
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

萩が未来の担い手を待っている 歴
史

萩

 

農
業

 

農業を新たに始めたい！ 
 

農家を継ぎたい！ 
 

研修を受けてみたい！ 
 

農業法人に就職したい！ 
 

自営就農したい！ 
 

資金について知りたい！ 
 

などお気軽にご相談下さい 

歴史のまち萩で農林水産の

仕事を始めてみませんか？ 

萩市があなたのチャレンジ 

を 応 援 し ま す ！ ！ 

≪問い合わせ先≫ 

萩市農政課 
ＴＥＬ：(0838)25-4192 

ＦＡＸ：(0838)25-3770 



～あなたの本気求めます！ 

自然と歴史に囲まれた萩で、農業はじめませんか？ ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩市では、様々な農業の担い

手確保に向けた支援対策とし

て就業機会の創出・提供・マッ

チングなどに取り組むととも

に、農業が好きで農業を仕事に

する人を募集しています。 

募集 タイプ 
① 独立就農 自ら経営主になり農業で生活する人 

         ※やりがいは大いにありますが、リスクもあります。 

         ※支援策はありますが要件があります。 

② 農業法人（農業生産を行っている会社組織）へ就職（就業）する。 

         ※年間通して農作業があります。 

         ※農繁期、農閑期（忙しい時期、忙しくない時期）が 

あるため、勤務体系が特殊なことがあります。 
 



萩市での就農までの道筋 
準 備 段 階 

             情報収集 調査 見学 

             就農相談 

 

現 地 見 学 

             就農場所の選択のため 

             バスツアー・農業体験・短期研修 

             農業・田舎暮らしの適正確認 

             ※現地見学等を希望の場合は要事前相談 

 

就 農 決 意 

資金の確保（当面の生活費確保のため） 

家族の同意 

             就農スタイルの決定（自営就農か法人就業か） 

 

自営就農を目指す      農業法人へ就職（就業）を目指す 

 

目指す農業経営を決める   受入法人等との面談 

                      

就農までの条件確保     就農までの条件確保 

     定住に向けの準備      定住に向けての準備  

就       農      地      へ 

 

     研修開始 ※必要な場合      試用期間 

     長期研修の開始 

     ※担い手支援塾の活用可 

農業技術やノウハウの習得     

就農準備             雇用契約 

     農地・機械等の確保 

     就農計画の作成 

     生産計画・販売計画  

     農地の取得 

     農地取得の手続き 

 

     就農（経営開始） 

  ※上記の流れは一般的な流れで、必ずしもフローどおりではありません。 



１．新規就農支援策≪自営・独立就農≫ 

時期 利用できる制度 支援内容 要件等 

就農前 

やまぐち就農ゆめツアー 
（就農現地見学会） 

農業者を巡るバスツアーを年 2 回程
度開催 
交通費の半額助成（上限 3 万円） 

 

現地就農体験 
（指導農家支援） 

＜本格的な就農前研修＞ 
短期の現地農家での就農体験   
１2 万 5 千円/月（6 ヶ月以内） 
指導農家への助成 6 万円/月 

県外在住の移住就農希望者 
２０日／月の現地就農体験 

交流研修施設 
短期研修／田舎暮らし体験 
1 万５千円/月～ 

利用期間１日～１年間 

新規就農者研修滞在施設
/担い手定住促進住宅 

家賃 1 万円～2 万 5 千円/月 
小川、高佐、佐々並、福川、
紫福地区 

萩市空き家バンク制度 
UJI ターン希望者への住まいの情報提
供 

萩市への定住 

萩暮らし応援事業補助金 
空き家バンク登録物件の改修費や家
賃の一部補助 

世帯主が 49歳以下または１
８歳以下の子どもを有する
UJI ターン世帯 

就農前 
～就農後 

農業スタートアップ応援
事業（賃貸住宅家賃補助
事業） 

新規就農・就業者への家賃補助 
家賃の 1/2 以内 上限 2 万円 
（最長 3 年間） 

研修計画または就農計画の
認定 
農業法人との雇用契約 

農業スタートアップ応援
事業（ＵＪＩターン家族
就業支援事業） 

家族での移住就農者に対する 18 歳以
下の子ども（扶養者）の人数に応じた
補助金 

月額 5 千円/子ども 1 人 
上限１万５千円（最長 3 年間） 

研修計画または就農計画の
認定 

研修 1～2
年目 

担い手養成農大研修 
「自営就農コース」、「法人就業コー
ス」 期間：１年間 要件を満たせば、最長２年間

研修費 150 万/年を支給 
担い手養成現地研修 期間：１～２年間 

新規就農者育成総合対策
（就農準備資金） 

山口県が認める研修を実施する農業
大学校等で研修を受ける者に資金を
交付 
150 万/年（最長２年間） 

就農時５０歳未満 

就農前準備研修（研修生
支援） 

山口県が認める研修を実施する農業
大学校、先進農業法人等で研修を受け
る者を支援 
150 万/年（最長２年間） 

就農時５０歳以上 

農業スタートアップ応援
事業（ふるさと再生萩回
帰応援事業） 

国県の支援の対象とならない農業研
修者を支援 
120 万円/年（３９歳以下） 
60 万円/年（５５歳以下） 
指導農家支援 1 万円/月 

・申請時５５歳以下 
・国や県の同種の助成等を受
けていない者 
・親元での研修も対象 
・研修期間は最長２年 



就農前準備研修（指導農
家支援） 

研修生を受入れた農家、法人に対する
支援 ６万円／月 

 

セカンドキャリア就農支
援事業 

国県の支援の対象とならない農業研
修者を支援 
60 万/年（最長 2 年） 
指導農家支援 1 万円/月 

申請時５6歳以上 6５歳未満 

青年等就農資金 

就農に必要な機械・施設等の取得に必
要な資金を融資 
資限度額 3700 万円  
借入期間 1７年以内(据置 5 年以内) 
利率 無利子 

認定新規就農者 

（就農後５年以内） 

就農時・就
農後 
 

経営発展等支援事業 

認定新規就農者の経営開始初年度の

設備投資に対して支援 

事業費上限 1000 万円 

※新規就農者育成総合対策（経営開始

資金）受給者は 500 万円 
補助率 3/4（国 1/2、県 1/4） 

認定新規就農者 

（就農初年度に限る） 

農業スタートアップ応援
事業（就農準備支援事業） 

就農・就業時に準備金５万円を支給 
研修計画または就農計画の

認定 

儲かる農業経営体モデル
確立支援事業 

新規就農時に農業機械や施設を用意
する場合の補助制度     
補助率 1/2 （上限 150 万円） 

認定新規就農者等 

空きハウス等農業資源フ
ル活用事業 

中古ハウス及び付帯設備の取得、移
設、修繕経費又は空き樹園地の補植、
改植経費を支援 
補助率 1/2 （上限 200 万円） 

 

セカンドキャリア就農支
援事業 

営農開始に必要な資材等の取得経費
を補助 
補助率 1/2（上限 15 万円） 

研修計画または就農計画の
認定 
申請時５6歳以上 6５歳未満 

新規就農者育成総合対策
（経営開始資金） 

経営開始直後の新規就農者に資金を
交付（最長３年間） 
150 万円/年 

就農時５０歳未満 
認定新規就農者 
目標所得基準有 
所得制限有 

就農後 
（1～３ 
年目） 

農業スタートアップ応援
事業（ふるさと再生萩回
帰応援事業） 

国県の支援の対象とならない方や自
営農地等を維持する農家の後継者を
支援 
120 万円/年（３９歳以下） 
60 万円/年（５５歳以下） 
指導農家支援 1 万円/月 

・申請時５５歳以下 
・国や県の同種の助成等を受
けていない者 
・年間 60 日以上農作業等に
従事する準主業農家等 
・最長３年間(研修期間含む) 

セカンドキャリア就農支
援事業 

国県の支援の対象とならない自営農
地で農業経営を開始された方を支援 
30～60 万円/年（最長３年※研修期
間も含む） 

申請時５6歳以上 6５歳未満 

 

 



２．新規就農支援策≪法人就業≫ 

時期 利用できる制度 支援内容 要件等 

就業前 

やまぐち就農ゆめツアー 
（就農現地見学会） 

農業者を巡るバスツアーを年２回程度開
催 
交通費の半額助成（上限 3 万円） 

 

現地就農体験 
（指導農家支援） 

＜本格的な就農前研修＞ 
短期の現地農家での就農体験   
１2 万 5 千円/月（6 ヶ月以内） 
指導農家への助成 6 万円/月 

 

交流研修施設 
短期研修／田舎暮らし体験 
１万５千円/月～ 

利用期間１日～１年間 

新規就農者研修滞在施設
/担い手定住促進住宅 

家賃 1 万円～2 万 5 千円/月 
小川、高佐、佐々並、福川、
紫福地区 

萩市空き家バンク制度 UJI ターン希望者への住まいの情報提供 萩市への定住 

萩暮らし応援事業補助金 
空き家バンク登録物件の改修費や家賃の
一部補助 

世帯主が 49 歳以下また
は 18 歳以下の子どもを
有する UJI ターン世帯 

研修中 
～就業後 

農業スタートアップ応援
事業（賃貸住宅家賃補助
事業） 

新規就農・就業者への家賃補助 
家賃の 1/2 以内 上限 2 万円 
（最長 3 年間） 

・研修計画または就農計
画の認定 
・農業法人との雇用契約 

農業スタートアップ応援
事業（ＵＪＩターン家族
就業支援事業） 

家族での移住就農者に対する 18 歳以下
の子ども（扶養者）の人数に応じた補助
金 
月額 5 千円/子ども 1 人 
上限１万５千円（最長 3 年間） 

研修計画または就農計画
の認定 

研修中
（1～2
年目） 

担い手養成農大研修 
「自営就農コース」、「法人就業コース」 
期間：１年間 

要件を満たせば、最長２
年間研修費 150 万/年を
支給 担い手養成現地研修 期間：１～２年間 

新規就農者育成総合対策
（就農準備資金） 

山口県が認める研修を実施する農業大学
校等で研修を受ける者に資金を交付 
150 万円/年（最長２年間） 

就農時５０歳未満 

就農前準備研修（研修生
支援） 

山口県が認める研修を実施する農業大学
校等で研修を受ける者を支援 
150 万円/年（最長２年間） 

就業時５０歳以上 

農業スタートアップ応援
事業（ふるさと再生萩回
帰応援事業） 

国県の支援の対象とならない農業研修者
を支援 
120 万円/年（３９歳以下） 
60 万円/年（５５歳以下） 
指導農家支援 1 万円/月 

・申請時５５歳以下 
・国や県の同種の助成等
を受けていない者 
・親元での研修も対象 
・研修期間は最長２年 

就農前準備研修（指導農
家支援） 

研修生を受入れた農家、法人に対する支
援 ６万円／月 

 



就業時 
農業スタートアップ応援
事業（就農準備支援事業） 

就農・就業時に準備金５万円を支給 ・正規雇用契約 

就業後 
（ １ ～ ５
年目） 

雇用就農資金（雇用就農
者育成・独立支援タイプ） 
 
     ＋ 
 
フォローアップ研修 
（定着支援給付金） 

（就業１・２年目） 
農業法人等が雇用就農者に対して行う実
践研修を支援 
研修生１人当たり年間最大 90 万円 
※国 2/3、県 1/6、市 1/6 

・就業時５０歳未満 
・就業４ヶ月経過後 
・正規雇用契約 
※農業次世代人材投資資
金（準備型）を活用し研修
した者は対象外 
※法人構成員は年齢要件
なし 
※法人に対しての補助し
ます 

（就業３・４年目） 
新規就業者を雇用した農業法人を助成。
80 万円/年 
※国 3/4、県 1/8、市 1/8 

（就業５年目） 
新規就業者を雇用した農業法人を助成。
80 万円/年 
※県 1/2、市 1/2 

 
 

 国の補助及び支援策 

 萩市の補助及び支援 

 山口県+萩市の補助及び支援 

 山口県の補助及び支援 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農者募集産地 

萩市むつみ地域は標高300～400ｍに位置し、冷涼な気候を活か

して夏秋トマトの栽培を行っています。トマトは、これからも需用の

見込める作物です。“山口あぶトマト”部会高俣支部では、トマトの

新規栽培者を募集しています。 

■連絡先 萩市農政課 
〒758-8555 

山口県萩市大字江向 510 番地 

Tel：0838-25-4192 

Fax：0838-25-3770 

Mail：nousei@city.hagi.lg.jp 

 ・法人就業を希望される方は、個別にマッチング 

を行います。 

受け入れ条件      

・当面の生活資金や就農に必

要な施設、機械等の購入資金

を準備出来る方 

・労働力として本人以外で 

１名以上確保可能な方 

・家族の理解と協力が得られ

る方 

・研修及び就農時に生活の拠

点を萩市に有することができ

る方  

・トマト生産部会に加入し、

積極的に部会活動のできる方 

・健康な方（体力が必要） 

研修先 

・萩市むつみ地域 

トマト生産組織、

生産者  

農業法人等 
 


