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8

3

八幡浜市 短期研修期間滞在施設の提供 市内で短期研修を受ける者

●閉校となった小学校を改修したみ
かんの里宿泊・合宿施設「マンダリ
ン」を活用。
●現在最大88名宿泊可能。

通年 88名
JA・農家
支援課

0894-24-
1116

http://ww
w.city.yawa
tahama.ehi
me.jp/docs
/20151113
00015/

八幡浜市
Ｉターン就農サポート事業補助金（短期研
修参加助成金）

農林漁業体験ステイ事業の対象に
ならない40歳～44歳の研修参加者

●短期研修参加助成金として、研修
期間（5日間～10日間）により30,000
円～60,000円を助成する。
●財源/市費 1/2、JA 1/2

3名程度
JA・農家
支援課

0894-24-
1116

―通年

八幡浜市
西宇和みかん支援隊による情報提供
（PR活動）

●新規就農希望者

●就農相談会を通じた相談・面接・
情報提供
●ホームページ・パンフレットを通じ
た情報提供
●電話・メール等を通じた相談活動

通年

3.5.6

宇和島市 宇和島市壮年就農給付金

・独立自営就農時の年齢が、原則45
歳以上50歳未満であり、農業経営
者となることについて強い意志を有
している者
・平成28年4月1日以降に宇和島市
の住民基本台帳に記録され、かつ、
当該記録された日前の10年間に、
愛媛県内のいずれの市又は町の住
民基本台帳にも記載されておらず、
又は居住していない者

年間150万円
※給付期間は経営開始後1年間を
限度とする

平成29年
4月1日か
ら随時

予算の範
囲内

農林課
0895-
49-7022

9

1―

●市農林
課
●支局地
域農業室
●JA農
家支援課
（事務局）

0894-24-
1116

http://n-
mikan-
shientai.jp/

4

宇和島市 宇和島市農業新規就業者支援事業

農業に就業することを目的として、
平成28年4月1日以降に愛媛県外か
ら宇和島市へ編入した者を雇用した
認定農業者

就業支度金：36万円
定住支援金：70万円
住宅支援金：1月につき、家賃の額
又は2万円のうちいずれか少ない額
【60月以内】
指導育成費：給与月額の3分の2以
内（上限10万円）【24月以内】

平成29年
4月1日か
ら随時

予算の範
囲内

農林課
0895-
49-7022

http://www.city.uwajim
a.ehime.jp/soshiki/21/
nougyoujyuuji.html

http://www.city.uwajim
a.ehime.jp/soshiki/21/i
jyuushuugyou.html

宇和島市 宇和島市青年農業経営者支援事業

農業経営（水稲・野菜・花き栽培）10
年未満かつ前年農業所得250万円
未満であり、45歳未満の認定農業
者または認定新規就農者

補助率：3/5以内（補助限度額：300
万円）
農業用機械：トラクター、コンバイン、
養液栽培システム等
農業用施設：ハウス、プレハブ保冷
庫等
※整備事業費50万円以上
※整備後残存耐用年数5年以上（中
古の場合は2年以上）
※倉庫、トラック、パソコン、フォーク
リフト、ショベルローダー等農業経営
の用途以外に容易に供されるような
汎用性の高い物は原則対象外（農
業経営に真に必要であり、導入後の
適正使用が確認できる場合は除
く。）

平成29年
6月20日
まで

予算の範
囲内

農林課
0895-
49-7022

農林水産
課

089-948-
6566

http://ww
w.city.mats
uyama.ehi
me.jp/shis
ei/kakukaic
hiran/sang
youkeizaib
u/nourinsui
san_top.ht
ml

6松山市 多様な担い手育成支援事業

新規就農者向けに就農前技術研修
を実施する団体（公募による）。
新規就農者の経営開始に必要な機
械や施設の導入を行う松山市地域
農業再生協議会会員またはJA。

既存の事業をフル活用してもなお欠
けている部分を本事業により補完
し、就農前研修から就農後の定着
支援までの一貫したパッケージ支援
を行う。
新規就農者向けに就農前技術研修
を実施する公募団体に対して研修
費の一部を支援するとともに、新規
就農者の経営開始に必要な機械や
施設の導入を行う松山市地域農業
再生協議会会員やＪＡに対して、機
械や施設の導入費の一部を支援す
る。

公募（随
時）

-

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援　９．その他
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予算の範
囲内

農業水産
課

0897-52-
1216

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

7西条市
頑張る農家支援事業の内、
西条市担い手農地集積事業

人・農地プランに位置づけられた中
心経営体で次に掲げるもの
(1)　認定農業者
(2)　認定新規就農者
(3)　集落営農法人

人・農地プランの中心経営体に位置
付けられた認定新規就農者等が、
新規に3年以上の利用権設定等に
より農地を集積した面積（ただし、樹
園地等は除く。）

助成額：5,000円以内/10a

随時

未定
農業水産
課

0897-52-
1216

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

2西条市 アグリビジネススクールの開催
将来就農等を考える市内農業高校
生

農業に対する知識の習得や、就農
計画を自ら作成することを通じ、今
後の目標設定を明確にし、就農意
欲の向上につなげる。

-

-
農業水産
課

0897-52-
1216

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

1西条市 ワンストップ相談窓口の設置 農業者全般

市・農業委員会・県・JAが一堂に集
まり、新規就農や経営改善等に関
する総合相談を行う。

・西条地域　毎月1回
・周桑地域　毎月2回

随時

－

新居浜市
経済部農
林水産

0897-65-
1262

http://ww
w.city.niiha
ma.lg.jp/

1,2,9新居浜市 農業経営体活性化事業

・景観形成業務
対象者；農業委員、地元の園児等
（現地に招待）

・担い手育成研修
対象者：認定農業者等

・新規就農相談会
対象者：就農希望者

・景観形成業務
遊休農地3か所において景観形成
作物の植栽を行い、開花時には地
元の保育園児等を招待するなど、耕
作放棄地の解消や農業への関心を
持ってもらう。（耕起手数料、種子、
肥料、除草代等を市から支出）

・担い手育成研修
農業協同組合と共催し、認定農業
者等による視察研修を実施。（バス
借り上げ料を市から支出）

・新規就農相談会
農業への関心や就農希望者に対し
て、関係機関等による相談会を実
施。

担い手育
成研修（2
月下旬）、
新規就農
相談会（2
月上旬）

―
JA・農家
支援課

0894-24-
1116

― 7,8八幡浜市 就農バンク制度 就農者
●農地・倉庫・農機具・住居の斡旋
(不要地・不用品・空き家のリスト化・
譲渡の仲立ち)

通年

3名程度
JA・農家
支援課

0894-24-
1116

― 4、5八幡浜市
Ｉターン就農サポート事業補助金（青年就
農給付金事業協調補助）

●Ｉターン就農希望者
●45歳未満

●Ｉターン就農者に対し、青年就農
給付金に上乗せして年額50万円を
最大3年以内補助する。
●財源/市費 1/2、JA 1/2

通年

5名程度
JA・農家
支援課

0894-24-
1116

― 3八幡浜市
Ｉターン就農サポート事業補助金（研修者
支援事業）

●Ｉターン就農希望者
●45歳未満

●研修に対する補助金として、最大
2年間・月額6万円（年額72万円）の
補助を行う。
●財源/市費 1/2、JA 1/2

通年

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援　９．その他
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3人
久万高原
農業公社

0892-41-
0040

http://ww
w.kumako
gen.jp/

9久万高原町 生活資金貸与

久万農業公園研修センターにおけ
る農業研修を修了した者で、研修修
了後5年間、本町において農業に従
事することが確実な者。

新規就農初年度生活資金貸与
貸付額（月額）
本人　　：150,000円以内
配偶者 ：50,000円以内
第一子 ：30,000円以内
第二子 ：20,000円以内

随時

3人
久万高原
農業公社

0892-41-
0040

http://ww
w.kumako
gen.jp/

4,7久万高原町 農業機械・施設整備費補助金

久万農業公園研修センターにおけ
る農業研修を修了することが確実と
認められる者又は修了した者に対し
てリース事業を行うもの

農業機械・施設整備費補助金
事業費の60％以内又は3,000,000円
のいずれか低い額

随時

3人
久万高原
農業公社

0892-41-
0040

http://ww
w.kumako
gen.jp/

1,2,3久万高原町 農業研修補助金

久万農業公園農業研修センターに
おける農業研修生として町長が認め
た者で、研修修了後５年間以上本町
で農業に従事する見込みのある者。

農業研修補助金
町内在住者：120,000円
町外在住者：150,000円

平成29年
4月～

平成29年
10月末日

30人程度
/回

伊予市農
業振興セ
ンター
（伊予市
農林水産
課）

089-983-
6350

https://iyo
-
agri.jimdo.c
om/

1,2伊予市 新規就農者勉強会

・伊予市の農業に関心がある人
・伊予市で就農を考えている人
・伊予市で就農後間もない新規就農
者（Uターン、定年退職者など）

就農及び農業に必要な知識、栽培
技術を習得するための基礎講座を
開催

不定期
（年4回程
度）

予算の
範囲内

農林水産
課

0893-24-
1727

http://ww
w.city.ozu.
ehime.jp/

4大洲市
大洲市農山漁村地域新規参入確保・育
成支援事業

【新規参入者支援給付事業】
・移住者で農業次世代人材投資事
業の要件に該当する者（5ｹ年後の
年間所得が250万円を超える計画な
ど）
・それ以外の市内在住者について
は、移住者と同様な要件に加え、5ｹ
年後の年間所得が400万円を超える
計画など
・45歳未満の林業・漁業者について
は、それぞれ緑の青年就業準備給
付金事業、漁業の青年就業準備給
付金等を活用し、研修を受けている
こと。

【新規参入者育成支援事業】
・新規就業者の経営規模に応じた性
能のものであること。
・導入する機械・施設の耐用年数が
5年以上のものであること。

【新規参入者支援給付金事業】
　市内で農林水産業へ新規参入す
る者に対し、次のとおり給付金を給
付する。（但し、農業次世代人材投
資事業を受給可能な者については
除く。）
・５５歳未満の者　年１２０万円（最大
５年間）
・５５～６４歳　　　年６０万円（最大５
年間）

【新規参入者育成支援事業】（農業
用機械・施設等の導入助成）
・補助率１／３以内
・補助額の上限１６０万円

随時

予算の範
囲内

農業水産
課

0897-52-
1216

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

4西条市
頑張る農家支援事業の内、
園芸施設整備等支援事業

市内JA

農家所得の向上及び地域農業の振
興を図るため、JAによる園芸施設
（雨よけハウスの整備、既存ハウス
の省エネ化）、新規就農者向け小規
模機械（管理機等)のリース導入費
用に対し、助成を行う。
新規就農者、女性農業者に対する
リース設備導入に対し、優先的に予
算を配分する。

助成額
園芸施設：事業費の1/3以内
　　　　　　　（上限30万円）
新規就農者向け小規模農業機械：
事業費の1/2以内(上限15万円)

6月頃

予算の範
囲内

農業水産
課

0897-52-
1216

http://ww
w.city.saijo.
ehime.jp/

4西条市
頑張る農家支援事業の内、
耕作放棄地再生支援事業

利用権設定等により荒廃した農地を
借り受け、この農地の解消を行う市
内農業者等（個人および法人）

耕作放棄地の解消費用の助成を行
うことで、新規就農者等担い手の意
欲向上につなげる。

助成額：7万円以内/10a

随時

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援　９．その他
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２～３人

程度
農林振興
課

0895-42-
1114

m-
nourin@tow
n.matsuno.
ehime.jp

1，2，3松野町 農業研修制度

以下の条件を全て満たす者

○研修修了後松野町に居住し、中

核的農業者又は認定農業者となり

得る者

○概ね１８歳以上４５歳未満

○研修修了後直ちに就農するもの

研修期間：２年
研修場所：松野町農業公社
研修内容：水耕栽培、育苗研修、野
菜研修、経営計画
研修助成金：１２万円／月
研修後水耕栽培施設を整備する場
合に限り事業費の60％（上限300万
円）を支給

不定期

若干名

産業課
農業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/

2伊方町 新規就業者技術研修事業

町内の農業者で年間150日以上専
従している４０歳未満の後継者で、
就業期間が概ね３年以下
先進地等における研修で、国・県等
の試験研究機関への留学研修や延
べ７日以上の国、県が行う担い手養
成研修等

補助金額　３０万円 随時

若干名

産業課
農業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/

3伊方町
新規就業者支援対策事業
（研修者支援補助金）

（1）45歳未満で農の雇用事業、営農
インターン推進事業、農業次世代人
材投資事業（準備型）を受給してい
る者

（1）月額３万円
（2）給付期間は２年以内

随時

若干名

産業課
農業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/

3伊方町
新規就業者支援対策事業
（短期研修参加助成金）

（1）40歳以上44歳以下で町内に滞
在し町内の農家で農業体験を行う
者。
（2）農業研修の事業主体は、西宇和
農業協同組合とする。

（1）概ね５日間　１．５万円以内
（2）概ね１０日間　３万円以内

随時

受給者

産業課
農業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/

4伊方町
新規就業者支援対策事業
（農業次世代人材投資事業協調補助金）

農業次世代人材投資資金（経営開
始型）を受給している者。

（1）年額２５万円
（2）給付期間は３年以内

随時

若干名

産業課
農業支援
センター

0894-38-
2658

http://ww
w.town.ikat
a.ehime.jp/

4伊方町
新規就業者支援対策事業
（新規就業者支援補助金）

(1)　新規学卒就業者及び新規参入
者で、新たに農林水産業に就業した
者とする。
(2)　前項に規定する就業者は、特
別の事情を除き、引き続き就業でき
る者とする。
(3)　町内に居住する者で、申請時に
18歳以上40歳以下の者とする。
(4)　土地、漁船等を所有している親
族関係者が伊方町内に在住してい
るか、又は将来において所有する見
込がある者とする。
(5)　原則として長期研修開始後10
年以内に自営の就業者として自立
することを目指す者とする。
(6)　審査会において計画に適性が
あると認められた者で、認定後、伊
方町ですみやかに農林水産業に従
事することが確実と認められる者と
する。

（1） 親族の経営基盤を引き継ぎな
がら規模拡大及び経営改善を行う
者　　 就業月額　５万円
（2） 親族の経営基盤を全く引き継が
ず新規経営する者、又は親族が死
亡等のため、代わりに新規経営する
者  　  就業月額１０万円
（3） 支援期間は３年以内

随時

３世帯
内子町農
村支援セ
ンター

0893-44-
2199

http://ww
w.town.uchi
ko.ehime.jp
/

1,2,4,7,8内子町
内子町新規就農研修支援制度
①新規就農者研修滞在施設
②新規就農者研修助成制度

①・内子町外者出身で60再未満の
者
・新規就農者研修滞在施設退去後、
５年以上町内で農業を営む見込み
のある者
・認定農業者と概ね同等の営農を行
うと見込まれる者
②・新規就農者研修滞在施設に入
居し、退去後５年以上町内で農業に
従事する者

①研修先の確保、営農指導、農地
取得支援、空き家情報の提供
②新規就農者が内子町新規就農者
研修滞在施設の入居期間に支払っ
た家賃相当額を補助

通年

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援　９．その他



自治体等名 事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数 担当課等 電話番号 HPアドレス 支援分野

研修生枠
１名

農林課地
域農業支
援セン
ター

直通
0895-45-
1115(内
線2436)

代表
0895-45-
1111
(内線
2436)

nourin@tow
n.kihoku.ehi
me.jp

2,3,4鬼北町 新規就農促進事業

【農業研修補助金】
鬼北町における新規就農者を育成
し、地域農業の振興と定住人口の
確保を図る。
一般社団法人鬼北町農業公社にお
ける農業研修生として町長が認めた
者（新規就農後鬼北町において５年
以上農業に従事する者）

【農業機械・施設整備費補助金】
新規就農者に対して、農業機械施
設整備を行い、就農後の支援と育
成を図る。
一般社団法人鬼北町農業公社にお
ける農業研修を修了し、新規就農す
る者で町長が認めた者

青年研修コース：４０歳未満
中年研修コース：５０歳未満
熟年研修コース：５５歳未満

【農業研修補助金】
青年研修コース（研修期間：２年）
・鬼北町出身者：月額１２万円
・転入者：月額１５万円

中年研修コース（研修期間１年）
・鬼北町出身者：月額１２万円
・転入者：月額１５万円

熟年研修コース（研修期間１年）
月額５万円

【農業機械・施設整備費補助金】
パイプハウス等の施設整備、トラク
ター等の農業機械の購入補助
青年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の６０％以内又
は３，０００，０００円のいずれか低い
額を補助

中年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の５０％以内又
は１，０００，０００円のいずれか低い
額を補助

熟年研修コース（就農後１年以内）
農業機械・施設の整備及びリース事
業に対して、事業費の５０％以内又
は５００，０００円のいずれか低い額
を補助

不定期

支援分野の内容は、１．就農相談　２．研修制度　３．研修費用助成　４．営農費用助成　５．雇用費用助成　６．研修受入農家に対する助成　７．農地取得支援　８．住宅取得支援　９．その他
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