平成30年度 大阪府新規就農村運営事業

新規就農「はじめの一歩」村

募集要項

運営事務局：株式会社マイファーム

平成30年度 大阪府新規就農村運営事業

１. 新規就農「はじめの一歩」村とは
「いつか生産者になってみたい」、そう思っていても、働いていたり、ツテがなかったりして、なかなか研修に入れ
ない皆さんへ。新規就農「はじめの一歩」村は、そんな想いを後押しする “学び”を提供し、入村者となる皆さんと
地域の農家さんとの架け橋となる“出会い”の場です。
栽培経験ゼロの方でも大歓迎！今のお仕事を続けながら地域に少しずつ入り込んでいただき、集まった入村者（研修
生）同士が協力し合って営農したり、地域の生産者のもとでプロから技術を教わったりと、さまざまな研修プログラ
ムをご準備しています。
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【背景】
近年、府内の農業の担い手は減少傾向にあり、ここ5年で販売農家は1,469戸減少しています（10,497戸(H22)から9,028戸(H27)）。
一方で新規就農、新規参入はここ5年間で増加しているものの、わずか205者（H27年度までの累計）となっています。
新規就農の課題として、新規就農相談数の割に就農につながる者が少ないことから、新規就農相談者のうち、やる気のある方を着実
に就農へと導くことが重要になっています（H27年度の新規就農相談者数101名のうち就農確認数2名。また、101名のうち独立就農を
希望される方の割合は63％となっています）。また、農家での雇用や、農地の紹介を受けるためには、農家での研修が有効ですが、新
規就農者を受け入れてくれる農家は少なくなっています。
就農前の技術取得の場としては農業大学校への入学が基本ですが、農業への転職を検討している会社員等の受け皿も必要であり、実
際、H27年度の新規就農相談者に占める会社員等の割合は36％であり、そのうち81％が独立就農を希望されています。
このため、必要な対策として、①やる気のある就農希望者に農業への適正を自ら見極めていただき、②最低限の農業技術を習得して
いただき、③農家とのパイプをつくること、が有効であり、本事業を実施することで、新規就農希望者の着実な就農に向けた、第１ス
テップとなる場の提供が可能となり、独立就農に向けた支援を行います。

２. 募 集 概 要
研修内容

農業技術（座学・実習）、栽培実践、販売演習、農家実習、交流会 等

研修期間

2018年6月16日～2019年3月中旬（約9ヵ月間）
開村式／ 2018年6月16日（土）11:00～
オリエンテーション／ 2018年6月16日（土）午後 ※終了後、歓迎パーティを予定
修了式／ 2019年3月中旬を予定

研修日時

（P.3-5

研修プログラム 参照）

研修場所

〔「はじめの一歩」村〕

大阪府富田林市中野町

電車：近鉄長野線「富田林駅」・「喜志駅」より徒歩15分
マイカー：大阪市内より、阪神高速経由約40分
〔その他〕 大阪府富田林市エリア 「富田林市の農業を創造する会」生産者の農場
他、座学会場やイベント会場など（P.3-5 研修プログラム 参照）
入村要件

研修プログラム修了後、大阪府内において就農をめざす者。農業経験不問。年齢制限なし。
村内外での研修活動、特別講義・課外プログラムに研修期間中20回以上参加できること。
（修了要件の詳細はP.5参照）
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募集人数

10名

入村料

月5,000円×9ヶ月＝ 45,000円（税込）

応募方法

インターネットからお申込みの上、入村説明会（面接選考会を兼ねる）にご参加ください。

応募期間

2018年4月27日（金）～6月1日（金）（合格発表：6月4日（月））
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３. 研 修 プ ロ グ ラ ム
村内研修を皮切りに、村内外での様々な研修を通じてステップアップしていくプログラムです。
お仕事などの都合にあわせて週末のみで参加したい方にも、この9か月間でめいっぱい学びたい方にも、柔軟にカ
スタマイズしてご参加いただけます（月1、2回～）。

《研修内容》
＜１＞実地研修
＜１－１＞村内研修
〇研修内容：作付計画のつくり方や、栽培～販売までの計画を立て、指導者の指示に従いながら、9か月間の農
作業を経験していきます。また、個別区画では、研修生の皆さんが自ら考えて栽培計画を立て、
栽培の実践をしていただきます。なお、6～7月は集中研修期間とします。
〇研修場所：新規就農「はじめの一歩」村 メイン農場（露地）
共同圃場2000㎡・個別区画 1人あたり300㎡程
〇研修日程：毎月第2・4土曜日の午前中に栽培講習を行います。講習時間は、9:30～12:30。
（2018年6月～翌3月上旬）
講習以外の時間を使って栽培の実践をしていただきます。
毎週水・土曜日9:30～12:30は指導スタッフが在村しています。
ただし、天候や季節の作業に応じて変更となる可能性があります。

＜１－２＞富田林エリア内研修
〇研修内容：キュウリの施設栽培を中心に栽培研修を行い、経験を積んでいただきます。
農作業の現場に入って身体を慣らし、農家の仕事のテンポを掴みます。
〇研修場所：富田林市内の協力農家（富田林市の農業を創造する会）
〇研修日程：2018年7月後半に、農家回りツアーを行い、顔合わせを実施します。
2018年8～9月の集中研修期間中は、受入農家と研修生の皆さんのスケジュールを予め
ヒアリングし、マッチングのうえ指導日を決定します。
※夏季のため、研修時間は早朝もしくは夕方以降となる可能性が高いのでご留意ください。

＜１－３＞「はじめの一歩」研修
〇研修内容：この研修は、個人の希望に合わせて、村内研修や富田林エリア内研修のほか、富田林地域以外の
研修先へも行くことができる、カスタマイズ農家研修です。事前に研修生の希望についてヒアリ
ングを行い、進路・ニーズに合わせて研修内容を決定します。
・村内研修の場合の内容は、上述の＜１－１＞の内容に準じます。
・富田林エリア内研修では、より農業経営者に近しい目線で現場に入り、就農へのイメージ
を具体化させていきます。
・富田林地域以外での研修（カスタマイズ農家研修）では、「はじめの一歩」村事務局が、
受入農家と打合せの上、研修の方針を決定・調整します。
〇研修場所：大阪府内どこへでも
〇研修日程：富田林エリア内研修とカスタマイズ研修の場合、研修生自らが受入農家との日程を調整のうえ
訪問する。
※研修受入農家の都合により、研修時間が早朝や夕方となる可能性もありますのでご留意ください。
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＜２＞特別講義・課外プログラム
＜１＞実地研修の農場での研修プログラムに加え、毎月1回程度、実習・座学講義や地域の農業者と交流す
る機会があります。★農薬講習（No.4）、農地法・農業関連法規・就農に関する制度（No.5）は必修です。
No. 内容・講師
1

日程

実習 軽トラ市にて販売体験

2018/6/23(土)

講師：富田林市の農業を創造する会

終日

セミナー 出版記念講演会
2 「絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業」
株式会社GRA 代表取締役CEO 岩佐大輝
3

4

9

（タワーウエスト22F)
E-1
ナカスジファーム

講師：ナカスジファーム 中筋秀樹

13:00～17:30

（富田林市西板持町）

座学・実習「農薬講習」

2018/8/4(土)

ナカスジファーム

13:00～17:30

2階事務所

2018/10/13(土)

ナカスジファーム

13:30～18:00

2階事務所

ワークショップ「5年後の自分を描いてみよう」

2018/10/27(土)

ナカスジファーム

研修修了後の進路、就農計画を考える

13:30～15:30

2階事務所

実習 堆肥づくりに参加

2018/11/16(金)

講師：富田林市の農業を創造する会

午後 ※代替日：17,18

実習 農業祭のお手伝いを通じて地域農家と交流

2018/11/23(金・祝)

講師：富田林市の農業を創造する会

終日

実習 軽トラ市にて出荷、販売実践

2018/12月

講師：富田林市の農業を創造する会

時間未定

講師：ナカスジファーム 中筋秀樹

★必修

★必修

8

梅田スカイビル 会議室

2018/7/21(土)

5 講師：株式会社マイファーム 上田悠太、木本一花

7

14:00～16:30

富田林市内（未定）

実習「トラクター、刈払機講習」

座学 「農地法・農業関連法規・就農に関する制度」
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2018/6/24(日)

場所

実習 難波葱フェスタへの参画
10 伝統野菜への理解を深める他、イベント企画、ＰＲ活動を実
践
実習 展示会・商談会
11 「アグリフードEXPO大阪」会場内見学ツアー
講師：株式会社マイファーム 平野幸廣

富田林市内（未定）

富田林市内（未定）

富田林市内（未定）

2019/1月

新規就農村

時間未定

メイン農地
ATCアジア太平洋ト

2019/2月

レードセンター(大阪メ

時間未定

トロトレードセンター
前」駅直結)

＜３＞交流会＆イベント
No. 内容
1

日程

場所

歓迎PARTY（交流会）

2018年6月16日（土）

Heart of Nakasujifarm

※オリエンテーション後

夕方～

(富田林）

2 年忘れPARTY（交流会）
3

4

2018年12月
下旬

打ち上げ・壮行会

2018年3月中旬

※修了式後

（予定）

（未定）
（未定）
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《修了要件》
毎月第2・4土曜日に実施される<１－１>村内研修（全18回）、および毎月約1回程度実施される＜２＞特別講習・
課外プログラム（全11回を予定）のうち、 9か月間で、特別講義の必修講義を含む最低20回以上の活動への参加を
修了要件とします（該当する項目は下表★印の箇所）。※なお、お時間の許す限り、より多くの研修にご参加いた
だいて結構です。スケジュールを柔軟にご調整の上、ぜひご参加ください。
項目

期間
2018年

１－１ 村内研修
★

（露地栽培）

6～翌3月
※集中期間
6～7月

１－２

富田林エリア内 2018年
研修

7～9月

＜１＞

内容

場所

「はじめの一歩村」内のメイン農地 はじめの一歩村
にて、最低限の農業技術を身につけ メイン農地
る

大阪府富田林市

富田林市内にて、研修受入先農家訪
問ツアー/農業者との顔合わせを実

富田林市
研修受入農家

施

実施日
第2・4土曜日（月2回）
※6月～翌3月上旬の毎週
水曜・土曜は随時技術指
導を受けることが可能
7月後半 顔合わせ
8～9月は事前ヒアリング
の上調整

研修生個別の就農イメージにあわせ
「はじめの一
１－３ 歩」
研修

て研修生の希望により研修先を選択
2018年

（１）村内研修メイン

大阪府内

10～翌3月

（２）富田林農家研修

どこでも可

（３）富田林地域以外での研修

（２）（３）の場合、研
修生自らがアポイントを
調整

(カスタマイズ農家研修)

＜２＞
★

「はじめの一歩」村

2018年

特別講習・課外プログ

6～翌3月

ラム

（月1回）

＜３＞ 交流会＆イベント

随時

就農についての知識習得、地域の農
業者･新規就農希望者たちとの出会
い・交流を目的に、月に１度以上、

別途ご案内

月1回程度実施

別途ご案内

期間中数回

特別講習や実習に参加する
歓迎PARTY、年忘れPARTY
打ち上げ・壮行会 など

★印：修了要件に関係する項目。＜１－１＞村内研修は全18回、＜２＞特別講習・課外プログラムは全11回を予定。

《 研修スケジュール 》
9か月間のスケジュールは以下の通りです。
＜２＞特別講習・課外プログラムは、現在予定されているものの他にも、農地視察等の機会を準備しています。
項目

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

＜１＞ １－１ 村内研修（露地栽培）
集中期間
１－２ 富田林エリア内研修
１－３ 「はじめの一歩」研修
＜２＞ 特別講習・課外プログラム
＜３＞ 交流会&イベント

毎月 約1回程度
随時開催
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４. 出 願 方 法
出願スケジュールに従って、募集期間内に入村説明会および面接選考会に参加し、その場で願書をご提出くださ
い。（説明会と選考会は同日実施です）

出願スケジュール
2018年4月27日（金）～ 6月1日（金） 応募受付期間
１）公式WEBサイト（http://newfarmers.osaka）のエントリーフォームから「エントリー」を行ってください。
２）願書をダウンロード。印刷して必要事項をご記入ください。（A4サイズ・裏表）
願書の記入について、ご不明点のある方は、選考会会場にて事務局スタッフに質問しながらご記入いただけま
す。※用紙は選考会会場にもご用意がございます。

2018年5月23日（水）～6月2日（土） 入村説明会・面接選考会 ※参加必須
入村説明会および面接選考会を実施します。（説明会を行ったのち、同会場で選考会に移ります）
下記の日程より、いずれか１日を選んで必ずご参加ください。
説明会後に選考を行いますので、必要事項を記入した願書をご持参ください（写真貼付・捺印必要）
選考会当日に詳しい願書の書き方説明を行います。記入方法が分かりにくい部分は記入が未了でも構いません。
選考会当日に事務局スタッフが願書記入をサポートします。
《入村説明会・面接選考会》

日時

集合時刻

終了予定時刻

会場

5月23日（水）

18:30

21:00

大阪市立中央会館 会議室4

5月31日（木）

18:30

21:00

富田林市市民会館 会議室1

6月2日（土）

14:00

17:00

南河内府民センタービル 第3・4会議室

2018年6月4日（月） 合格発表
選考を通過された方へ、メールにて結果通知を行います。
併せて、研修費のお支払いを銀行振込にてお願いいたします。※支払い〆切：6月14日（木）
※定員に満たない場合は、引き続き、追加募集を行います。

2018年6月16日（土）11:00～ 開村式

午後～ オリエンテーション、歓迎PARTY

いよいよ新規就農村、本格始動です！
午後には研修に関するオリエンテーションや研修生の顔合わせを行います。
夜には、歓迎PARTY開催の予定です。

入村料のお支払い
選考通過後、銀行振込にてお支払いください。
（なお、振込手数料は研修生負担となります。予めご了承ください。）
振込期日： 2018年6月14日（木）
振込先 ： 京都信用金庫 本店 普通 3011660 カ）マイファーム
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審査方法
願書を提出いただいた方の中から、以下の審査基準に基づき、選考委員会による審査を行い、入村者を決定します。
審査は、願書による書類審査および面接選考会における個別質疑（面接審査）を行い、総合的に評価します。
審査基準
① 意欲（新規就農への意欲が高いか）
② 目標意識（明確な目標を持っているか）
③ 実現可能性（自己の現状に照らして、目標設定が妥当なものであるか）
④ 大阪農業への思い（大阪という土地でどのような農業をしていきたいか／地域貢献意欲が高いか）

応募受付期間終了後は、審査手続きに関しての質問や異議は受付いたしかねます。
公平性を期すため、審査方法についての質問には応じかねる場合があります。
なお、願書および面接選考会における質疑内容に虚偽があったことが判明した場合、入村の資格が取り消しとなる
場合がありますので予めご了承ください。
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お問合せ：株式会社マイファーム
ADDRESS : 600-8841 京都府京都市下京区朱雀正会町1-1 KYOCA会館3階
TEL : 0120-975-257（営業時間／10:00～18:00 ※水・日・祝を除く）
E-mail : info@agri-innovation.jp
URL：http://myfarm.co.jp/
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