
　　(株) ＴＫＦ
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員 10 名

体験・インターンシップ随時受入

【募集職種】

パッキング：野菜の選別・袋詰め・出荷
【応募資格】

【勤務時間】 7：30～17：30 （季節により変動あり）

【給与】  初任給　176,000円～250,000円

経験により応相談（昇給年1回）

【賞与】 年2回　（勤続1年以上の方）

【休日・休暇】 隔週週休2日、冬3日、有給休暇、年末年始

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

退職金制度
社員寮あり（月1万円、インターネット完備）

【設立】 2004年3月

【代表者】 木村 誠

【年間売上】 8億5,000万円 （2016年度見込）

【事業内容】 有機農産物の生産・出荷・販売

【主要取引先】 全国スーパーマーケット、ホテル、レストラン

【従業員数】 140名

【所在地】 つくば市大砂1495-48

【TEL】 029-865-1368

【FAX】 029-865-1365

【ホームページ】 http://www.t-k-f.jp
【メールアドレス】 info@t-k-f.jp
【担当者】 久野　康治

明るく前向きで健康な方。

やりがいのある仕事がしたい方。
農業を本気で魅力ある産業にしたい方。

　　（有）アクト農場
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員2名

【募集職種】 生産管理・農作業全般

【応募資格】 年齢は問いません　　　　　　　　　　　　　

要普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

【勤務時間】 8：00～17：00

【給与】 170,000円(初任給、研修中）

【賞与】 有り

【休日・休暇】 週休1日、冬季休暇

【社会保険】

【設立】

【代表者】 関 治男

【年間売上】 3億4,000万円（平成26年度）

【事業内容】 施設野菜（小松菜・水菜・ルッコラ・バジル等）の

周年栽培、水耕栽培トマト　

〔作付面積〕約18ha

パイプハウス300棟、鉄骨ハウス5,400㎡

【主要取引先】 東京デリカフーズ、アグリクリエイト、パルシステム、

オイシックス等

【従業員数】 48名(うちパート30名）

【所在地】 茨城町城之内420

【TEL】 029-293-8652

【FAX】 029-293-7611

【ホームページ】 http://www.act-farm.com/ 
【メールアドレス】akuto-nojyo@camel.plala.or.jp
【担当者】 関 治男

ブース２
求人データ

“もっと欲しい”と言われる
野菜を作ります！

会社の特徴・将来ビジョンなど
私たちは安心安全で高品質な野菜を生産し続けています。土
作りを第一と考え、土壌分析を行ってから肥料設計をし、環境
に負荷をかけないような栽培を行っています。また、JGAP認
証も取得し、社内独自の生産管理基準を設け、適正な農場管
理を行っています。

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

会社データ
1997年

※写真

求める人材像
コミュニケーションが好き！
色々なことに挑戦してみたい！
将来独立したい！という意欲のある方

ブース１
求人データ

私たちと一緒に“農”を競争力ある
産業に変革させ、日本の農業を支え
る組織を目指しませんか。

会社の特徴・将来ビジョンなど 未経験歓迎

　私達は、農業人の育成を通して地方経済の活性化に
貢献するとともに、より多くの人々に豊かな食生活と健
康を提供する組織を目指します。
　また、農の分野において日本を代表するサプライヤー
となり、“農”を競争力ある産業に変革させていく組織を
目指します。

会社データ

求める人材像

圃場運営：ベビーリーフ・葉物野菜・根菜の耕耘・播種



【キャッチフレーズ】
【募集人数】 正社員4名 ※将来の幹部候補

※将来的に農業で自立を考えている方、独立支援

有り。

【募集職種】 ①営業企画部門：栽培作物や干し芋加工の需給調

　整 (マーケティング）及び工程管理

②栽培部門：農場運営と加工工場の運営管理

③農作業機械類のオペレーター、機械類のメンテ

ナンス

【応募資格】 高卒以上、要普通自動車免許（AT限定不可）

【勤務時間】 8：00～17：00（季節により変動あり）

【給与】   月給180,000円～250,000円　

能力給：実績報酬（試用期間3カ月）

【休日・休暇】 シフトにより日曜・祝日・季節休有り(年間105日）

※繁忙期変更有り

【社会保険】

【設立】 1977年4月

【代表者】 照沼　勝浩

【年間売上】 2億2,500万円

【事業内容】

【主要取引先】

【従業員数】 38名(うちパート20名）

【所在地】 東海村照沼600

【TEL】 029-282-0062

【FAX】 029-282-0800

【メールアドレス】 info@hoshiimo.co.jp
【ホームページ】 http://www.hoshiimo.co.jp  
【担当者】 照沼　勝浩

松本　武三

　　(有)アグリクリエイト
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員3名

【募集職種】

【応募資格】 普通自動車免許

【勤務時間】

【給与】

家族手当等含む）昇給有り、経験者は別途相談

【賞与】 年2回あり　ただし業績による

【休日・休暇】 ローテーション勤務、会社カレンダーによる

年末年始、お盆休み

【社会保険】

【設立】 2005年

【代表者】 齋藤 篤司

【年間売上】

【事業内容】 有機・特別栽培農産物の生産と販売　　

土壌分析と栽培指導

【主要取引先】

【従業員数】 37名(パート10名、東京支社含む）

【所在地】 稲敷市甘田1689

【TEL】 029-894-4360

【FAX】 029-894-4366

【ホームページ】 http://www.orga-net.co.jp/frame-top.htm
各事業部において積極性協調性豊かな人を求めています。 【メールアドレス】k-saito@orga-net.co.jp

【担当者】 齋藤 公雄

会社の特徴・将来ビジョンなど
茨城本社と東京支社の2営業部より事業全体を運営。
農業振興事業部・デリバリー管理部・リパックセンター・ライス
センター・食物残渣リサイクルセンター等各部門で自社農場
はもとより「有機栽培あゆみの会」の生産農家の支援をすべく
アグリサポートセンターを設立。
微生物の培養の方法や土壌分析に基づく有機資材での施肥
設計まで指導。
東京支社は銀座でミツバチ飼育を企画・三越さんと夢の島農
園やカフェテラス銀座農園を運営、又、屋上緑化事業及びメ
ディア通販事業を展開。

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

会社データ

リサイクルシステム関連事業・農業資材の開発と販
売

らでぃっしゅぼーや、オイシックス、ジャパンバイオ
ファーム、寺田本家、イトーヨーカ堂、各生協協同組
合他

求める人材像

ブース３ （株）照沼勝一商店
求人データ

サスティナブル農業で人を元気にする会社
パート・アルバイト若干名随時募集(干し芋の加工及
びパッキング、栽培管理、収穫、集荷業務）

会社の特徴・将来ビジョンなど
  農薬・化学肥料を使用せず、自然栽培を目指して60haの畑
を作付しています。また、分析会社と提携して、化学的根拠の
ある安全で美味しく・栄養価の高い農産物の提供に取り組ん
でいます。
  干し芋生産においては栽培から加工、販売までを自社で一
元管理しています。
　東アフリカ・タンザニアに、さつま芋の加工食品会社を設立。
今年春季に工場が稼動開始、東アフリカを中心に販売し、将
来的に輸出を計画している。

 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

会社データ

干し芋加工、さつまいも・米などの野菜生産、農産
物直売所の経営

大手スーパー、全国の青果市場(全国のスー
パー）、デパート、ドラッグ、専門店など

求める人材像
食と農に関心があり、独立心を持った明るく元気な人。
協調性・積極性・責任感を持ち仕事を楽しめる人。
※新規就農で将来的に独立、新事業で社内ベンチャー企業
を立ち上げ社長になる事も可能ですので、持てる力をフルに
発揮しチャレンジして下さい。

ブース４
求人データ

環境保全循環型農業の
生産者と消費者を結ぶ、
顔の見える農産物の生産・流通・販売

第一営業部農産物等の受注、発注、営業/ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ
管理部(運送業務と仕分け)/農業振興事業部

9：00～18：00

初任給170,000円(勤務手当、住宅手当、



　　（株）野口農園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員A 1名（れんこん中心）

正社員B 1名（一般野菜類中心）

【募集職種】

【応募資格】 年齢・学歴不問、普通自動車免許（AT限定不可）

【勤務時間】

【給与】(正社員A)

(正社員B)
【賞与】

【昇給】 年1回　目安：月額1,000～5,000（2015年度実績）

【休日・休暇】 月8日（市場カレンダーに準じて）、夏季・冬季休暇

【社会保険】 厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険

【その他】 アルバイト・パートについて要相談

【設立】 2008年6月

【代表者】 野口　國雄

【年間売上】 7,000万円以上

【耕作面積】 約10ha

【事業内容】 レンコンの生産販売

葉物野菜・果菜類の生産・販売

【主要取引先】 ＪＡ土浦、（株）日本アクセス、（株）横浜水信他

【従業員数】 男性5名、女性1名（役員を除く）

【所在地】 かすみがうら市戸崎816

【TEL】 029-828-1602   　　担当者携帯(090-9920-4925) 

【FAX】 029-828-1602

【ホームページ】 http://hasudane.web.fc2.com/
【メールアドレス】hasubatake@hotmail.co.jp
【担当者】 野口 憲一

お問い合わせは担当者携帯に直接お電話ください。

　　(有)ファームオアシス
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

【募集職種】 農場スタッフ（農作業・販売管理・家畜飼養管理）

【応募資格】

【勤務時間】 7：00～17：00

【給与】 170,000円

【賞与】 有(年2回、業績に応じて）

【休日・休暇】

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

退職金制度、住宅手当

【設立】 2006年

【代表者】 篠崎 毅

【年間売上】 6,000万円

【事業内容】 水稲15ha(有機栽培70a）

麦作12ha、そば6ha、飼料作物10ha、大豆5ｈａ

イチゴ35a、繁殖和牛50頭

【主要取引先】 JA、酒造会社

【従業員数】 5名、パート1名

【所在地】 筑西市深見250

【TEL】 0296-22-3514

【FAX】 0296-25-2744

　　　可愛い子牛達 　　　　直売所前の看板 【ホームページ】 http://www.farm-oasis.jp/pc/index.html
【メールアドレス】 info@farm-oasis.jp
【担当者】 篠崎 毅

ブース６

求人データ

”人々のオアシスになりたい” 普通自動車免許

環境にやさしい循環型農業を通してみなさまに安心・安全な
食をお届けします。

月休5～6日(シフト制）、有給休暇10日
お盆休み3～4日会社の特徴・将来ビジョンなど

有畜複合経営の循環型農業を実践。
イチゴは全量を直接販売。6次産業のケーキ屋も昨年7月から
始まりました。

会社データ

求める人材像
農業に興味があり、まじめに努力する人

1 何事にも全力で取り組める方
2 常に効率性を重視して作業できる方
3 当社の事業拡大に貢献して下さる方 ☆詳しくは当社のホームページをご覧ください！！

7：00～16：00（季節毎の変動あり）

月給184,000～250,000円（支払日は毎月10日）

月給165,000～20,0000円（支払日は毎月10日）

ブース５

求人データ

業績好調により規模拡大中！！
農作業、当社の運営業務等

会社の特徴・将来ビジョンなど
まずは5年以内に売り上げ3億円以上を目指しています。

将来、基幹社員になっていただき、会社の発展に協力してい
ただける方を募集しています。

頑張っていただいている社員の方にはボーナスで還元しま
す。2015年度は業績好調につき最大3か月のボーナスを支
給しました。

年2回（会社業績による）　目安2.5～3か月（2015年実績）

会社データ

求める人材像



　　(株) 峯ファーム

【募集人数】 正社員1名

【募集職種】 ハーブ栽培管理及び包装作業ラインの管理

【応募資格】 ハーブ関係の栽培管理を長く続けられる方

【勤務時間】 ①8：00～17：10（ハウス内）

②8：20～17：30（工場内作業・パソコン作業）

【給与】 175,000円～

【賞与】 有

【休日・休暇】 週休2日、年末年始

（基本　日曜日と平日、平日は交代制）

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【設立】

【代表者】 坂入　利一

【年間売上】 1億3,000万円

【事業内容】 フレッシュハーブの栽培管理、収穫、出荷作業

ベビーリーフ類の包装、出荷業務

【経営内容】 施設野菜、稲作

【面積】 3,300坪

【主要取引先】 ＳＢ食品(100％）

【従業員数】 41名（パート含む）

【所在地】 常総市篠山686-3

【TEL】 0297-30-8166

【FAX】 0297-42-0213

元気で明るい方。

　　（有）ストロベリーフィールズ
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員１名

研修生1～2名

【募集職種】 社員(将来幹部、海外希望者歓迎）

　①Web販売担当
　②加工品開発担当
研修生（将来、独立したい人）

【応募資格】 イチゴ作りが好きな人

将来イチゴ農家として独立したい人(研修生）

【勤務時間】 基本8：00～17：00 （変則および季節変動あり）

【給与】 正社員150,000円～（初任給）、研修生　委細面談

【休日・休暇】 週1日＋農閑期　

【社会保険】

【設立】

【代表者】 遠藤 健二

【年間売上】 3,500万円

【事業内容】 イチゴ生産、販売

【主要取引先】 楽天市場、らでぃっしゅぼーや、Oisix

国立ファーム、伊勢丹、新宿高野

【従業員数】 6名

【所在地】 [事務所]  下妻市黒駒1545

[農   場]  下妻市桐ヶ瀬菱田980

【TEL】 0296-44-8222

【FAX】 0296-44-8222

【ホームページ】 http://www.strawberry-fields-jp.com                                              info@strawberry-fields-.jp.com 
【メールアドレス】endo-ken@strawberry-fields-jp.com
【担当者】 遠藤 健二

会社の特徴・将来ビジョンなど
・ヱスビー食品との契約により、安定出荷、安定経営
・育苗の工夫と防暑対策による効率的利用
・効率的で衛生的な生産ライン及び仕上げ、徹底した検
品体制による安全な野菜の出荷。

会社データ
2004年5月

求める人材像

労災保険、雇用保険

会社データ
1999年6月1日

ブース８

求人データ

求める人材像
自分のやりたいことがはっきりとしている人。
イチゴ作りや農業に夢を持っている人。
仲間を大切にする人。

ブース７

【キャッチフレーズ】 求人データ

水耕栽培を主力にしたハーブ類の生産・出荷

「笑顔」をお届けするイチゴ屋になる。

会社の特徴・将来ビジョンなど
イチゴを通して多くの人に「感動」や「幸せ」をお届けし、たくさ
んの「笑顔」を広げたい。こんな想いを抱きながら、私たちは
日々イチゴと向き合っています。多くの仲間が独立して就農し
ています。全国の仲間や、異業種の方々と組んで、新しい分
野へも展開しています。新しい分野や、海外など農業の新し
い在り方に挑戦しています。



【キャッチフレーズ】
【募集人数】 正社員5名

【募集職種】 野菜の生産管理、出荷管理、圃場管理

【応募資格】 普通自動車免許　　　農業が好きな方

【勤務時間】 8：00～17：00 (夏は変則)

【給与】 170,000～200,000円

私たちは、有機圃場を30ha所有し年間を通して自然農法や有 【賞与】 有り(年2回）

機野菜を生産しています。 【休日・休暇】 日曜日、その他、 (一週間長期休暇あり)

【社会保険】

【その他】 遠方の方住宅手当有ります

【設立】 2000年2月設立

2008年に新工場設立

【代表者】 大和田　忠

【年間売上】

【事業内容】 有機野菜の生産出荷

【主要取引先】 ワンダーテーブル、伊勢丹他

【従業員数】 45名

【所在地】 筑西市舟生185-1

【TEL】 0296-20-3339  

【FAX】 0296-37-6321

【ホームページ】 http://www.rainbow-future.com
【メールアドレス】 reinbow@dram.com

【担当者】 大和田　忠

　　(有) アグリファクトリー
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員6名

研修生3名（20～35歳）

【募集職種】 野菜の生産

【応募資格】 普通自動車免許・男女問わず意欲のある健康な人

【勤務時間】 8：00～17：00 （土曜日8：00～15：00）

時季時差勤務有り、研修生は1日7時間

【給与】 175,000円(高卒）～185,000円(大卒、農大卒）

(通勤手当1,000円～5,000円）

就職者へのメッセージ やる気と実績で随時昇給

　これからの日本人の食を一緒に作りやっていこう！ 【賞与】 有り(年1回、ただし決算内容による）

研修者へのメッセージ 【休日】 週1日、閑散期・繁忙期により違いあり

　茨城の野菜の一年間のスケジュールを体験し覚える！ 【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【その他】 寮完備

【設立】 2004年10月

【代表者】 竹村 正義

【年間売上】 2億円

【事業内容】 主に葉物野菜の生産　　年間延べ　約50ha　

(レタス、ハクサイ、キャベツ）

【主要販売先】 (株)サンワアグリビジネス

【従業員数】 正社員7名、実習生3名

【所在地】 古河市長左ェ門新田986-1

【TEL】 0280-78-1248

【FAX】 0280-78-3625

【ホームページ】 http://www.myfavorite.bz/sannwa/pc/
【メールアドレス】 takemura@sanwa-agri.biz
【担当者】 竹村 正義

有機農業、自然裁培をしたい方は是非いらして
ください、夢のある仕事を一緒にやりましょう

会社の特徴・将来ビジョンなど

新しい農業のビジネスと野菜の流通改革をめざして生産者か
ら直に量販店、業務用、生協、インターネットでの販売をして
います。

労災保険、雇用保険

会社データ

求める人材像

農業が好きで元気でまじめ人間、農業の経験が無くても大丈
夫です、ゆっくりと教えていきます。

ブース１０

求人データ

食べて美味しいこだわり野菜
会社の特徴・将来ビジョンなど

当社では、農作業現場から販売まで幅広い仕事がありますの
で、自分に合った仕事を選択できます。当社で独立した農家
は、当社と契約していただきますので、販売の心配をすること
なく、生産に集中できます。

会社データ

求める人材像
常に自分の取り組んでいる仕事の意味を考え、収穫を楽しみに待
てる忍耐力のある方。周囲と協力し、調和をとりながら作業できる
方。学歴・経験は不問ですが、心身ともに健康で、とにかくやる気は
あるという方。

求人データ

ブース９ （株）レインボーフューチャー



【キャッチフレーズ】
【募集人数】

【募集職種】

【応募資格】 普通自動車免許(AT限定不可）

【勤務時間】 8：00～17：00

【給与】 165,000円（初任給）研修生・アルバイトは要相談

通勤手当1,000円～20,000円(距離に応じて）

技術手当 0～30,000円

【賞与】 有り

【休日・休暇】 日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【設立】

【代表者】 染野　実

【年間売上】

【事業内容】

【主要取引先】

【従業員数】 4名

【所在地】 坂東市内野山778-1

【TEL】 0297-44-3081

【FAX】 0297-44-3095

【ホームページ】

【メールアドレス】s.g.f@at.wakwak.com
【担当者】 染野、片岡

　　(有)矢澤園芸
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員2名

【仕事内容】 野菜の栽培管理、出荷作業等

【応募資格】 普通自動車免許（AT限定可）

【勤務時間】 8：00～17：00

【給与】 165,000円～175,000円

【休日・休暇】 月4～5日

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【設立】 2005年

【代表者】 矢澤 孝三

【年間売上】 2億6,000万円

【事業内容】 施設野菜・有機農業

（大葉、ハーブ、パセリ）栽培、出荷、卸業
【主要取引先】

【従業員数】 30名(パート17名含む）

【所在地】 鉾田市造谷338

【TEL】 0291-37-4314

【FAX】 0291-37-4315

【ホームページ】 www.yazawa-engei.co.jp
【メールアドレス】yazawa1@dolphin.ocn.ne.jp
【担当者】 矢澤 孝三

ブース１１

農産物の生産、管理、販売

会社の特徴・将来ビジョンなど
生産する農産物は全て契約栽培している。
社員の平均年齢は29歳と若い人が多い。
作業は機械化されていて、オペレーション作業が主である。

　　(有)ソメノグリーンファーム
求人データ

有機物循環農法の実践
正社員　1名　研修生・アルバイトも同時募集

会社データ

1996年

1億6,000万円

※写真 水稲、大麦、小麦、大豆、そば、加工用ばれいしょ
の生産、販売

経営面積110ha

（株）ニッショク、千葉製粉、（株）ミツハシ、(有)油屋

ＪＡ茨城むつみ、ＪＡ常陸、㈱みずほ

求める人材像
機械・機械作業が好きな人。大規模な土地利用型の農業に
憧れている人。土作りに関心・興味のある人。

ブース１２

求人データ

おいしさと安心を求めて有機栽培に挑戦

会社の特徴・将来ビジョンなど
大葉やバジルを中心に有機野菜を栽培しています。
安心・安全を第一に有機栽培に取り組んでいます。
レストラン、スーパー等に出荷しています。
野菜のおいしさを損なわないように硝酸性窒素もおさえる工
夫を惜しまず、心をこめて栽培しています。
販売先にも安心感を与え、適正な販売を目指す為JGAP認証
を取得しました。

会社データ

※写真

求める人材像

主なスーパー、レストラン
セイミヤ、アイスコ、銀座三越、京成ストア、東急スト
ア、マルエツ、ユニー、ローソン100等

やる気のある方。



　　（有）水戸菜園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

【募集職種】 農作業系全般、パッケージ、販売業務

【応募資格】

【勤務時間】 正社員8：00～17：00

【給与】 150,000円（高卒）

170,000円(大卒）

180,000円（経験者、技術がある者）

【賞与】 正社員有り（ただし業績による）

【休日・休暇】 週1日他に月2回

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】 2003年

【代表者】 後藤　典夫

【年間売上】 9,000万円

【事業内容】 ベビーリーフ、パプリカ、白菜、イタリアントマト

ハーブ類の生産、加工、販売、資材生産販売

【主要取引先】 ＪＡ、生協、スーパー、レストラン、外食チェーン

【従業員数】 10名（うちパート8人）

【所在地】 水戸市河和田町5002-1

【TEL】 029-253-2970

【FAX】 029-253-2970

【ホームページ】 mitosaien.com
【メールアドレス】 info@pattruss.com

おいしく、栄養のある、消費者に求められる野菜を作りたい人。 【担当者】 後藤　典夫

常に前向きで、新しいことにチャレンジできる行動力のある人。

日本どこでも野菜作りにいける人。

　　酒井農園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員2名

【仕事内容】 苗木の生産管理・出荷作業

ポット苗の管理・出荷作業

【応募資格】 普通自動車免許（マニュアル）

【勤務時間】 8：00～18：00　（季節により変動有り）

【給与】 170,000円（研修期間中、その後昇給有り）　

【賞与】 有り(年1回）

【休日・休暇】

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】 1947年

【代表者】 酒井 保

【事業内容】

【主要取引先】

【従業員数】 5名（うちパート1名）

【所在地】 かすみがうら市宍倉4495-1

【TEL】 029-897-0652

【FAX】

【ホームページ】

【メールアドレス】y-sakai @bj9.so-net.ne.jp
【担当者】 酒井 優一

ブース１３

求人データ

ベビーリーフのパッケージである
野菜を守る”パットラス”を考えました 普通自動車免許

会社の特徴・将来ビジョンなど

生産、加工、販売すべて一貫した事業を目指しています。

全国での適地適産を可能にして生産量を上げる。

会社データ

※写真

求める人材像

ブース１４

求人データ

一緒に苗木作りに挑戦しません
か？

会社の特徴・将来ビジョンなど
・あなたの食べたサクランボ、酒井農園の苗木から生産され
たかもしれません。
・果樹、花木の1年生苗木の接木生産を基本に、全国の苗木
業者への卸売販売。また、全国園芸店、ホームセンターへ加
工したポット苗を卸販売。
・受け継がれてきた生産（接木など）管理の技術を大切に守り
つつも、新しい技術や海外からの新品種の導入を行うなど、
新しい事への挑戦をし続けることも大切にしています。苗木の
特性上、1年で1作しかできない為緊張感もありますが、その
分充実感もあり、仕事場は常に活気に満ちています。

週休1日、夏期、年末年始、リフレッシュ休暇有り

会社データ

果樹、花木の苗木の接木生産。全国の苗木業者へ
の卸売り販売。加工したポット苗を卸販売。

苗木卸売種苗会社、全国園芸店、ホームセンター

029-897-1960

求める人材像
植物が好きで農業のやる気のある方。明るく元気で向上心の
ある方。



　　つくばワイナリー
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

【仕事内容】 ワイン用のブドウの栽培、収穫、管理

【応募資格】 普通自動車免許

【勤務時間】 8：00～17：00(季節により変動有り）

【給与】 160,000円

【休日・休暇】 隔週週休2日

【設立】 2012年

【代表者】 岡崎 洋司

【年間売上】

【事業内容】 ワイン用のブドウの栽培、収穫、管理、販売

【主要取引先】

【従業員数】 2名

【所在地】 つくば市北条1200-1

【TEL】 0299-46-7455

【FAX】 0299-46-7556

【ホームページ】 http：//tsukuba-winery.kadoya-company.com
【メールアドレス】 tsukuba-winery@kadoya-company.com
【担当者】 マネージャー　木下 敦史

　　方波見農園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

【仕事内容】 剪定作業、商品箱詰め、出荷調整

【応募資格】 経験不問、普通自動車免許

特殊車輌免許（トラクター、リフト）あれば尚良し

【勤務時間】 8：00～17：00

【給与】 150,000円

日本一のメロン産地でメロン作りを一緒にやりましょう。 (3ヶ月間は試用期間として時給750円）

土作り、土壌分析による的確な施肥設計 【休日・休暇】

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】

【代表者】 方波見　等

【年間売上】 3,000万円

【事業内容】 施設野菜（メロン、トマト）

【主要取引先】

【従業員数】

【所在地】 鉾田市安房1947

【TEL】 0291-33-3351

【FAX】

【ホームページ】 http://katabami.8341831.com/
方波見農園検索

体力のある人 【メールアドレス】

メロンを本当にやりたい人 【担当者】 方波見　洋一（かたばみ　ひろかず）

将来独立営農を目標としている方!　

ブース１５

求人データ

筑波山の麓　平沢官衛遺跡の真向かいで
ワイン用のブドウを栽培しています

会社の特徴・将来ビジョンなど
ワイン用のブドウ栽培をしています。
つくば山の麓で観光農園を作る予定です。
レストランやワイナリー(醸造所）も併設計画してます。

会社データ

※写真

求める人材像
何事にも真剣に取り組める人

ブース１６

求人データ

安心・安全
健康になれる食べ物を育てる

会社の特徴・将来ビジョンなど

週休1日他

会社データ

※写真

0291-32-6220

求める人材像



　　つくばさわやかファーム
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

パート3名
研修生受入可

【仕事内容】 ネギの出荷作業、ほ場管理

【応募資格】 経験不問、普通自動車免許

【勤務時間】 8：00～17：30

認定農業者ならではの技術で通年出荷可能なネギ専門農家 【給与】 月給160,000円

時給750円～930円

【休日・休暇】 月5日

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】

【代表者】 坂本　宏

【年間売上】

【事業内容】 露地野菜（ネギ）

【主要取引先】

【従業員数】 8名（パート・アルバイト）

【所在地】 つくば市小茎字後本郷345-1

【TEL】 029-876-0211

【FAX】 029-876-0211

【ホームページ】 http://www.tsukubasawayakafarm.com/
男女問わずOK 【メールアドレス】 tukubasawayakafarm@yahoo.co.jp

【担当者】 坂本　宏

　　萩島園芸
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名、パート1名

【募集職種】 屋外での農作業と屋内での出荷作業

【応募資格】

【勤務時間】 8：00～17：00　繁忙期7：00～18：00（5～10月）

【給与】

【休日・休暇】 週休2日程度(5月～10月の繁忙期は週休1日）

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】 1987年

【代表者】 萩島　一郎

【年間売上】 9,500万円

【事業内容】 グラジオラスの栽培・出荷

竹器の生産

【主要取引先】 全国20市場

【従業員数】 16名(うちパート10名）

【所在地】 土浦市小山崎483-3

【TEL】 029-831-0295

【FAX】 029-831-0295

【ホームページ】

【メールアドレス】 ichiro_conan_farm@yahoo.ne.jp
【担当者】 萩島　一郎

ブース１７

求人データ

だからネギ、そしてネギ、
なのにネギ

会社の特徴・将来ビジョンなど

会社データ

※写真

求める人材像

ブース１８

求人データ

5月～10月の国内生産量の約10％を栽
培する、グラジオラスのトップ生産農園。
グラジオラスのことならお任せください。

普通自動車免許、農業経験不問

正社員　月給150,000円～200,000円
パート　 時給750円～900円

会社の特徴・将来ビジョンなど
30年以上のグラジオラス栽培実績を持ち、国内花き市場に大
きな信用を持ってます。60歳以上のベテラン従業員から生産
技術を学び、幅広い世代で長期・安定した生産を目指します。
アットホームな雰囲気の漂う楽しい職場にしましょう。

会社データ

求める人材像
農業経験がなくても大丈夫です。ただし、やる気のある方。体
力に自信があり、手間を惜しまない真面目な方を求めます。



 （株）カモスフィールド
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員2名

【募集職種】

【応募資格】 普通自動車免許　　

【勤務時間】 8時～17時　（季節により変動あり）

【給与】 150,000円　

【賞与】 会社業績による

【休日・休暇】 月5日　年末年始シフト制

【社会保険】

【設立】 平成28年4月

【代表】 大橋　正義

【年間売上】 3000万円

【事業内容】 施設、露地、葉物野菜、トマト、イチゴ、生産

【主要取引先】 株式会社カスミ、株式会社セイブ　

【従業員数】 11名

【所在地】 茨城県笠間市本戸2295

【TEL】 090-1776-2574

【FAX】 0296-73-5787

【ホームページ】 https://www.facebook.com/kamos.net/
【メールアドレス】kamoskasama@gmail.com
【担当者】 大橋　正義

　(有)ワールドファーム
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員5名（3ヶ月程度の試用期間あり）

【仕事内容】 露地栽培から収穫、一次加工

【応募資格】 普通運転免許（AT可）

【勤務時間】 8:00～17:00

【就業場所】 常陸太田市東連地・つくば市・筑西市布川の

3カ所から選べる

【給与】 150,000～230,000円（中途は応相談）

【休日・休暇】 週休2日制（約年間120日）

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【設立】 平成12年

【代表者】 上野　裕志

【年間売上】 8億900万円

【事業内容】 露地野菜（キャベツ、レッドキャベツ、タマネギ、

（ニンジン））

【主要取引先】 (株)旬菜デリ、マルハニチロ(株)他

【従業員数】 就業場所15名（企業全体60名）

【所在地】 つくば市谷田部3395-1

【TEL】 029-839-0555

【FAX】

【ホームページ】 http://www.world-farm.co.jp/
【メールアドレス】world-farm@world-farm.co.jp

・日本の農業を担っていくやる気のある方。 【担当者】 櫻井 勇人

・独立希望、永年雇用希望どちらもOK。
・農業経験の無い方でも歓迎。

会社の特徴・将来ビジョンなど
日本の農業が抱える様々な問題の解決に取り組み、50年後
の日本の農業を支える担い手の育成を最大の目的としてい
る。
露地野菜の栽培から収穫、工場での加工作業まで一貫体
制。
法人経営の農業なため、集団での作業が主となる。
20～30代が多く、縦横の繋がりが強い。
全国9県11ヶ所で展開中。 会社データ

029-839-0551

求める人材像

ブース２０

求人データ

最大の目的は日本の農業を支え
る担い手の育成

ブース１９

求める人材像
自然の法則そのものを理解したいという方で将来独立意欲の
強いかた。

求人データ

　　　私たちは微生物のお世話係です。
農作業全般

会社の特徴・将来ビジョンなど
　自然の仕組み、法則を、理解し、農業や組織の運営、社会
のありかたに応用し、よりよい社会を作っていくのが我々の
ミッションです。自然の法則を理解する一つの手段として農業
があります。農業は生命を理解する一番の手段です。
健康な土壌は健康な作物を育てます。健康に育った農産物
は、農薬が必要なくなり、美味しくなります。結果もうかる農業
が実現できます。

労災、雇用保険

会社データ



　　F２５(株)
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員１名

【仕事内容】

【応募資格】 普通自動車免許

【勤務時間】

【給与】

【賞与】

【休日・休暇】 週休1日

【社会保険】

【設立】 2008年

【代表者】 豊川　貢利

【年間売上】

【事業内容】

【耕作面積】 50a

【主要取引先】

【従業員数】 2名

【所在地】 鉾田市台濁沢1149-2

【TEL】 0291-39-3003

【FAX】 0291-34-5105

【メールアドレス】mitsutoshi@siren.ocn.ne.jp
【担当者】 豊川　貢利

　　小堀農園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員1名

【仕事内容】 農作業

【応募資格】 普通自動車免許

【勤務時間】 8：00～17：00

【給与】 170,000円

【休日・休暇】 週1日

【社会保険】 労災保険、雇用保険

【設立】

【代表者】 小堀久一

【年間売上】 7,300万円

【事業内容】 施設野菜、露地野菜（春・秋ピーマン、シュンギク、

ミズナ、ホウレンソウ、ハーブ類）生産

〔作付け面積〕施設3ha、露地2ha

【主要取引先】

【従業員数】 13名(パート含む）

【所在地】 鉾田市梶山2400

【TEL】 0291-39-4238

【FAX】 0291-39-4238

【ホームページ】

【メールアドレス】

・前向きで一生懸命な方 【担当者】 小堀久一

・健康で明るい方

エコ栽培を行っています（農薬の使用回数を減らし、化学肥料
も減らした栽培）
人と人との結びつきを大切にした職場にしていきたい。

会社データ

求める人材像

ハーブの作付けから販売まで

求める人材像
 １　自分の未来が描けるような方
 ２　真剣に考えている人
 ３　男女問わず

ブース２２

求人データ

いのち

農は生命なり
会社の特徴・将来ビジョンなど

ブース２１

求人データ

ＺｉＭｉＣｈｉ（じみち） 作付け全般、販売全般

会社の特徴・将来ビジョンなど 8：00～17：00

ハーブ全般。
作付けから販売まで(仕入れを含む）
通年出荷(委託農家が鉾田市に3軒、沖縄に2軒）

180,000円

有(年2回）

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

会社データ



　　菊地農園塾
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員3名　　研修生5名

【仕事内容】 野菜の栽培・管理・販売

【応募資格】 やる気のある方
普通自動車免許

【勤務時間】 夏7：00～17：00　　冬8：00～17：00

【給与】 正社員　月給160,000～200,000円

研修生　月給125,000円　

　※青年就農給付金(準備型）として都道府県から

　　150万/年を2年間受給

【休日・休暇】 週1日　

【社会保険】 労災保険

一日体験の他、一週間程度の体験希望者も受け入れています。【設立】

【代表者】 菊地　康等

【年間売上】 1億円

【事業内容】 加工用青果物の生産販売
新規就農支
援

【主要取引先】 JA・雪国まいたけ・大手卸・外食産業

【従業員数】 8人

【所在地】 茨城県常総市崎房739

【TEL】 0297-43-7423

080-1224-4978

【FAX】 0297-43-7423

【ホームページ】

【メールアドレス】project.yasu.ak.0928@docomo.ne.jp
【担当者】 菊地　康等

　（有）本多農園
【キャッチフレーズ】

【募集人数】 正社員2名
【募集職種】

【応募資格】

【勤務時間】

【給与】

【賞与】

【休日・休暇】

【社会保険】

【設立】

【代表】

【年間売上】

【事業内容】

【主要取引先】

【従業員数】 4名
【所在地】

【TEL】

【FAX】

【ホームページ】

【メールアドレス】honda.ys@basil.ocn.ne.jp
【担当者】

明るく前向き、意欲を持って仕事に取り組む方。機械作
業が多いので、機械の操作や修理等にも関心のある
方。自分から進んで仕事に取り組み、共に働く頼もしい
人物。

0297-52-6168

本多定世

雇用保険は加入予定
会社データ

2004年2月1日
本多定世
4,000万円
水稲・麦類生産販売、農産物加工販売

農協他

つくばみらい市加藤703
求める人材像 0297-52-5698

　農業に誇りを持って取り組むことができるよう
な、働き甲斐のある会社を作っていきましょう。
そこで、共に汗を流し、力を合わせて働き、知識
と技術を向上させ、地域の農地と農業を守り発
展させる担い手になりましょう。

11月から2月は週休2日可能
健康保険、厚生年金、労災保険

発展途上の会社をあなたのやる気とパ
ワーで共に築いていこう！！

水稲生産作業全般

普通運転免許
会社の特徴・将来ビジョンなど 大型特殊免許（農耕車限定）、研修可能

8：30～17：00
150,000円～200,000円、他に手当有
年1回
日曜、祭日、年末年始、お盆、

会社の特徴・将来ビジョンなど

露地野菜（主にレタス・グリーンカール・サニーレ
タス・キャベツ・ズッキーニ・ネギ）を栽培してお
り、その90％が業務用栽培になります。

会社データ

・研修寮あり　・研修日無料　・食費無料（完全自炊になりま
す）　・wi-fi完備

求める人材像

独立希望の方向けの農園です

ブース２４

求人データ

ブース２３

求人データ

儲かる農業！



【募集人数】 正社員2名

【仕事内容】

【応募資格】 普通自動車免許・大型特殊免許（農耕限定でも可）

【勤務時間】

【給与】 166,000円

【賞与】 （6ヶ月以上勤務）賞与有り

【休日・休暇】

（農繁期以外は　基本　日曜、祝日、隔週土曜日）

（6ヶ月以上勤務10日有給休暇）

【社会保険】

【設立】 2015年（平成27年）8月26日

【代表者】 中島　俊光

【年間売上】

【事業内容】 農産物の生産・管理・販売

水稲、育苗、野菜、芝

【主要取引先】 ＪＡつくば市谷田部

【従業員数】 2名

【所在地】 つくば市谷田部2074-1

【TEL】 029-836-0351

【FAX】 029-836-0117

【ホームページ】

【メールアドレス】

探究心・チャレンジ精神旺盛な方 【担当者】

　　やさと菜苑（株）　　

　農業研修生の募集

【受入人数】 3名程度

【研修期間】 2年程度

【応募資格】 普通自動車免許(AT限定不可）

【年齢】 18歳～40歳程度

【労働時間】 8：30～17：00 (残業有)

【研修手当】 月160,000～200,000円

【休日・休暇】 日曜日、年末年始(会社カレンダー)

【社会保険】 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

【応募】 将来、独立したい意欲のある方
露地野菜及び施設野菜の農業生産法人 農業に携わっていきたい人
約15haの圃場にねぎ、キャベツ等を作付

実験農場では約20種類の野菜を作付 正社員の募集
28年施設栽培開始 【受入人数】 若干名

【研修期間】 ３ヶ月

【応募資格】 普通自動車免許(AT限定不可）

【年齢】 18歳～40歳程度

【労働時間】 8：30～17：00 (残業有)

【研修手当】 月160,000～200,000円

【休日・休暇】 日曜日、年末年始(会社カレンダー)

【社会保険】 労災保険、雇用保険 健康保険　厚生年金

　〒315-0122　石岡市東成井1333－3

　ＴＥＬ：0299-46-7415

　ＦＡＸ：0299-46-7415

　【E-mail】 　 8310saien@gmail.com
メールにてお願いいたします。
折り返しご連絡いたします。

　担当：高橋

求める人材像

ブース２６

【キャッチフレーズ】 研　　修　　概　　要

農業研修生及び正社員募集

平成２５年　１名独立
平成２６年　１名独立
平成２７年　２名独立
平成２８年　１名独立（他２名独立予
定）

会　　社　　概　　要

連　絡　先

想いは瑞穂の国づくり
稲作、水稲育苗、野菜、芝の生産・管理・育苗

 8：00～17：00（農繁期の残業あり）

会社の特徴・将来ビジョンなど
・ＪＡつくば市谷田部１００％出資法人。
・地域農業の中心である担い手を支援しつつ、農業の一翼を
担う。
・行政と連携し、耕作放棄地の解消に取り組む。
・５年後の目標は水田、畑地併せて５０ｈａを想定し多品目の
栽培を目指す。

 変形労働時間制　(労働基準法に準ずる）

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金

会社データ

写真

ブース２５ 　　(有)JA谷田部アグリサービス
【キャッチフレーズ】 求人データ



研修Ⅰ　「ゆめファームやさと」新規就農制度研修事業
　　（１）受入人数：1年度1家族（妻帯者に限る）
　　（２）年齢制限：39歳以下（就農計画申請時）
　　（３）研修期間：2年間
　　（４）選考方法：12月15日までに履歴書を提出
　　　　　　・面接により1家族を決定する
　　（５）研 修 費 ：青年就農給付金（準備型）を利用

　　　生産物を販売し経営管理の習得を目指す

ＪＡやさと　流通センター　営農指導課
　〒315-0116　石岡市柿岡鴻巣3594-1
　ＴＥＬ：0299-44-1661
　ＦＡＸ：0299-44-1923
　【ホームページ】    http://www.ja-yasato.com
　【メールアドレス】 　jayasato-einou@lime.ocn.ne.jp
　担当：研修Ⅰ…山田

【キャッチフレーズ】

農業研修生募集
　「筑波山のふもと　やさとで一緒に農業やっぺ」

研　　修　　概　　要

　　（６）有機栽培による栽培技術の習得及びＪＡを通じて

連　絡　先

ブース２６  　　JAやさと　　



【キャッチフレーズ】
【相談窓口①】
有機農業参入促進協議会相談窓口
 ＜所在地＞
　　〒410－2311　静岡県伊豆の国市浮橋1606－2
　　　　　　　　　　　　大仁農場内
＜問い合わせ先＞
TEL　0558-79-1133　　FAX　0558-79-1115　
＜ホームページ/メールアドレス＞

メールアドレス　ren-riku@kb4.so-net.ne.jp　

【相談窓口②】
石岡市新規就農者支援センター
 ＜所在地＞
 石岡市柿岡5680－1
＜問い合わせ先＞
TEL　0299-43-1111　　FAX　0299-43-6384　
＜ホームページ/メールアドレス＞
ホームページ　http://www.city.ishioka.lg.jp/

メールアドレス　nousei@city.ishioka.lg.jp

【就農相談】

【相談窓口】
 土浦市産業部農林水産課

　[所在地]土浦市大和町9-1　[Tel]029-826-3459
石岡市経済部農政課（石岡市新規就農者支援センター）
　[所在地]石岡市柿岡5680-1　[Tel]0299-43-1111
かすみがうら市環境経済部農林水産課
　[所在地]かすみがうら市大和田562　[Tel]029-897-1111
茨城県県南農林事務所経営・普及部門
（土浦地域農業改良普及センター）
　[所在地]土浦市真鍋5-17-26　[Tel]029-822-8517

ブース２７ 　　　土浦地域就農支援協議会
土浦地域就農支援協議会 新規就農者への支援

　土浦地域は、県のほぼ中央に位置し、管内は土浦市、石岡
市、かすみがうら市です。霞ヶ浦湖岸の低地には主に水稲、レ
ンコンが栽培されています。また、筑波山麓から霞ヶ浦湖岸に
至る台地では、果樹（ナシ、クリ）、グラジオラス、コギク等が栽
培されており、特徴ある産地を形成しています。
　特に、レンコンは日本一の産地で、後継者や新規参入者等
の新規就農者が増えています。

　「土浦地域就農支援協議会」は、土浦市、石岡市、かすみが
うら市、土浦農業協同組合、新ひたち野農業協同組合、やさと
農業協同組合、県南農林事務所経営・普及部門（土浦地域農
業改良普及センター）などの関係機関と、就農支援アドバイ
ザー（農業三士の代表）を構成員として、地域農業の担い手の
確保・育成を推進するために設立された協議会です。
　当協議会では、新規就農者等の情報の共有化を図りなが
ら、土浦地域で新たに就農を希望する方への支援を行ってい
ます。

１．就農相談
　　当地域へ就農を希望される方を対象に、随時相談を
    受付ています（必ず事前予約をお願いします）。
２．新規就農者への支援
　　①　農業体験・研修等の紹介、農業技術習得の支援
　　②　就農に関する各種相談
　　③　営農開始資金情報の提供
　　④　農地情報等の提供
　　⑤　就農支援アドバイザーによる助言・指導
　　⑥　販売方法に関する相談、情報提供
３．国、県、市の支援制度の紹介
　　新規就農者向けの各種支援制度について紹介します。

連　　絡　　先

ブース２７
　　有機農業参入促進協議会
　　石岡市新規就農者支援センター

連　絡　先

農業をはじめたい人や慣行栽培から有機農業
へ転換する人を応援します。

有機農業で就農希望の方に、有機農業全般について相談に
応じます。
有機農業の研修を受けたい方に、研修先を紹介します。

有機農業参入促進協議会
　有機農業参入促進協議会は、有機農業の参入促進を担って
いる団体が構成員となり、「公的機関及び民間団体と協働し
て、有機農業への新規及び転換参入を支援すること」を目的と
して、平成23年4月に設立いたしました。
　国の有機農業参入促進事業の受託団体として、有機農業を
始めようとする方々の相談窓口の役割を果たしつつ、有機農
業への参入が容易な環境を整えていく、さまざまな事業を展開
していきます。

石岡市新規就農者支援センター
　石岡市で就農を希望される方を支援します。農業に興味があ
り、やってみたいと思っていても土地や機械、技術的な問題な
どさまざまな疑問・不安があることと思います。
石岡市新規就農者支援センターでは、関係機関と協力して研
修先の紹介や資金相談・各種補助事業の紹介などの相談に
お答えします。
農業に興味をお持ちの方、実際に農業をやってみたい方、ま
ずはお気軽に相談窓口にお問い合わせください。



　　稲敷地域就農支援協議会

　　つくば地域就農支援協議会

1．就農相談
　　取手市、つくば市、守谷市、つくばみらい市、利根町へ就農を
希望される方を対象に随時相談を受け付けています。
2．新規就農者への支援
　　①　農業技術習得の支援
　　　　・農家研修先の紹介
　　　　・各種農業関係講座、研修会の開催及び紹介
　　　　・就農支援アドバイザーによる助言・指導
　　②　資金情報の提供
　　③　農地情報の提供
3．国、県、市町の支援制度の紹介
　　新規就農者向けの支援制度について紹介します。

つくば地域就農支援協議会の活動

連　　絡　　先
【相談窓口】
県南農林事務所
つくば地域農業改良普及センター
＜所在地＞
　〒305-0861  　つくば市谷田部3951-5
＜問い合わせ先＞
　TEL  029-836-1109   FAX  029-836-1816
＜ホームページ＞
http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/cont/fukyu/tsu
kuba/index.html
＜メールアドレス＞
f-tsukuba@agri.pref.ibaraki.jp

　茨城県南部に位置するつくば地域は、取手市、つくば市、守
谷市、つくばみらい市、利根町の４市１町が管内です。つくばエ
クスプレスの開業や圏央道開通による沿線開発に伴い、都市
化が進んでいる地域です。
　筑波山麓や小貝川流域には、稲作地帯が広がっています。
園芸品目では、ネギ、施設トマト、芝の産地がある他、様々な
野菜、果樹、花きが栽培されています。市場出荷向けの農産
物が減少する一方で、直売活動、観光農園、農業体験など、
都市的環境を活かした農業への転換が進んでいます。
　当地域は、新規参入者からの就農相談が多く、就農事例も
多い特徴があります。
　「つくば地域就農支援協議会」は、取手市、つくば市、守谷
市、つくばみらい市、利根町、つくば市農業協同組合、つくば市
谷田部農業協同組合、茨城みなみ農業協同組合、竜ケ崎農
業協同組合、大八洲開拓農業協同組合、県南農林事務所つく
ば地域農業改良普及センターなどの関係機関と、農業者の立
場で新規就農者の支援をする「就農支援アドバイザー」を構成
員として、新規就農者の確保・育成を推進するために設立され
ました。当協議会は、就農希望者の就農相談から就農計画認
定、経営開始、就農後の経営安定まで一貫した支援体制を整
備しています。

つくば地域（取手市、つくば市、守谷
市、つくばみらい市、利根町）で就農
を希望する方を応援します。

ブース２８

稲敷地域（龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、阿見町、美
浦村、河内町）で就農を希望する人を応援します。

新規就農希望者の方々への支援

1．就農相談
　　龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、阿見町、美浦村、河内町へ就
  農を希望される方を対象に随時相談を受け付けています。

2．新規就農者への支援
　　①　農業技術習得の支援
　　　　・農家研修先の紹介(JA稲敷江戸崎南瓜部会、阿見町露
　　　　　地野菜農家など）
　　　　・各種農業関係基礎講座、研修会の開催および紹介
　　　　・就農支援アドバイザーによる助言・指導
　　②　資金情報の提供
　
3．国、県、市町村の支援制度の紹介
　　新規就農者向けの支援制度について紹介します。

稲敷地域就農支援協議会の活動

・稲敷地域の農業
　稲敷地域は、利根川を挟んで千葉県に接する県南部に位置す
る龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、阿見町、美浦村、河内町の３市２
町1村です。
　霞ヶ浦湖岸から利根川流域に広がる水田地帯では水稲が主に
栽培され、農地中間管理事業の活用や作業受託による規模拡大
が進んでいます。また、複合経営も行われており、レンコン、ブ
ロッコリー、イチゴ、イチジク、施設野菜（トマト、キュウリ）、コギ
ク、ブルーベリー、ネギなどの品目が栽培されています。
　霞ヶ浦西部に広がる稲敷台地の畑作地帯では，野菜が多く栽
培され、稲敷市の「江戸崎カボチャ」、稲敷市、河内町の「レンコ
ン」、龍ケ崎市の「ファーストトマト」、龍ケ崎市、牛久市の「コギク」
が銘柄産地に、牛久市、阿見町の「スイカ」と牛久市の「ダイコン」
が銘柄推進産地に指定されており、それぞれの地域の基幹品目
となっていますが、高齢化が進み、担い手不足となっており、新し
い人材を求めています。
・稲敷地域就農支援協議会
　「稲敷地域就農支援協議会」は、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、
阿見町、美浦村、河内町、竜ケ崎農業協同組合、稲敷農業協同
組合、茨城かすみ農業協同組合、県南農林事務所稲敷地域農
業改良普及センターなどの関係機関と、農業者の立場で新規就
農者を支援する「就農支援アドバイザー」を構成員として、稲敷地
域で新たに就農を希望する方への支援を行っています。
　今回のフェアには、JA稲敷と稲敷市役所の就農支援担当者が
参加し、ＧＩ（地理的表示保護制度）を取得した江戸崎カボチャ産
地の新たな担い手の受入にむけた取り組みなどについて説明し
ます。

連　　絡　　先

【相談窓口】
茨城県県南農林事務所
稲敷地域農業改良普及センター
＜所在地＞
　〒300-0504   稲敷市江戸崎甲541-2
＜問い合わせ先＞
　TEL  029-892-2934   FAX  029-892-6684
＜ホームページ＞
http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/c
ont/fukyu/inashiki/index.html
＜メールアドレス＞
f-inashiki@agri.pref.ibaraki.jp

ブース２９

新規就農者への支援



　　ＪＡ茨城県中央会　　県域営農支援センター

ＪＡ茨城県中央会　県域営農支援センター
　　　　　　　　　　　　（担当：営農マーケティング支援室）
    〒310-0022　水戸市梅香1-1-4　

茨城県ＪＡ会館内2Ｆ
　　　　　　　ＴＥＬ　029-232-2101
　　　　　　　ＦＡＸ　029-232-3040
    【ホームページ】    http://www.ib-ja.or.jp

【就農相談】

　　日本農業実践学園

【所在地】
水戸市内原町1496

【問い合わせ電話番号・FAX】
TEL：029-259-2002　　 FAX：029-259-2647

【ホームページ／メールアドレス】
農業体験・研修受講生募集！ HP：http://www.nnjg04.com/ 　E-mail：nichinou@atlas.plala.or.jp

【専修科】4月入学・10月入学

 農業初心者でも可
・期間－1年間

・経費－666,500円/年（学費・食費・寮費）

【本科】

・経費－901,500円/年（学費・食費・寮費）

・短期農業体験コース　3日～5日間（月～金）毎週実施

・中期農業研修コース　1ヶ月間、毎月実施

・農業実践コース　　　　3ヶ月間

　　　　　　　　　  　　　　　開始月：4月・7月・10月・1月

ブース３０

概　　　　　要 連　　絡　　先

就農支援に取組むＪＡの活動内容をご紹介したり、ＪＡの組織・事業
についてご紹介をします。

特に、学生を対象に就職を経て農業に就くプロセスを想定し、就職情
報や短期間の「お試し就農」に関する情報も提供します。

相　　談　　時　　間

ＪＡ茨城県中央会　県域営農支援センター
　　　　　　　　　　　　　　営農・マーケティング支援室

　　　月曜日～金曜日：午前9時から午後5時まで

当センターは、茨城県内ＪＡの就農支援に関する相談窓口となってい
ます。

●農業に関心があるので、本格的な勉強がしたい。

ブース３１

●将来、自然の中で農業がしたい。 相　　談　　窓　　口

●農業法人に就職したい。
●青年海外協力隊に参加したい。

この様な希望を持った10～50歳代の人達が勉強しています。

学校の概要

　茨城県の中心水戸市に、55ヘクタールの広大な農地を持って、実践的な農業教育を行っています。全国から集まった学生は、10～50歳代と
幅広い年齢層と様々な職業経験者がいます。殆どが非農家出身の新規就農希望者で、寮生活をしながら、朝早くから農場で、農業の基礎か
ら本格的な農業迄を実践的に学んでいます。また、生産だけでなく農業の６次産業化にも早くから取り組んでおり、農産物の加工、学園の直
売所やスーパーでの販売など、農産加工や流通も学べます。土作り、種まきから収穫、加工、販売まで農業を幅広く勉強しながら、就農計画
講座などを通じて将来の就農計画を具体的に決めていくことができます。

農業体験コース

平成２８年10月入学生(専修科）募集中！ 就農準備校
現在の仕事を続けながら、週末（土曜日）を利用して、農業の基本的な
知識と技術を、実際に農場で土に触れ、作物に触れながら勉強しま
す。農業入門、有機農業の二つのコースがあります。

・農業入門コース：野菜栽培を中心に、稲作、農産加工、農業機械等の
基礎を学びます。農業の入門に最適のコースです。【場所：水戸市】

・有機農業コース：有機の里・小川町の有機農業実践農家4軒（金子美
登氏、田下隆一氏、河村岳志氏、横田茂氏）で、野菜を中心に稲作、畜
産、加工等、有機農業の生活、技術、経営を実践的に学びます。【場
所：埼玉県小川町】

・資格－短大･大学卒（見込み）あるいは20歳以上で就労経験がある方。

・資格－高校卒業（見込み）または同等の資格を有する方

・期間－2年間

全国新規就農相談センター主催による、短期の農業体験コース。年間
通して皆様が希望する時期に体験できます。稲作、野菜、有機野菜、
水耕栽培、酪農、農産加工コースから選択。学生達と一緒に実習しま
す。初めて農業体験をするという方でも気軽にご参加頂けます。



　　鯉淵学園農業栄養専門学校

学科構成(2学科） ■チャレンジファームスクール

◆アグリビジネス科 　（青年就農給金対象講座）
【園芸・組合コース】・・・「実践的な農業人」を養成します。 　 ＊1年コース募集中（4月～3月）青年就農給付金対象コース（有料）

　 ＊半年コース募集中（4月～9月）農業の基礎を教えます（有料）

■社会人短期研修

　 体験、土曜日コース、3ヶ月コースがあり、実習中心の講座（有料）

■畜産研修生募集中（有料）

【畜産コース】・・・本学が誇る大規模な畜産農場を利用し、 　鯉淵学園農業栄養専門学校と有限会社「瑞穂農場」がタックを組ん

　　　　　　　　　　  畜産加工技術を専門的に学びます。 で酪農・肉牛就農に特化した実践的研修を企画しました。

◆食品栄養科・・・「食のスペシャリスト」を養成します。 　日本最大級規模の50頭が一度に搾乳できるロータリーパーラーと

　　卒業時に「栄養士」の国家資格が取得できます。 一般的な家族経営農家が行う搾乳施設があります。

　　食材生産と調理に関する技能を実習を通して習得できる 希望する就農地・就農先があればご相談ください。

　　カリキュラムを用意しています。 ■市民農園

　★利用者募集中（鯉淵ひろびろ農園）

　 野菜作りに関心のある方、挑戦してみませんか！！

　 ＊1区画（10坪）

   ＊利用料：20,000円（1区画）

鯉淵学園農業栄養専門学校

【所在地】

　〒319-0323　水戸市鯉淵町5965

　TEL 029-259-6750 または 029-259-2811　　FAX 029-259-6754

【ホームページ／メールアドレス】

　http://www.koibuchi.ac.jp/

　E-mail: kensyu@mail.koibuchi.ac.jp 

　　茨城県立農業大学校
【キャッチフレーズ】

○養成課程（2年）

　　・農学科（募集人員40名）

　　　　普通作、露地野菜、果樹の3専攻コースがあります。

　　・畜産学科（募集人員10名）

　園芸部（坂東市）

　　・園芸学科（募集人員30名）

　　　　施設野菜、花きの2専攻コースがあります。

○研究課程（2年、茨城町、募集人員10名）　　
　・課題解決型学習で自ら考え、学び、行動する力を身に付けます。 　作物、園芸、畜産の3コースがあります。

○いばらき営農塾　（定員　各コース40名）

　・寮生活で社会性・協調性を育みます。 　・水稲入門コース（茨城町）：開講中

　・野菜入門Ａコース(茨城町）：開講中

○農業機械研修(研修場所：茨城町）

茨城県立農業大学校

　長岡キャンパス

　　〒311-3116　茨城町長岡4070-186

　　TEL　029-292-0010 　②農業機械士技能認定研修（15名/回、1回/年）：11月開催予定

　岩井キャンパス 　③指導農業機械士技能認定研修（15名/回、1回/年）：1月開催予定

　　〒306-0631　坂東市岩井5205-3 　④農業機械基礎研修（15名/回、3回/年）：１月開催予定

　　TEL　0297-34-2141

【ホームページ】

   http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/nodai/index.html

農場実習では慣行栽培のほかに有機栽培についても実践的に

学べます。また農産物の流通のほか農業協同組合などに

ついて学ぶことができます。

連　　絡　　先

※平成２８年度の詳細については、農業大学校 ＨＰをご覧いただくか、研修科
（０２９－２９２－０４１９：直通）までお問い合わせください。

※②、③、④については、応募者が5名に満たない場合は、研修を中止します。

ブース３３

募　　集　　概　　要

輝け！日本の農業よ！！
立ち上がれ若き未来の農業者

　農業部（茨城町）

学校の概要

　・野菜入門Ｂコース(茨城町）：10月12日（水）開講式、受講生募集中

　・農家研修などを通して経営感覚や先進技術を学びます。

　また、農業に就きたい方や農業を始めて間もない方を対象に農業
の基礎を学ぶ短期研修「いばらき営農塾」を開講しています。

連　　絡　　先

※平成２８年度の詳細については、農業大学校 ＨＰをご覧いただくか、研修科
（０２９－２９２－０４１９：直通）までお問い合わせください。

　①農作業安全・大型特殊免許（農耕用）等取得研修（25名/回、9回/
年）：下期分（第7回～第９回）受付期間、10月24日（月）から11月4日
（金）

ブース３２

学校の概要

農と食のエキスパートを育てる学校＜研修事業も充実＞
　茨城県水戸市近郊に50㌶の農場で実践的な農業教育を行い、「食農一貫、環境保全・循環型」教育を実践しています。生産された農産物
は学校内の直売所で販売し、特に有機農産物（JAS認定）は環境に優しく、健康を考えた食品として注目されています。
また、食品栄養科では卒業と同時に「栄養士」の資格が取得できます。
「即戦力の養成」を重視した2年制課程の学校です。　その他、青年就農給付金対象の社会人研修事業も実施しています。

2年制専門課程 研　　修　　事　　業

　農作物の栽培技術から販売経営について、基礎から学びます。

オープンキャンパス
オープンキャンパスでは、それぞれのキャンパスで模擬授業や実習体
験を行い、農業大学校の様子を知ってもらいます。
　長岡キャンパス　第2回：7月29日（水）　第4回：9月19日（土）
　岩井キャンパス　第1回：7月23日（木）　第3回：9月12日（土）
※参加を希望される方は、高等学校をとおし参加を申し込むか、直接、
農業大学校までお問合せ下さい。

　農業及び農村社会を担う人材の養成並びに農村地域において指導
的役割を果たそうとする農業者を育成するために必要な教育を行な
うための学校です。

　・幅広い理論学習と豊富な実習で実務能力を養います。



　　いばらき地域しごと支援センター

【場所】 水戸市三の丸1-7-41

　又、移住希望者等に対する個別相談や現地案内。 （いばらき就職・生活総合支援センター内）

　　茨城へ移住・就農・就職をお考えの方へ 【連絡先】 029-233-1601

029-300-1916

【開設時間】 9:00～16:00（月～金）

【アクセス】 ＪＲ常磐線　水戸駅北口より

徒歩10分

「支援相談員がご相談をお受けします」

　　茨城労働局（ハローワーク）

ハローワーク水戸

　水戸市水府町1573-1           TEL 029-231-6221

ハローワーク笠間

　笠間市石井2026-1　　       　 TEL 0296-72-0252

ハローワーク日立

　日立市若葉町2-6-2               TEL 0294-21-6441

ハローワーク筑西

　筑西市成田628-1                  TEL 0296-22-2188

ハローワーク下妻

　下妻市古沢34-1                    TEL 0296-43-3737

ハローワーク土浦

　土浦市真鍋1-18-19               TEL 029-822-5124

ハローワーク古河

　古河市東3-7-23                    TEL 0280-32-0461

ハローワーク常総

　常総市水海道天満町4798      　 　　 TEL　　TEL 0297-22-8609

ハローワーク石岡

　石岡市東石岡5-7-40             TEL 0299-26-8141

ハローワーク常陸大宮

　常陸大宮市野中町3083-1       TEL 0295-52-3185

ハローワーク龍ケ崎

　龍ケ崎市若柴町1229-1           TEL 0297-60-2727

ハローワーク高萩

　高萩市本町4-8-5                  TEL 0293-22-2549

ハローワーク常陸鹿嶋

　鹿嶋市宮中1995-1                 TEL 0299-83-2318

【業務取扱時間】
　　平日　午前8時30分から午後5時15分まで
　　（土曜、日曜、祝・祭日等はお休みです。）

※　ただし、ハローワーク水戸、ハローワーク日立は月・火曜
日午後6時30分まで、第2・4土曜日午前10時から午後5時まで
開庁し、職業相談、職業紹介業務を行っております。
　（雇用保険業務は取り扱っておりません。）

※　右記ハローワークのほか、土浦わかものハローワーク、常
陸太田市・ひたちなか市・つくば市・鉾田市・取手市に地域相
談室があり、職業相談、職業紹介業務を行っております。
　（開庁日、開庁時間が異なっておりますので、詳しくは右記ハ
ローワークにお問い合わせください。）

ブース３６ 　　（一社）茨城町農業公社
研修に必要な農地、ハウス、農機具等を無償
で貸与！実践的な研修により就農を支援しま
す。

新規就農希望者への支援
　茨城町に就農・定住を希望される方を対象に研修期間中の1

年間支援します。

　①町内空き家等斡旋、家賃補助

　②研修圃場を無償貸付

　③パイプハウスを無償貸付

　④農機具を無償貸付

　⑤農業資材等を無償提供

※ただし受入対象は原則として夫婦で45歳までの方

概　　　要
　茨城町は、涸沼（ラムサール条約に登録された関東唯一の

汽水湖）を中心に豊かな自然に囲まれ、農業を始めるに最適

な田園都市です。

　町農業公社は平成27年7月に設立し、新たな町農業の担い

手の確保に向け、2年間の先進農家での研修と自ら作付を行う

実学等を通して技術取得を図り、安心して就農できるよう支援

してまいります。

　

　最近の研修生の例として、20代の夫婦の移住者は、当公社

が斡旋した空き家を借り入れ、ネギ農家で修業をしながら、研

修圃場で自ら実地研修を行い、独立を目指して研修に励んで

います。

連　　絡　　先
【相談窓口】
　一般社団法人茨城町農業公社

＜所在地＞
〒311-3131
　茨城県東茨城郡茨城町小堤1023-1
  　 小堤地区学習等供用施設１階

＜問い合わせ先＞
　TEL 029-215-8002　FAX 029-292-1392
  E-mail noukousha@ibaraki-agri.com

＜受付時間＞
　8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

ブース３５

概　　　　　要 茨城県内各ハローワーク
　ハローワークは職業相談や職業紹介、求人情報の提供等の
就職活動の支援、並びに、失業された方へ雇用保険失業給付
を支給するなど、生活及び雇用の安定を図るための事業を行
う国の機関です。

　新農業人フェアinいばらきの会場では、農林漁業の求人情報
の提供、職業相談、職業紹介を行います。

相　　談　　時　　間

ブース３４

概　　　　　要
県内のしごと情報や移住等に係わる、生活情報の一元的な収
集・発進。

茨城に住みたい

茨城で就農したい

茨城の農業法人に就職したい

茨城でしごとをさがした
茨城の情報がほしい



　農業法人等就職相談

【相談窓口①】

茨城県農林振興公社

(茨城県新規就農相談センター・農業無料職業紹介所）

 ＜所在地＞

　　〒311-4203  水戸市上国井町3118-1

＜問い合わせ先＞

　　TEL　029-239-7131　FAX　029-239-7097

＜ホームページ/メールアドレス＞

　http://www.ibanourin.or.jp

　E-mail:ibaraki-ninaite@ibanourin.or.jp

　　　　

【相談窓口②】

茨城県農業会議

 ＜所在地＞

　　〒310-0852　水戸市笠原町978-26

　　　茨城県市町村会館内

＜問い合わせ先＞

　　TEL　029-301-1236　FAX　029-301-1237

＜ホームページ/メールアドレス＞

　http://ibanourin.or.jp/nourin/hajimete/index.html
　E-mail:kaigi@ibanou.com

　新規就農相談

【相談窓口】

茨城県農林振興公社  

(茨城県新規就農相談センター）

 ＜所在地＞

　　〒311-4203  水戸市上国井町3118-1

地域就農支援協議会 ＜問い合わせ先＞

     TEL　029-239-7131　

     FAX　029-239-7097

＜ホームページ/メールアドレス＞

　http://ibanourin.or.jp/nourin/hajimete/index.html
　E-mail:ibaraki-ninaite@ibanourin.or.jp

Eメール：newfarmer-info@cf6.so-net.ne.jp

就農支援の特徴
　茨城県では、地域での就農相談窓口として、県内12の地域
農業改良普及センターに就農支援協議会を設置し、新規就農
希望者が円滑に就農できるよう農業者と協力して支援の充実
に努めています。

　各地域就農支援協議会は、農林事務所、市町村、農協、農
業委員会などの関係機関と農業者が連携して就農相談をはじ
めとした支援活動を行っています。

　就農地が決まっている。または決まった段階では、就農地を
管轄する地域農業改良普及センター（農林事務所　経営・普及
部門）が中心となり就農を支援します。

いばらき新規就農者ネットワーク
就農を目指す皆様へ 平成27年度活動予定

　就農するときの疑問や不安なこと等について相談をお受けし
ます。お気軽にお立ち寄りください。
　露地ネギ、葉物野菜（有機）で就農した者が相談対応します。

【イベント】新農業人フェアinいばらき、目指せニューファーマー
のつどい等に参加。
【研修会】他の新規参入者や関係機関との意見交換会及び会員
どうしのほ場巡回、経営検討会。
この他にもいろいろ活動する予定です。いばらき新規就農者ネットワークとは

　ニューファーマー研修助成事業を活用して農家等で長期農
業研修を受け、研修終了後に茨城県内に就農した新規参入者
を中心に平成26年10月に結成しました。
　情報交換や研修、直売のイベント参加などの活動を通じて相
互交流・資質向上を図り、農業者として成功することをめざして
います。
　現在は水戸市周辺で就農した者を中心に活動しています。

代表：藤田慎太郎（水戸市、露地ネギ）

茨城で農業をはじめよう！
新規就農者への支援

ニューファーマー育成研修助成事業：栽培技術等の習得のため
に農業者のもとでの研修を支援します。対象者は青年就農給付
金（準備型）の給付要件を満たす者を除く、就農計画の認定を受
けた茨城県内で自営就農を目指す就農希望者となります。

茨城県の農業概要・特徴
  平坦な農地と温和な気候、首都圏の大消費地に近いことなど
有利な条件を生かし、全国屈指の農業県として発展してきまし
た。平成26年の茨城県の農業産出額は4292億円となり7年連
続で北海道に次ぐ第2位となっています。全国1位の作物は、メ
ロン、レンコン、ほしいも、ミズナ、チンゲンサイ等があります。
(平成25年度　出典：農林水産省統計データ）

青年就農給付金（準備型）：就農前の研修期間の所得を確保す
る給付金を支給します(最長2年）。給付対象者は次の要件をす
べて満たす方。
①就農予定時の年齢が原則45歳未満であること。
②茨城県が認める先進農家・研修機関等で概ね1年以上の研修
を受けること。
③研修修了後1年以内に自ら農業経営を開始する。又は、農業
法人等に就職就農すること。

新規就農者の状況
　平成26年度の新規就農者は238名(青年（16～39歳）は197
名、中高年(40～65歳)は41名)、このうち農外からの新規参入
者は青年が53名、中高年は11名でした。
  主な経営類型は野菜が70％で最も多く、次に普通作(15％)、
畜産(6％)、果樹(4％）、花き(4％）となっています。 連　絡　先

ブース３７

農業法人の求人情報を提供します
連　　絡　　先

農業法人就職相談
 茨城県内の農業法人等に就職を希望する方のご相談をお受
けしています。自分で農業を始めるためには農地や資金など
の課題をクリアしなければなりませんが、農業をやりたいという
意欲があれば、農業法人等に就職して農業に就くことができま
す。多くの農業法人等が特徴的な経営を行っている茨城県で、
就農の夢を実現しませんか。お気軽に当ブースにお立ち寄りく
ださい。

就　　農　　支　　援
　茨城県農林振興公社は「農業無料職業紹介所」として、県内
農業法人等の求人情報を提供し、就職のあっせんを行ってい
ます。

ブース３８


