
石巻地域

新規就農ガイド

監修：宮城県石巻農業改良普及センター

相談先と相談できること 住所 電話番号

石
巻
市

・青年等就農計画

・農業次世代人材投資事業

（経営開始型）

・市独自の支援施策

産業部農林課 石巻市穀町14番1号 0225-95-1111

・農地のこと 農業委員会事務局 石巻市相野谷字旧会所前12

番地1（河北総合支所3F）

0225-62-4826

・シェアハウスのこと

・農業研修のこと

石巻市農業担い手センター 石巻市北上町女川字泉沢13

（一般社団法人イシノマキ・

ファーム内）

0225-90-4748

東
松
島
市

・青年等就農計画

・農業次世代人材投資事業

（経営開始型）

・市独自の支援施策

産業部農林水産課 東松島市小野字新宮前5番地 0225-82-1111

・農地のこと 農業委員会事務局 東松島市小野字新宮前5番地 0225-82-1111

・シェアハウス（新規就農者

技術習得管理施設）のこと

宮戸地区復興再生多目的施設

（あおみな）

東松島市宮戸字川原5-1 0225-86-2177

(宮戸市民ｾﾝﾀｰ)

Ｊ
Ａ
い
し
の
ま
き

・農家での技術研修のこと

・資金のこと

・就農準備支援

・生産部会のこと

営農部営農企画課

・石巻営農センター

・河北営農センター

・桃生営農センター

・河南営農センター

・東松島営農センター

・東松島営農センター(鳴瀬)

石巻市中里五丁目 1-12

石巻市あゆみ野五丁目1-1

石巻市小船越字山畑390

石巻市桃生町中津山字永田21-1

石巻市和渕字笈入前1-21

東松島市矢本字上河戸25-1

東松島市小野字新宮前15-1

0225-22-1183

0225-92-1301

0225-62-3930

0225-76-3133

0225-72-3133

0225-82-2370

0225-87-2006

宮
城
県

・技術研修のこと

・ニューファーマーズ・カ

レッジのこと

農業大学校 名取市高舘川上字東金剛寺

1番地

022-383-8138

・農業次世代人材投資事業

（準備型）

・就職氷河期世代の新規就農

促進事業

・無料職業紹介

公益社団法人みやぎ農業振興

公社

仙台市青葉区堤通雨宮町

4番17号

宮城県仙台合同庁舎9階

022-275-9192

・農の雇用事業 一般社団法人宮城県農業会議 仙台市青葉区堤通雨宮町

4番17号

宮城県仙台合同庁舎9階

022-275-9164

・就農相談全般 石巻農業改良普及センター 石巻市あゆみ野五丁目7番地 0225-95-7612

お問い合わせ先・相談先

宮城県石巻農業改良普及センター
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話：0225-95-7612 Email：et-ssnht@pref.miyagi.lg.jp

✔ 地域独自の助成金，奨学金

✔ 移住就農も安心！シェアハウスに住みながら農業研修

✔ 営農計画づくりを支援します

このパンフレットに
関するお問い合わせ

この印刷物は再生紙を
使用しています



相談窓口・サービス提供元の分類
青：石巻市・東松島市及び市の関係機関
赤：JAいしのまき 橙：宮城県・県関係機関
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石巻地域の概要

石巻地域は、石巻市、東松島市、女川町の2市1町からなる人口約18万

4千人（R2. 12現在）の地域です。

東北の中でも比較的温暖で降雪量が少ない気候を生かして、施設園芸

をはじめ、稲作・畜産がバランス良く展開されています。

東日本大震災後、被害を受けた農業者が力を合わせて立ち上げた法人

が多数あり、先進的な農業経営が行われている地域です。

大消費地・仙台まで三陸自動車道や鉄道で1時間とアクセスが良く、

地方青果卸売市場も立地するため、農産物の流通にも有利な地域です。

農業産出額
（令和元年）

新規就農者数
（平成28年度～

令和2年度合計）

石巻地域
（石巻市・東松
島市・女川町）

184億円 106人

宮城県全体 1,932億円 844人

石巻地域の農業産出額と新規就農者数

石巻地域で就農するメリット

＜就農前＞
・農業次世代人材投資事業（準備型）

・就職氷河期世代の新規就農促進事業

研修中、年間150万円を最大2年間交付

＜就農して、認定新規就農者となった後＞

・農業次世代人材投資事業（経営開始型）

経営安定のため経営開始１～３年目 年間最大150万円
経営開始４～５年目 年間最大120万円

を交付

・青年等就農資金（無利子） など

全国共通の支援策ももちろん受けられます！

就農までのステップと活用できる支援策
※支援策については年度により内容が変更になることがありますので、

各相談先へご確認ください。

Step1 農業の技術と経営を学ぶ

Step2-B 自立営農を目指す

宮城県農業大学校*で学ぶ
（水田経営／園芸／畜産／アグリビジネス の４学

部とニューファーマーズカレッジ・マスターク

ラス）

*石巻地域に農業大学校はありません。本部は名取市です。

県等が認定した研修機関で学ぶ
研修機関として認定された農家・農業法人・農

業協同組合などで農業研修を受ける場合、就農予

定年齢が50歳未満なら右の②または③が対象とな

る可能性があります。

地域の中心的な生産者の下で学ぶ
JAいしのまきで研修先の紹介を行っています

農地や空きパイプハウスを探す

自分の経営計画をじっくり作る

自分の経営計画（青年等就農計
画）の認定を受ける

使える
支援策

使える
支援策

使える
支援策

相談先

相談先

相談先

Step3 営農開始、経営のステップアップ

不安定になりがちな収入を
支える

農地や機械などを購入する

Step2-A 農業法人に就職する

使える
支援策

使える
支援策

就農者の声

「独立する前に法人で働いて経営を学び

たい」「組織で仕事をしたい」という方

に、マッチングや職業紹介を行います。

相談先

地域の生産者と交流する・
アドバイスを受ける

相談先・
使える支援策

石巻市桃生町

佐藤隆助さん

Step3 補助事業を活用したり、

新規品目（アスパラガス）の栽培技術

を生産者仲間と共に学びながら、さら

なるステップアップを目指す。

Step1 宮城県農業大学校

ニューファーマーズカレッジで

１年間研修（H31.4～R2.3）

Step2-B 在学中から普及セン

ターと共に経営計画を練り、石巻市から

認定新規就農者の認定を受ける。(R2.4)

石巻地域

仙台

地域外出身の方も歓迎！
シェアハウスに住みながら農業を学べます

① 農業次世代人材投資事業（準備型）(年間150万円×最大2年)

② 就職氷河期世代の新規就農促進事業 (年間150万円×最大2年)

①②相談先：みやぎ農業振興公社

① シェアハウス（石巻市農業担い手センター・東松島市新規
就農者技術習得管理施設）

② 農業次世代人材投資事業（準備型）(年間150万円×最大2年)

③ 就職氷河期世代の新規就農促進事業 (年間150万円×最大2年)

②③相談先：みやぎ農業振興公社

① シェアハウス（石巻市農業担い手センター・東松島市新規
就農者技術習得管理施設）

② 後継者・新規就農者支援対策*1

③ 農の雇用事業*1 （相談先：宮城県農業会議）

*1いずれも、研修生を受け入れる農業者や研修機関に対する助成です。

① 石巻市農業担い手センター
② みやぎ農業振興公社

① 石巻市農業委員会・東松島市農業委員会

① 石巻市・東松島市 ② JAいしのまき
③ 宮城県石巻農業改良普及センター

① 石巻市・東松島市

① 農業次世代人材投資事業（経営開始型）
(経営開始１～３年目 年間最大150万円
経営開始４～５年目 年間最大120万円)

② 東松島市新規就農支援事業補助金
（最大30万円，東松島市で認定新規就農者となった方）
① 石巻市新規就農者独立支援事業
② 青年等就農資金*2

*2 青年等就農資金は、農地の購入にはお使いいただけません

① JAいしのまき各生産部会
② マンツーマンサポート事業 ③ 石巻地区4Hクラブ

②③問合せ先：宮城県石巻農業改良普及センター

東松島市新規就農者技術習得管理施設（あおみな）

・認定新規就農者の農地取得や管理機購入費用を助成

（石巻市「新規就農者独立支援事業」）

・認定新規就農者に年間最大30万円を支給

（東松島市「新規就農支援事業」）

・地域で就農した方に20万円分の商品券を支給

（JAいしのまき「新規就農者支援対策」）

就農前後の暮らしをサポート！
独自の助成金や支援金が受けられます

営農計画づくりをお手伝いします！
就農から5年後に目指す姿を計画（青年等就農計画）にして市町

村の認定を受けると、認定新規就農者として公的支援がさらに活用

できるようになります。将来のイメージを、一緒にカタチにしま

しょう！（石巻農業改良普及センター、石巻市、東松島市、JAいしのまき）

石巻地域には、農業を学ぶ方の住居として活

用いただける施設が３カ所あります。移住就農

をお考えの方、ぜひご検討ください。

石巻市農業担い手センターシェアハウス “MONO BASE”
活用した支援策

・農業次世代人材投資事業（準備型）
・JAいしのまき「就農準備支援」

（令和２年度で終了）

相談先
・石巻市農林課
・石巻農業改良普及センター

佐
藤
さ
ん
就
農
ま
で
の
ス
テ
ッ
プ

仙台でシステムエンジニア

をしていましたが、農業をや

りたくて故郷に戻りました。

今はSEの仕事を個人で請けつ

つ野菜を栽培し、道の駅上品

の郷に出荷しています。

農業で生活するためのプラ

ン作りは、急がず焦らず。無

鉄砲はダメですよ！

相談先
・JAいしのまき
・石巻市農林課
・石巻農業改良普及センター

https://www.pref.miyagi.jp/site/noudai/
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,907,85,html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html
https://www.ishinomakininaite.com/
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/syusyokuhyougaki/index.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kasituke/syunou_shikin/index2.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/syusyokuhyougaki/index.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/syusyokuhyougaki/index.html
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http://www.miyagi-agri.com/ninaite/
https://www.ishinomakininaite.com/
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http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,907,85,html
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,907,85,html
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,907,85,html
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,907,85,html
http://www.miyanoukai.jp/nounokoyou
http://www.miyanoukai.jp/nounokoyou
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/27,910,85,html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kasituke/syunou_shikin/index2.html
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

