroshima.lg.jp



研修品目：こまつな，ほうれんそう，みずな，
しゅんぎく等葉物野菜

研修期間：１年８ヶ月

年齢要件：１8歳以上，原則就農時45歳未満
応募資格
・研修修了後，広島市内または安芸太田町の

あっせんする農地に，野菜専作（施設野菜）で就農すること
・就農後，農地等の適切な管理を行うとともに、地域と協調して活動
できること

【就農５年目の営農モデル：こまつな】

研修品目：かき
研修期間：原則２年間
年齢要件：概ね45歳まで

応募資格
・福山市内に在住の方
・かきを中心とした農業経営をめざす意欲ある方

・就農時にJA福山市松永果樹園芸組合柿部会に加入する方
・福山市農業協同組合から生産・販売の支援を受けられる方
・松永かき園地で数日の体験実習を行った方

【就農５年目の営農モデル：かき】

研修品目：アスパラガス，ほうれんそう，ぶどう

研修期間：２年間

年齢要件：原則40歳以下（申込時）

応募資格

・農業経営者を目指す強い意志がある方

・研修後に三次市内で就農することが可能な方

【就農５年目の営農モデル：アスパラガス】

研修品目：ぶどう

研修期間：原則２年間

年齢要件：概ね40歳以下

応募資格

・ぶどう経営を目指す意欲のある人

・研修園で，数日から１週間程度の

体験実習を受講した人

【就農５年目の営農モデル：ぶどう】

研修品目：アスパラガス，キャベツ，白ねぎ，ぶどう等

研修期間：１年間（最長２年間）

年齢要件：概ね45歳以下

応募資格

・就農に必要な資金を準備できる方

・研修の実施及び就農について家族の理解，

協力を得ている方

・就農ビジョンが明確である方

・地域の活動等に積極的に取り組む意欲のある方

【就農５年目の営農モデル：キャベツ】

研修品目：ミニトマト+ほうれんそう
なす+白ねぎ，
トルコギキョウ+ストック

研修期間：２年間
年齢要件：18歳以上45歳未満
応募資格

・研修開始までに東広島市内に住所を有することができる方
・研修の全期間について研修に参加でき，かつ研修場所等への
通所が可能な方

【就農５年目の営農モデル：ミニトマト+ほうれんそう】

研修品目：かんきつ類

研修期間：２年間

年齢要件：概ね40歳以下

応募資格

・かんきつ経営を目指す意欲ある人

・研修園で，数日から１週間程度の

体験実習を受講した人

【就農５年目の営農モデル：かんきつ類】

研修品目：野菜（主としてきゅうり)
花き（主としてきく，トルコギキョウ）

研修期間：原則１年間（最長２年間）

年齢要件：研修修了時50歳未満
応募資格
・農業体験を修了した方

・研修修了後，１年以内に江田島市内で就農可能な方
・研修期間中及び研修修了後，江田島市に居住可能な方
・農業経営に対し強い意欲がある方

【就農５年目の営農モデル：ハウスきゅうり】

研修品目：トマト，ミニトマト，ほうれんそう，花壇苗

研修期間：原則２年間

年齢要件：原則20歳以上39歳以下

応募資格

・農業に対する意欲がある

・起業に必要な資金がある

・北広島町に定住し就農する

【就農５年目の営農モデル：ほうれんそう】
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研修機関紹介
令和２年度農業次世代人材投資資金（準備型）

研修機関
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広島県では，JAグループ広島，市町などと連携し，
広島県で農業を始めたい方が安心して就農していただ
けるよう，各種支援や助成制度をご用意しています。
生産量日本一のレモンや名物のお好み焼きに欠かせ

ないキャベツなど，多数の作物がみなさんのチャレン
ジをお待ちしていますので，ぜひ広島への就農をご検
討ください。
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経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

70 a １人 １人 2,500千円 7,135千円
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※ ， は農業次世代人材投資資金（準備型）研修機関ではありません。
詳しい情報は裏面に掲載しています。
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２年制の課程で農業の技術・経営を実践的に学ぶ県立の

専修学校です。先進的な農業経営体での実習や，農業に役

立つ資格・免許の取得もできます。

詳しくは，広島県立農業技術大学校ホームページをご覧

ください。

広島農大 検索経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

30 a １人 １人（臨時） 2,400千円 29,500千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

ハウス30a １人 ４人 2,588千円
施設：1,850千円/年 ×10年
機械：4,040千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

借ハウス16a
新設ハウス５a

１人 ２人 3,553千円 9,395千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

148a 1.5人 ０人 4,223千円 3,118千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

20a ２人 １人 2,500千円 15,360千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

300a ２人 ０人 2,645千円 7,319千円

経営面積 家族労働力雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

47.5a 1.5人 ０人 5,069千円 3,110千円

経営面積 家族労働力 雇用労働力 目標所得
施設・機械等

投資額

30 a 1.5人 ０人 2,500千円 26,000千円

※各機関の営農モデルは所得を保証するものではありません。
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https://2.bp.blogspot.com/-XDZN0aVMFiU/UMaeSq9IY4I/AAAAAAAAHzE/vhX_fnAznvs/s1600/fruit_kaki.png


研修機関
お問い合わせ先

住所 電話番号

①（公財）広島市農林水産振興センター
（公財）広島市農林水産振興センター 農業担い手育成課
〒739-1751 広島市安佐北区深川八丁目30番12号 082-842-4421

②江田島市
江田島市 産業部 農林水産課
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 0823-43-1642

③JA広島果実連（宮盛農園）
広島県果実農業協同組合連合会
〒729-2316 竹原市忠海中町一丁目2番17号 0846-26-0011

④北広島町
北広島町役場 農林課 農業振興係
〒731-1595 山県郡北広島町有田1234 050-5812-1857

⑤東広島市園芸センター
東広島市園芸センター
〒739-0267 東広島市志和町別府10247番地 082-433-4411

⑥JAアグリ三次
三次農業協同組合 営農経済部 営農企画課
〒729-6213 三次市廻神町3370 0824-66-3859

⑦世羅町担い手育成協議会
世羅町役場 産業振興課 産業振興係
〒722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123番地1 0847-22-5304

⑧JA福山市
福山市農業協同組合 営農経済部 組合員課
〒720-0803 福山市花園町二丁目７番１号 084-924-2214

⑨JA広島果実連（沼隈農園）
広島県果実農業協同組合連合会
〒729-2316 竹原市忠海中町一丁目２番17号 0846-26-0011

広島県立農業技術大学校
広島県立農業技術大学校
〒727-0003 庄原市是松町55番１号 0824-72-0094

ＪＡ全農ひろしまチャレンジファーム広島・三原農場
ＪＡ全農ひろしまチャレンジファーム広島・上下農場

全国農業協同組合連合会広島県本部 営農資材部 営農支援課
〒731-0124 広島市安佐南区大町東二丁目14番12号 082-846-4706

表紙写真提供：広島県立総合技術研究所 農業技術センター
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ひろしま農業応援ガイド
広島の就農情報はこちらから👉

JAグループ広島 & 広島県 農業応援サイト

検索

研修品目：アスパラガス

研修期間：原則２年間（全農ひろしまの職員として雇用）

年齢要件：18歳以上48歳未満

応募資格

・府中市内に住所を有する又は就農までに有する見込みのある者

・研修修了後，府中市上下町内で直ちに就農する見込みのある者

・研修の全期間において参加可能である者

研修品目：トマト

研修期間：原則２年間（全農ひろしまの職員として雇用）

年齢要件：18歳以上45歳未満

応募資格

・三原市内に住所を有する又は有する見込みのある者

・研修修了後，三原市内で直ちに就農する見込みのある者

・研修の全期間において参加可能である者

研修機関紹介
その他の研修機関
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令和３年２月作成


