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新規就農塾推進協議会
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JAはが野管内の熟練農業者のもとで、１年

間の研修を行います。研修後の確実な就農に

向けて、就農計画の作成や農地の取得・借入、

施設設置などの就農準備も行っていきます。

井頭観光いちご園の先輩農業者や外部の専門家の

もとで１年間の研修を行い、観光いちご園の経営

に必要な技術および基礎的な知識を習得します。

就農に向けた農地や施設等の準備も行います。

JA はが野 新規就農塾 井頭観光いちご園 新規就農塾

「JA はが野管内」で、
いちご農家として
就農したい方

市場出荷型 観光農園型

「井頭観光いちご園」
で就農し、観光農園を
経営したい方

はが野農業協同組合 営農部 営農企画
住　所：〒３２１－４３０３　栃木県真岡市八条９５
電　話：０２８５―８３ー７６２３
メール：h.einou1@ja-hagano.or.jp

JA はが野新規就農塾について 井頭観光いちご園新規就農塾について

真岡市 産業部 農政課 農業振興係
住　所：〒３２１－４３９５　栃木県真岡市荒町５１９１番地
電　話：０２８５―８３ー８１３９
メール：nousei@city.moka.lg.jp

お気軽に
お問い合わせ
ください！

JA はが野の紹介

いがしらリゾートの紹介

募集期間
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関東平野の栃木県南東部に位置し、首都圏 100 ㎞圏内
のエリアです。ＪＡ管内は１市 4 町からなり、肥沃な穀
倉地帯で形成されています。園芸作物は、いちご、ナス、
ニラ、トマト、梨など農業の盛んな地域です。
特にいちごに関しては、栃木県の販売額の４割を占め
ています。２０２２年産いちご販売額は、生産者の栽
培技術の向上、シーズンを通しての単価向上などの努
力により、過去最高の１０２億を達成しました。

☞JA はが野の特徴

☞いがしらリゾートとは

栃木県真岡市は、県やその他関係機関と協力し、
井頭公園・真岡井頭温泉・チャットパレス・農産
物販売交流施設いがしら（あぐ里っ娘）・井頭観光
いちご園の 5 つの施設が集まるエリアを「いがし
らリゾート」と名付け、県内外に PR をしています。

  いがしらリゾートのコンセプトは「癒し」と「多
彩」。豊かな自然を背景に、プールやサイクリング、
アスレチックといったアクティビティや、天然温
泉とラグジュアリーなキャンプ体験ができるグラ
ンピング、冬には日本一のいちごをいちご狩りで
味わえるなど、特にファミリーや友人同士で 1 年
中楽しめる場所を目指しています。

☞いちご部会

☞高機能物流センター（パッケージセンター）

生産者は収穫した状態で搬入し、センターでニーズに
あった状態で出荷しています。荷造り作業が軽減され
るため、農作業に注力することができます。

部会員数：517 人　　販売品取扱高：102 億 1 千万円
栽培面積：161ha　　販売取扱数量：8,064 トン
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JAはが野管内の熟練農業者のもとで、１年間の研修を行います。研修後の確実な就農に向けて、
就農計画の作成や農地の取得・借入、施設設置などの就農準備も行っていきます。

井頭観光いちご園の先輩農業者や外部専門家のもとで１年間の研修を行い、観光いちご園の経営に
必要な技術および基礎的な知識を習得します。就農に向けた農地や施設等の準備も行います。

ご希望の営農スタイルに応じて選べる２つの新規就農塾

様々な支援 JA はが野新規就農塾 先輩の声

井頭観光いちご園の紹介

市場出荷型

観光農園型
真岡市の「井頭観光いちご園」で就農し、

観光農園を経営したい方

JAはが野管内の熟練農業者のもとで、１年間の研修を行います。研修後の確実な就農に向けて、
就農計画の作成や農地の取得・借入、施設設置などの就農準備も行っていきます。

●実際の農作業を通じての研修

●講習での学術研修 etc

１年間（令和５年４月～令和６年３月）
※研修状況により変更の可能性があります。

６名程度

内容

申込書を提出後、書類審査と面接審査の上決定。

●年齢満１８歳～４８歳以下であること。

●研修修了後、当 JA 管内の就農希望地において、

　就農・経営を開始すること。

●JA はが野の組合員となること。

●JA はが野の生産部会員として活動できること。

井頭観光いちご園の先輩農業者や外部専門家のもとで１年間の研修を行い、観光いちご園の経営に
必要な技術および基礎的な知識を習得します。就農に向けた農地や施設等の準備も行います。

はが野農業協同組合　営農部　営農企画

住　所： 〒３２１－４３０３　栃木県真岡市八条９５

電　話：０２８５―８３ー７６２３

メール： h.einou1@ja-hagano.or.jp

「JA はが野管内」でいちご農家として就農したい方
※JA はが野管内は、真岡市のほか、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町が該当します。

JA はが野 新規就農塾

井頭観光いちご園 新規就農塾

新規就農塾

募集人数

JA はが野管内

研修場所

井頭観光いちご園

（真岡市上大田和 3006）

研修場所

無料

研修費用

研修期間

対象条件

お申込み・お問い合わせ

選考方法

●いがしら観光いちご園での実践研修

●農業技術・農業経営に関する

　基礎的な知識を学ぶ座学研修　etc

※但し、途中離脱の場合はその限りではありません。
※研修の受講は無料ですが、作業服等については一部
　自己負担となります。

※但し、途中離脱の場合はその限りではありません。

３名程度

内容

申込書を提出後、書類審査と面接審査の上決定。

●年齢満１８歳～４８歳以下であること。

●研修修了後、真岡市内に在住し、井頭観光いちご園において

　原則独立自営就農を開始すること。

●JA はが野の組合員となること。

●JA はが野の生産部会員として活動できること。

●研修修了後、この事業の受入農業者等として協力すること。

真岡市 産業部 農政課 農業振興係

住　所： 〒３２１－４３９５　栃木県真岡市荒町５１９１番地

電　話：０２８５―８３ー８１３９

メール： nousei@city.moka.lg.jp

募集人数

研修期間

対象条件

お申込み・お問い合わせ

選考方法

無料

研修費用

☞井頭観光いちご園の特徴
年間約 3 万 6 千人が訪れる「井頭観光いちご園」は、現在 4 軒の農家が観光い
ちご園を経営しています。栃木県が誇る農業の発信拠点としてさらに施設を増
やし、より一層魅力ある施設にしていこうとしています。一緒に井頭観光いち
ご園を創り上げていただける新しい農業者をお待ちしています！

☞井頭観光いちご園がある真岡市は…
50 年以上いちご生産量 1 位を誇る「いちご王国栃木県」においても、真岡市は
一番の生産量で、栃木県が毎年主催する「いちご王国グランプリ」において、
最高賞を最多受賞しており、まさに「質」・「量」ともに「日本一のいちごのまち」
となっています。
井頭観光いちご園は、そんな日本一のいちご、市場にあまり出回らない完熟イ
チゴを存分に楽しんでもらえる場所です。

研修中および研修後の就農

に際して、様々な支援策が

用意されています。

真岡市では、研修後の支援

として、新規就農者のため

の独自支援を行っています。

就農準備資金【国】

研修期間中の研修生に対して

の資金を助成

（年額 150 万円、別途審査あり）

経営開始資金【国】

新たに経営を開始する際の資

金を助成

（年額 150 万円、別途審査あり）

資金面の支援例

各自治体での就農支援の情報提供

居住・生活支援等の情報提供

農地の確保についての相談
など

など

※真岡市の支援事業を受ける場合は、

　市内居住等条件があります。

新規就農者育成確保支援事業

(1) 施設・機械などの初期投資

　　額の一部について補助

　　（補助率 3/10、最大 360 万

　　  円、1 回限り）

(2) 家賃の一部について補助

　　（補助率 1/2、上限月額 2

　　  万円、最長 3 年）
など

●

●

●

●

●

●

１年間（令和５年４月～令和６年３月）
※研修状況により変更の可能性があります。

年間を通しての様々な作業を、時期や天候を考えなが

ら、日々作業しています。作業量が多く、大変なこと

も多いですが、やりがいのある作物だと感じています。

日本一のいちごの産地で就農出来るチャンスがあっ

た事が一番の決め手でした。その他に、ＪＡの研修

制度が受けられ、また、パッケージセンターがある

事など、産地ならではのメリットを感じました。

うまくいかない事が多く、毎日が手探り状態でした。

わからないことは、周りの方に相談しています。

何ができるのか探していたら、農業公社の紹介により、

いちご新規就農塾でやる気が起きました。

QR

就農にあたっての相談や
生活支援の例
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