市町村等における滞在施設情報について

平成２９年１０月

北海道農業担い手育成センター

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
1 岩見沢市 いわみざわ
就農サポートハウス

対象者・要件
施設内容
～対象者～
・居住部56.7㎡×8（部屋）＝453.6㎡（2ＬＤＫ 2階建）
市内で就農を目指し見極 ※６部屋を実践的農業研修・見極め体験研修用として使用
め体験研修を受ける方
・ミーティングルーム 56.7㎡×2（部屋）＝113.4㎡ 計567㎡
・家賃：研修期間中は原則無料。

町内農家等での体験実習 構造：木造平屋建て（現在 2棟4戸整備済）
者
利用期間：体験実習期間中利用可能（1泊1人1千円）

窓口・問合せ先
岩見沢市新規就農サポー
トセンター
（市役所農政部農務課農
業経営係（2階7番窓口）
担当）
電話：0126-23-4111
（内線 261又は268）
Ｅメール：noumuka@ihamanasu.jp

2 栗山町

農業研修生宿泊施設

一般財団法人
栗山町農業振興公社
TEL：
0123-73-2500
ﾒｰﾙ：
http://kuri-agri.org

3 北 竜 町

北竜町農業体験宿泊施設 ①18歳以上40歳未満の健 木造１階建 １棟３室 １室占有面積：６～８畳
北竜町役場
「うえる・かる」
康な独身女性
バス・トイレ・キッチン・電化製品（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・掃 産業課農業担い手係
②普通自動車免許取得者 除機等完備）・家具（食卓テーブル・食器棚・ベット等完備）
℡ 0164-34-2111
http://www.town.hokury
u.hokkaido.jp

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
対象者・要件
4 沼田町
沼田町宿泊交流センター (1)スポーツ及び文化活
夢未来
動のための合宿としての
利用
(2)研修・体験学習活動
を通じた教育としての利
用
(3)その他の地域活動と
しての利用

施設内容
(1)宿泊部屋 和室(3人利用2室)･洋室(4人利用7室･2人利用1室)※
洗面道具、タオル、部屋着等は無し。
(2)食堂 座卓及び座布団を用意しております。配膳･下膳ともにｾﾙ
ﾌｻｰﾋﾞｽです。※食堂備え付けの電子ﾚﾝｼﾞ･ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄは使用できま
す。
(3)厨房 ｶﾞｽｺﾝﾛの口数3･ｶﾞｽ炊飯器･最低限の食器あり。※包丁や
まな板などの調理器具はありません。
(4)浴室 24時間利用可能です。※ｼｬﾝﾌﾟｰ･石けん･ﾀｵﾙ･ﾄﾞﾗｲﾔｰ等は
ありませんので、各自用意願います。
(5)談話室 壁面全面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞで研修やﾐｰﾃｨﾝｸﾞにご利用くださ
い。
(6)洗濯機・乾燥機 洗濯は洗面室に全自動洗濯機(乾燥機付)を2台
常設。(有料100円)※洗剤等については各団体で用意願います。
(7)テレビ 食堂に1台常設。
(8)冷蔵庫 厨房に1台常設。
(9)その他 交流ｾﾝﾀｰには常駐する管理人がおりません。施設利用
にあたっては団体の責任のもと使用願います。

窓口・問合せ先
沼田町農業商工課
電話:0164-35-2114
FAX:0164-35-2393
E-mail:
nougyou@town.numata.lg
.jp
HPアドレス：
http://www.town.numata
.hokkaido.jp

5 厚真町

厚真町ルーラルビレッジ 厚真町への移住を検討し １週間～１か月の範囲内で、木造平屋建２ＬＫ（生活必需品一式が
ちょっと暮らし住宅
ている方・成人２人以上 準備済み。）の移住体験用住宅が利用可能。要予約・先着順で、利
での同居
用料金（電気料、上下水道料、インターネット回線使用料等を含
む。）は１週間まで25,000円（5,000円の町内利用可能商品券付
き、それ以降は１日1,800円。灯油代として冬季は１日800円加
算。）。

厚真町まちづくり推進課
事業推進グループ
TEL：0145-27-3179
http://www.town.atsuma
.lg.jp/

6 むかわ町

むかわ町地域担い手育成 むかわ町内の長期農業体 2ＤＫ
センター借上住宅
験者・農業研修者

むかわ町地域担い手育成
センター事務局
0145-42-5588

4戸・3ＤＫ

むかわ町地域担い手育成 むかわ町内で農業短期体 4名宿泊可・利用料
センター短期体験者用借 験を行うもの
上住宅
7 様似町

移住体験住宅

3戸

1日700円

様似町役場総務課企画係
・3戸(夏季 5～10月 1,200円 冬季 11～4月 1,500円)
0146-36-2111
・布団の貸出し（有料）
samani.chou@samani.jp
・生活用品については、ほとんどものが完備されています。
・アメニティーグッズについては自分で用意することとなっていま
す。（トイレットペーパー、洗剤は完備されていません。）

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
8 知内町
知内町担い手育成セン
ター
（平成29年度建設予定）

対象者・要件
施設内容
窓口・問合せ先
町内に就農・就業を考え 単身用・世帯用のアパート形式の部屋を用意し、独立就農するまで 知内町産業振興課
ている、担い手となる見 の期間の居住施設を提供。
込みがある者

9 八雲町

八雲町農業研修者支援住 新規就農者・農業研修者 ブロック造平屋建
宅
ブロック造平屋建

10 せたな町

農業実習・研修宿泊施設 せたな町で農業実習・研 ・２棟 食器、家具、家電等完備 ※利用料金１人500円/日
修を行なう者
・東大里住宅（瀬棚区）木造２階建て
・二俣住宅（北檜山区）木造平屋建て

せたな町農務課
http://www.town.setana
.lg.jp/industry/nourin
/

11 富良野市

宿泊棟

体験研修者等

研修期間中、宿泊棟を5,400円/月又は1,080円/日で利用可能。

富良野市農業
担い手育成センター
（TEL：0167-42-2882）

12 鷹栖町

町内会館

体験実習者

・現在は洗濯機、布団、お風呂は備え付けされていないが、それ以 産業振興課農政推進係・
農業振興係、
外の必要な物は常備。
http://www.town.takasu
.hokkaido.jp/

あじさい

同上

・洗濯機は備え付けされていないが、それ以外は常備。

農村活性化センター
「おうる」

新規就農体験者

下川町農務課
1部屋22.5㎡ 冷蔵庫、乾燥機付き洗濯機、掃除機、IHクッキング
ヒーター、オーブントースター、フィッシュロースター、炊飯器、 TEL:01655-4-2511
電気ポット、テレビ等 × 4部屋

13 下川町

３棟６戸
４棟４戸

八雲町農林課
0137-62-2203
http://www.town.yakumo
.lg.jp/

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
14 音威子府村 短期移住体験住宅

対象者・要件
施設内容
音威子府村への短期的な ・2ＬＤＫ～2棟、3ＬＤＫ～1棟
移住体験を行うもの（利 ・家具・電化・寝具・食器等全て完備
用期間7日以上90日未
満）

窓口・問合せ先
音威子府村役場総務課地
域振興室
電話 01656-5-3311
ホームページ
http://www.vill.otoine
ppu.hokkaido.jp

15 中川町

農村交流宿泊施設（とっくり 概ね20歳以上45歳未満の ＊木造２階建て
いもハウス）
者
＊宿泊部屋 ４室
＊その他、中川町新規就 ＊キッチン・居間・風呂・洗面所・乾燥室・トイレ
農者誘致特別措置条例に ＊設備品 共有 冷蔵庫 液晶テレビ 洗濯機・ソファー
よる
食卓テーブル
調理用品 自転車４台
＊農業・林業・商工業に就 個室 ベット 寝具 衣装タンス 机 椅子 FFストーブ
労目的を持ち体験希望の ＊使用料 １室
者
【１か月 １２，０００円（5月～10月）】
＊酪農・農業大学校等の学 １か月に満たない場合は １室 １，１００円
生（実習生）
【１か月 １５，０００円（11月～4月）】
＊自然環境等研究活動に １か月に満たない場合は １室 １，４００円
よる研究生
＊その他 中川町農村交流宿泊施設の設備及び管理に関する条例に
よる

16 留萌市

幌糠農業・農村支援セン 農業体験、農業研修希望 幌糠農業・農村支援センター内に空き教室を活用した宿泊・滞在施 留萌市役所農林水産課農
ター
者
設を設置。（宿泊費は光熱水費を含め無料。センター内調理室で自 政係
炊可能）
TEL：0164-42-1837

17 天塩町

天塩町移住定住促進住宅

18 稚内市

稚内市大規模草地敷地内 調査票その１の（２）に 宿泊料・光熱水費無料
の住宅
て示した酪農プチ体験実 （旅費・食費等は自己負担）
習の参加者向けの滞在施
設

・共同住宅
・風呂、トイレ、洗面室、洗濯室供用
・１カ月 7,000円～9,000円（電気・水道・ガス込み）

中川町役場 産業振興課
TEL01656-7-2816（245）
Ｅ－ｍａｉｌ
nakagawasangyo@town.nakagawa.ho
kkaido.jp

総務課
農林水産課 天塩町農業
支援センター（農業振興
対策室）
稚内市建設産業部農政課
農業振興・委員会ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0162-23-6481

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
19 豊富町
北斗星
(新規就農者研修宿泊施
設)

トレーラーハウス

対象者・要件
実習生

施設内容
窓口・問合せ先
平成18年建築 単身者用8部屋・妻帯者用1部屋・ミーティングルー 北宗谷農業協同組合
ム1部屋
設備:バス・トイレ・クローゼット・ベッド・冷蔵庫・洗濯機・電
子レンジ・炊飯器・食器等

実習生

20 北見市

農業研修生宿泊施設
○農業に関心を持ち、
「ファーマーズハウスう
意欲を持って研修等
える」
に取り組むことので
きる独身女性で心身
ともに健康である方
（概ね40才まで、学
生は除く）
○1ヶ月以上の研修が
可能な方
○普通運転免許（ＡＴ
免許可）を有してい
ること

■個室 ３室
○オートロック式オール電化ワンルーム（１ＬＤＫ）
ユニットバス、シャワー付きトイレ
※居住費無料（水道光熱費の負担あり）
（設備）ＩＨクッキングキッチン、電子レンジ、冷蔵庫、
調理器具等、エアコン、蓄熱暖房機、テレビ、ブルーレイ
レコーダー、インターネット設備、乾燥機付全自動洗濯機、
掃除機、寝具付ベッド、ソファー等生活必需品を配備
（研修内容）
○畑作研修・酪農研修
各種研修会、イベント、交流会への参加
（時間・休日）
○概ね８時間（原則毎週日曜休日）
（研修手当）
○月額 １２０，０００円（24日程度）
（待遇等）
○作業衣、長靴などの支給
○傷害共済加入（掛け金の負担なし）
○通勤用軽自動車の無料貸与

ＪＡところ管理部営農企
画課
TEL 0152-54-2121
FAX 0152-54-1045
http://www.jatokoro.or.jp/

21 美幌町

美幌みらい農業センター 農業体験実習生
（独身女性限定）

1.実習内容：センター内圃場にて、地域の基幹作物（畑作物）やア
スパラガスをはじめとしたビニールハウス栽培野菜の実践的な実習
のほか、農家実習も実施
2.宿泊施設使用料：月額23,000円（766円/日）
3.食事：共同厨房にて自炊
4.管理人：住み込みの女性管理人が常在

美幌町役場
経済部農政グループ
美幌みらい農業センター
TEL:0152-75-2324

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
22 斜里町
JAふぁ～みんくらぶ

対象者・要件
・普通自動車免許をお持
ちの方
・２０才～３５才の農業
に関心のある健康な女性
（未婚の方）

施設内容
ワンルーム、ユニットバス、トイレ、ベッド（寝具付）テレビ、洗
濯機、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器等、生活用品が備え付いてお
り、施設利用料（電気水道光熱費含む）として1泊500円

窓口・問合せ先
JA斜里町農業振興セン
ター
＜斜里町農業体験実習生
受入事業窓口＞
〒099-4126 北海道斜里
町字以久科北586番地
TEL.0152-23-6045
FAX.0152-22-2112

23 訓子府町

農業実習生等受入公宅

短期農業体験実習生
ブロック造１煉３戸（１戸当たり51.03㎡）
（20歳以上40歳未満の独 水洗トイレ、ユニットバス、暖房・給湯設備完備
身女性）
生活家電・家具は別途提供

訓子府町農業委員会
TEL:0157-47-2204

24 遠軽町

お試し暮らし体験住宅
（社名淵1号）

本町への移住を検討して 木造平屋建89.10㎡
いる者で、1週間以上3か 日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具完備
月以内で滞在する者。
ペットの同伴不可（空き
状況等問合せ先へ要相
談）
コンクリートブロック造平屋建64.45㎡
日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具完備

遠軽町役場
企画課企画担当
TEL：0158-42-4818

お試し暮らし体験住宅
（丸瀬布1号）

25 興部町

ＪＡ北オホーツク宿泊施 農業体験実習生
設

◎独身用(１ＬＤＫ)
家賃：月額18,000円(但し、水光熱費は自己負担)(生活用品全て常
備)
◎世帯者住宅(２ＬＤＫ)
家賃：30,000円(但し、水光熱費及び生活用品については自己負担)

興部町農業担い手育成セ
ンター
北オホーツク農業協同組
合営農部 担い手対策課
内
tel:0158-82-2101
fax:0158-82-3516
http//okp-ninaite.jp/
E-mail:ninaite`@okpninaite.jp

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
26 雄武町
宿泊施設「まきば」
（女性専用個室ｱﾊﾟｰﾄ）

対象者・要件
・女性
・３ヶ月以上希望
※２ヶ月以上も対応可

施設内容
・個室部屋
（日常生活に必要なものは完備。バス、トイレ、キッチン付き）
※コンビにまで徒歩３分

窓口・問合せ先
ＪＡ北オホーツク
雄武支所
0158-84-2311

27 上士幌町

上士幌町
上士幌町農業体験者宿泊 農業の担い手として本町 使用料：個室 月額5,000円/相室 月額3,000円（１名分）
農林課農産担当
施設
において研修又は実践を ※冬期間（10月～４月）は暖房料1,000円を別途徴収
℡01564－2－4292
行う女性で、一般農業実 施設概要及び備品：
習生、ナイタイ高原牧場 ＜部屋＞個室4室、相室1室
での農業実習生及び一般 ＜食道＞冷蔵庫、電子レンジ、トースター、炊飯器、ポット、食卓
農家又は農業法人の従業 テーブル、食器棚、食器類
員とする。ただし、農業 ＜談話室＞暖房ストーブ、テレビ、ビデオ、電話、掃除機、テーブ
実習生は1年以内、従業 ル、ソファ、書棚
員は6ヶ月以内の期間と ＜風呂・洗面台＞ユニットバス、洗面台、洗濯機、乾燥機、ボイ
ラー
する。
＜トイレ＞＜玄関＞＜物置＞
食事について：施設の食堂で自炊
その他：女性のみを対象とした施設であるため関係者以外の男性は
出入禁止。

28 鹿追町

ピュアモルトクラブハウ １８歳以上の単身女性
ス「研修滞在施設」

受け入れ側手配(女性専用研修生滞在施設)毎年４月から１年間農業 鹿追町役場農業振興課産
研修生受入 住宅料(家賃)無料
光熱水費は除く 部屋は一人 業後継者対策担当
一室 テレビ・洗濯機など家電あり・無線LAN完備
津川 繁
TEL0156-69-7122

29 新得町

レディースファーム
スクール

・研修室１室、講習室１室
・宿泊室：個室１０室、団体室１室
（ベッド、収納タンス、バス・トイレ付）
・設備備品：洗濯機３台、乾燥機２台、掃除機
談話室にテレビ、ブルーレイレコーダー、パソコン

・農業研修生
（１８歳以上の独身女
性）
・農業体験生
（１６歳以上の独身女
性）

新得町産業課農政係
（0156-64-0525）

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
30 清水町
宿泊研修施設

31 芽室町

対象者・要件
・農業後継者のパートナ
候補者
・3月以内の短期農業体
験実習生
・協議会が認めた新規就
農希望者

芽室町ふるさと交流セン 地域内の農業者の方々
ター「やまなみ」
農業実習生
山村留学児童・生徒

施設内容
1棟1戸、1棟2戸の計3戸。ベット、寝具、冷蔵庫、ガスコンロ、炊
飯器等の炊事用具、食器、シャワー付き浴室、洗濯機、テレビ、
テーブル、椅子等付き。経費は水道光熱費として人1日当たり350
円、および寝具のクリーニング費。

窓口・問合せ先
清水町地域農業再生協議
会(清水町役場農林課内)
TEL:090-6218-7470
http://ninaite432.jp/

宿泊（大人1人）
２人部屋 22,050円／月
１人部屋（小）23,620円／月
１人部屋（大）25,200円／月
食事 朝食400円／食
夕食700円／食

芽室町農林課農林係
0155-62-9725
http://www.memuro.net/
agri/contents/facility
/yamanami.html

32 幕別町

幕別町農業担い手支援セ
ンター
（公益財団法人幕別町農
業振興公社）

33 豊頃町

豊頃町担い手サポート研 農業研修生及び農業体験 １階～研修室、調理実習室
修施設
研修者等
２階～宿泊室 １２名宿泊可能
洋室（シングル）５部屋、（ツイン）１部屋
和室３部屋
ユニットバス２、シャワー室２
洗面、トイレ、洗濯施設等（共同）

豊頃町役場産業課
015-574-2217
豊頃町農業協同組合
015-574-2217
http://www.jatoyokoro.or.jp/recruit
/support.html

34 本別町

義経の里御所

本別町農業担い手育成セ
ンター（役場農林課内）
0156-22-8126

まくべつ農村アカデミー 研修室、PC研修室、宿泊施設
のフロンティアコースに
在籍する者又は同コース
に入校予定の者（農業短
期研修生）

体験・短期

本別公園内の宿泊施設

公益財団法人
幕別町農業振興公社
http://north.hokkai.ne
t/nogyosinkokosya/

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
対象者・要件
35 足寄町
足寄町農業研修センター 実習生等及び農業者

別途お問合せください

施設内容
光熱水費は実費負担
ＪＡに通年貸付（ＪＡで管理）

窓口・問合せ先
ＪＡあしょろ企画室
0156-25-2131

別途お問合わせください

陸別町役場
総務課企画財政室
0156-27-2141
ijutaiken@rikubetsu.jp
https://www.rikubetsu.
jp/iju/

36 陸別町

ちょっと暮らし住宅

37 釧路市

阿寒町仁々志別農村住宅 市内で農業に従事してい １棟２戸建て
る農業後継者等で、以下
の条件に当てはまるもの
(１) 農業後継者で、現
に同居する配偶者がいる
もの
(２) 農業後継者で、婚
姻予定者がいるもの
(３) 独身の農業後継者
で、同居する親族がいる
もの
(４) 農業経営移譲者
(５) 農業経営を目指
し、６か月以上の体験実
習を希望するもの
(６) 前各号に掲げるも
ののほか、市長が特に認
めるもの

産業振興部農林課
電話
0154-31-2552

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
対象者・要件
38 厚岸町
実習生宿舎「クレイン」 酪農体験実習による
「いしずえ」
女性（18～30歳）

施設内容
クレイン
棟）

6室(10畳、バス、トイレ、キッチン付）。いしずえ（2

窓口・問合せ先
釧路太田農業協同組合
℡0153-52-7151
info@ja-oota.jp

39 浜中町

㈲浜中町就農者研修牧場 ㈲浜中町就農者研修牧場 生活用具一式完備、家賃無料
研修生用住宅
研修生で40歳未満の夫婦
等

浜中町役場農林課農政係
℡0153-65-2186

40 標茶町

しべちゃ農楽校

標茶町担い手育成協議会
http://www.town.shibec
ha.hokkaido.jp/~nintei
/

41 弟子屈町

JA摩周湖酪農研修生受入 JA摩周湖酪農実習生受入
施設
事業に該当する者。
1.18～30歳位まで
2.普通自動車一周免許
（AT限定可）
3.４ヵ月以上の継続勤務
可能な方

Ａタイプ（単身者用）
１ＬＤＫ ２部屋
Ｂタイプ（妻帯者用）
２ＬＤＫ ２部屋
※テレビ、冷蔵庫、レンジ、炊飯ジャーｅｔｃ備付
家賃
Ａタイプ ２０，０００円／月
Ｂタイプ ３０，０００円／月
※水道光熱費 本人負担

42 根室市

宿泊研修施設

●実習形態
・実習形態：酪農
・実習期間：6ヶ月以上
・研修時間：1日8時間（休日週1回）
●受入形態
・18～40歳、要普通自動車免許
●手当等
・実習期間60日未満：日額6,000円
・実習期間60日以上：月額180,000円～
・労災保険、傷害共済保険加入

女性単身・男性単身
夫婦世帯

体験実習者

新規就農者宿泊研修施設「しべちゃ農楽校」内に女性単身短期研修
用居室１室
新規就農者宿泊研修施設「しべちゃ農楽校」内に夫婦世帯短期研修
用住宅１室
新規就農者宿泊研修施設「しべちゃ農楽校」横に男性単身短期研修
用居室２室

根室市農林課農政担当
℡0153-23-6111内線2266

■滞在施設（体験実習者用滞在施設）
№ 市町村名 滞在施設名称
対象者・要件
43 別海町
(有)別海町酪農研修牧場 40歳未満の妻帯者又は
30歳未満の独身者

44 中標津町

45 標津町

施設内容
研修施設、宿舎、第１実践牧場、第２実践牧場、管理作業機

窓口・問合せ先
別海町酪農研修牧場
http://betsukaikenboku.jp/
TEL0153-77-1050

①(株)ＡＳＡＨＩサポー ＪＡ道東あさひ管内で、 ①簡易宿泊施設３名分あり
トセンター内
酪農関係に従事しようと ②現在建設中
②別海緑町
する者
③ 〃
③西春別

ＪＡ道東あさひ
営農部営農振興課
TEL 0153-75-2202

受入農家へファームステ ＪＡ中春別の管内にて就 ファームステイ先により変動
イ
職を希望しているもので
あり、ＪＡ中春別が認め
た者。

ＪＡ中春別
営農振興課
0153-76-2241

ミルキーウェイホーム

体験実習者

ＪＡ中標津営農部地域コ
ミュニティー推進室
0153-73-5116

酪農研修寮

雇用労働者
個人部屋6部屋
ＪＡけねべつ
（計根別農協組合員の牧 家電有（TV、冷蔵庫、電子ﾚﾝｼﾞ、ｶﾞｽｺﾝﾛ、洗濯機）
営農支援課
場勤務者に限る）
利用料金：20,000円/月（他、受入農家より2,000円管理費として徴 0153-78-2111
収）

他

個人部屋、談話室、調理室、洗面所、共同浴場
〔利用料〕
23,000円～25,000円（男性のみ）

酪農スタッフ専用宿泊施 標津町内の農家で従業員 ・単身用宿泊室6戸(バス・トイレ・台所他、生活必要品完備)
設「つどーる」
又は研修・実習生として ・座学等を行なう集会室
滞在する単身者
新規就農宿泊研修施設
「サポートハウス つ
どーるⅡ」

新規就農を目的に標津町 ・世帯用宿泊室2戸(バス・トイレ・台所他、生活必要品完備)
内の農家で研修・酪農体 ・単身用宿泊室4戸( 〃 )
験のため、滞在する者

標津町農業協同組合営農
部 0153-85-2121

