
令和 5年 2月 1日 

 

「雇用就農資金」令和 4年度応募申請件数、採択件数及び採択者情報 
 

(一社)熊本県農業会議 

 

 農林水産省における「新規就農者育成総合対策」における補助事業の「農の雇用事業」について

は、平成 20年度補正から令和 3年度まで合計 50回の募集があり、これまで全国で 26,952経営体、

従業員（研修生）34,632名、熊本県で 1,078経営体、従業員（研修生）1,365名の採択（農の雇用

事業予算分のみ、補正予算採択分除く）があった所です。 

 一方、事業効果として期待していた支援対象となる従業員（研修生）の定着率は、研修終了迄に

50%代になる等課題も残ったところです。 

 この様な中で、「農の雇用事業」については令和 3 年度募集分で終了する事とし、その後継事業

として、令和 4年度から新しく募集がスタートした「雇用就農資金」については、令和 4年度第 1

回～第 3 回募集分において、全国で 1,842 経営体、従業員 2,308 名、熊本県で 54 経営体、従業員

68名の応募申請がありました。そのうち、(一社)全国農業会議所の最終審査会を通じて、1,722経

営体、従業員 2,134名、熊本県で 45経営体、従業員 59名の採択があった所です。なお、当内容は、

最終審査会で採択となった件数であり、その後離職等を理由に中止された数は含まれていません。 

 

（１）「雇用就農資金」令和 4年度応募申請件数 

 全国 熊本県 

経営体数 従業員数 経営体数 従業員数 

第１回募集 441 524 14 16 

第２回募集 794 1,033 25 32 

第３回募集  607 751 15 20 

令和 4 年度合計 1,842 2,308 54 68 

（令和 3年度合計） (2,387) (2,835) (76) (90)  
対前年度比 77.2% 81.4% 71.1% 75.6% 

※前年度合計は、「農の雇用事業」令和 3年度第 1 回募集～令和 3年度第 4回募集での応募申請件数の合計を示します。 

 

（２）「雇用就農資金」令和 4年度採択件数 

 全国 熊本県 

経営体数 従業員数 経営体数 従業員数 

第１回募集 
402 478 13 15 

※都道府県別採択情報リンク 

第２回募集 
749 962 22 29 

※都道府県別採択情報リンク 

第３回募集 
571 694 10 15 

※都道府県別採択情報リンク 

合計 1,722 2,134 45 59 

（前年度合計） (2,172)  (2,548) (65) (74) 

対前年度比 79.3% 83.8% 69.2% 79.7% 
※前年度合計は、「農の雇用事業」で応募申請があったものの、予算枠の関係から補正予算として採択された分も含みます。すなわち、「農の雇用事

業」令和 3 年度第 1 回募集～第 4 回募集での①「農の雇用事業」予算で採択を受けた分（「農の雇用事業」令和 3 年度第 1 回～第 4 回募集分）、

②「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業（令和 2 年度補正）」予算で採択を受けた分（「農の雇用事業」令和 3 年度第 1 回募集・第 2 回

募集分）、③「雇用就農者実践研修支援事業（令和 3 年度補正）」予算で採択を受けた分（「農の雇用事業」令和 3 年度第 4回募集分）の合計を含

みます。 

※応募申請件数と採択件数の差は、①申請対象となる従業員が離職又はその可能性がある、②事業要件不適合等を理由に最終審査会前に取り下げ

となった件数、最終審査会を通じて不採択となった件数を含みます。 

https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/pdf_select_result/result_num_r04_01.pdf
https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/pdf_select_result/result_num_r04_02.pdf
https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/pdf_select_result/result_num_r04_03.pdf


（３）採択経営体情報 

雇用就農資金では、事業要件において、「研修内容等を就農に関するポータルサイト（農業をは

じめる.jp）に掲載していること」となっています。この為、現在、熊本県で採択を受けている経

営体情報については、同ホームページ内で公開されています。 

 下記は、同公開データ等と併せて、求人情報や農業インターンシップ受入登録情報等整理してお

ります。 

 なお、下記は当事業の事業実施主体である（一社）全国農業会議所の最終審査会を通じて採択さ

れた時点の情報であり、下記のうち、現時点で既に支援対象従業員の退職等を理由として中止とな

っている分も含めて掲載しております。 

採択 

年度回 
経営体名 地域 作目 ＨＰ 

研修 

内容 
求人① 求人② 

ｲﾝﾀｰﾝ 

ｼｯﾌﾟ 

R4-1 河田果実(株) 熊本市北区 
スイカ、温州みかん 

不知火 
  リンク       

R4-1 髙木 努（髙木農園） 熊本市北区 スイカ、ナス   リンク       

R4-1 林田 徳久（林田農園） 熊本市南区 トマト、水稲   リンク       

R4-1 (株)味咲ファーム 玉名市 
トマト、ミニトマト 

ナス、マンゴー 
リンク リンク       

R4-1 (株)果実堂 益城町 ベビーリーフ リンク リンク     リンク 

R4-1 (株)みっちゃん工房 益城町 ベビーリーフ、水稲 リンク リンク       

R4-1 (株)hiro ファーム 御船町 
馬鈴薯、人参、里芋 

甘藷、水稲 
  リンク       

R4-1 (株)駒城 御船町 馬飼育 リンク リンク リンク リンク   

R4-1 (株)トマトドリームカンパニー 八代市 
トマト、スナップエンド

ウ、オクラ 
リンク リンク       

R4-1 中田 晴一郎 八代市 トマト、飼料稲   リンク       

R4-1 (株)モエ・アグリファーム 錦町 
筍、ズッキーニ、人参 

キャベツ、ピーマン 
リンク リンク       

R4-1 (有)オオツボ 人吉市 酪農   リンク       

R4-1 森田 俊幸（森田農園） 天草郡苓北町 レタス、水稲   リンク       

合計 13経営体               

R4-2 (株)味咲 熊本市北区植 温州みかん リンク リンク       

R4-2 河田果実(株) 熊本市北区 
スイカ、温州みかん 

不知火 
  リンク       

R4-2 伊藤農園(株) 熊本市北区 スイカ、メロン   リンク       

R4-2 (農事)熊本すぎかみ農場 熊本市南区 
水稲、麦、大豆、玉葱 

他野菜 
リンク リンク       

R4-2 岩崎農場(株) 宇城市 肉用牛肥育   リンク       

R4-2 (株)米米農場 美里町 水稲、蓮根   リンク       

R4-2 (株)ナカドモファーム 宇城市 水稲、蓮根   リンク       

R4-2 宮崎農園(有) 宇城市 
水稲、ブロッコリー 

ミニトマト 
リンク リンク       

R4-2 米村 浩（VegeRise） 玉名市 トマト、ミニトマト リンク リンク       

https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/327
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/136
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/115
https://www.misakifarm.net/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/206
https://www.kajitsudo.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/62
https://www.be-farmer.jp/experience/intern/search/detail/?id=205
http://mitchan-kobo.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/112
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/133
https://www.senko-farm.com/senko-group/komajo
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/128
https://www.be-farmer.jp/recruitment/search/detail/?uid=20181206103713CDbh6g8QKiOaQ4XKTtx
https://www.kuma-farm.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/220d33efe61cfe1f258f8535b32bb3c5.pdf
https://www.tomato-dreamcompany.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/141
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/101
https://www.moe-agrifarm.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/284
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/147
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/325
http://misaki-farmer.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/54
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/327
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1017
http://sugikaminoujou.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/859
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/932
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1099
https://www.miyazakinouen.net/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1101
https://www.vegerise.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/753


R4-2 (有)蘇鉄園芸 玉名市 
トマト、ミニトマト 

水稲 
リンク リンク リンク リンク   

R4-2 鍋嶋 泰弘（鍋嶋農園） 山鹿市 
青ネギ、スイカ 

イチゴ、キュウリ 
リンク リンク     リンク 

R4-2 (株)ろのわ 菊池市 水稲、雑穀、麦、大豆 リンク リンク リンク リンク リンク 

R4-2 (株)うさぎ農園 合志市 
露地野菜、水稲、小豆 

農産加工品 
リンク リンク       

R4-2 (有)ビーユーファーム 高森町 酪農   リンク       

R4-2 (株)お茶の富澤 益城町 茶、農産加工 リンク リンク       

R4-2 (株)果実堂テクノロジー 益城町 
アスパラ、農業コンサ

ル、資材販売 
リンク リンク       

R4-2 バックカントリーラボ(株) 山都町 
イチゴ、ブルーベリー 

水稲、観光農園 
リンク リンク       

R4-2 (株)ウェルフェアファーム 八代市 ブロッコリー、ニラ   リンク       

R4-2 (株)田浦牧場 芦北町 肉用牛繁殖   リンク       

R4-2 (株)常笑ファーム 湯前町 
小松菜、キュウリ 

ニンニク 
リンク リンク       

R4-2 (株)アグリ・アーツ 天草市 ミニトマト リンク リンク       

R4-2 林 雄介（天草自然生活農法） 天草市 葉たばこ、水稲、柿 リンク リンク       

合計 22経営体               

R4-3 (株)アグリ日奈久 八代市 
水稲、麦、イタリアン 

キャベツ、ブロッコリー 
  リンク       

R4-3 (株)うさぎ農園 合志市 
露地野菜、水稲、小豆 

農産加工品 
リンク リンク       

R4-3 (株)阿蘇村上農場 阿蘇市 肉用牛肥育、飼料   リンク       

R4-3 (株)大浜町野菜生産組合 玉名市 
水稲、キャベツ、馬鈴薯 

水稲作業受託 
  リンク       

R4-3 (株)麻生農園 阿蘇市 
温州みかん、不知火 

プラム 
  リンク       

R4-3 熊本ワインファーム(株) 熊本市北区 
ワイン用葡萄 

ワイン醸造 
リンク リンク       

R4-3 (有)アグリパートナーきくち 菊池市 
水稲、麦、野菜、水稲 

麦・大豆作業受託 
  リンク       

R4-3 (有)コーシン 菊陽町 養豚 リンク リンク       

R4-3 (有)松村農園 熊本市北区 観葉植物 リンク リンク       

R4-3 (有)内田農場 阿蘇市 水稲、大豆 リンク リンク       

合計 10経営体               

(注) 

⚫ 「ＨＰ」は、採択を受けた経営体が設けているホームページへのリンクです。 

⚫ 「研修内容」は、雇用就農資金の事業要件において「研修内容等を就農に関するポータルサイトに掲載していること」が要件化されている中で、

(一社)全国農業会議所（全国新規就農相談センター）が運営する「農業をはじめる.jp」に各経営体の研修内容が公開されているホームページ

へのリンクです。 

⚫ 「求人①」は、(一社)熊本県農業会議及び(公財)熊本県農業公社それぞれで厚生労働省認可の下で「無料職業紹介事業」を行っている中、それ

ぞれに求人登録されている有効期間のある求人情報を熊本県新規就農支援センターホームページの求人情報コーナーに掲載している内容のリ

ンクです。 

⚫ 「求人②」は、「農業をはじめる.jp」に求人掲載しているホームページへのリンクです。 

⚫ 「インターンシップ」は、(公社)日本農業法人協会が登録する農業インターンシップの農業体験受入を行っている農業法人等の概要を紹介する

ホームページへのリンクです。 

⚫ 上記の「求人」への就職を希望される方や「農業インターンシップ」の体験を希望される方は、当会議岩崎（096-384-3333）までご相談下さい。 

http://k-tomato.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/958
https://www.be-farmer.jp/recruitment/search/detail/?uid=20130823105437UbZfOpLxFDpkVy4LIjLz
https://www.kuma-farm.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/54702ef0d74c56a27c4eb79dba8d6498.pdf
http://www.orgalifenijinodaichi.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1096
https://www.be-farmer.jp/experience/intern/search/detail/?id=196
https://www.organic-lonowa.co.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/946
https://www.be-farmer.jp/recruitment/search/detail/?uid=20151021115913E7XuMGeSsTUlvzjC2ivW
https://www.kuma-farm.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/9c745c0b58c8a991897ff7631e4c2390.pdf
https://www.be-farmer.jp/experience/intern/search/detail/?id=204
https://www.usagi-farm.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1061
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/877
http://www.ochanotomizawa.co.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/963
https://www.kajitsudotech.co.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/602
https://nakahata-nouen.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1060
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/959
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/971
https://jyo-sho-farm.com/news/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/936
http://www.mitsunobu-nouen.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/878
https://amakusalife.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/849
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1727
https://www.usagi-farm.com/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1061
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1589
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1728
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1700
https://www.kumamotowine.co.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1175
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1531
https://www.cohsin.jp/index.html
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1293
http://matsumura-nouen.co.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1699
https://www.aso-uchidafarm.jp/
https://app.be-farmer.jp/web/training_informations/1747
https://www.nca.or.jp/
https://www.be-farmer.jp/
https://www.be-farmer.jp/training_informations
https://www.kuma-farm.jp/
https://www.kuma-farm.jp/joboffer/
https://www.be-farmer.jp/recruitment/search/
https://hojin.or.jp/
https://www.be-farmer.jp/experience/intern/

