５月開講
９か月訓練
愛知県雇用セーフティネット対策訓練（委託訓練）
愛知県立岡崎高等技術専門校
愛知県立農業大学校（実施施設）

主に露地野菜栽培を学びます

離職者等再就職訓練
ｆｆ

定員３０名

○新規農業経営（販売農家）開始を目指す方
○農業生産法人等への就職を目指す方（家庭菜園は目的ではありません）

募集期間

２０２０年 ３月１６日（月）～ ４月 ６日（月）

訓練期間

２０２０年 ５月 ８日（金）～ ２０２１年 ２月 ２日（火）

入校選考日

２０２０年 ４月１４日（火）

１ 応募対象者
公共職業安定所に求職申込みをした方で、公共職業安定所長が適職に就くために訓練受講の必要性を認
め、公共職業安定所長から受講指示、受講推薦又は支援指示を受けることのできる方。
＜注意＞
・ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けて公共職業訓練受講修了後 1 年以内の方
は、原則として、受講できません。
・ 過去 1 年以内に、
公共職業訓練又は求職者支援訓練を正当な理由なく中途で辞められた方は、
原則として、
受講できません。
・ 早期就職、就農（訓練修了後３か月以内）を希望しない方は、原則として、受講できません。
（訓練修了時から３か月後までの就職状況を把握する調査があります）
・ 県外の方が受講を希望される場合は、受講指示、受講推薦又は支援指示を行う管轄の公共職業安定所を通
じて、応募前に訓練の実施主体となる岡崎高等技術専門校まで電話連絡が必要です。

＜留意事項＞
・ 雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で公共職業安定所長の受講指示を受けて入校された方には、雇用保
険の失業給付（基本手当、受講手当、通所手当）が支給されます。（受講指示には一定の要件があります。詳しく
は、訓練申込前に住所を管轄する公共職業安定所でご相談ください）
・ 公共職業安定所長の支援指示を受けて入校された方には、職業訓練受講給付金を受けることができる場合があり
ます。（詳しくは、訓練申込前に住所を管轄する公共職業安定所でご相談ください）
・ 就職支援の一環として、訓練実施校がキャリアコンサルティングを行うとともに、ジョブカード作成アドバイザ
ーによるジョブカードの作成支援を行います。

２ 応募方法
応募者の住所を管轄する公共職業安定所で職業相談を受け、適職に就くために訓練を受講することが必要と認め
られた方は、公共職業安定所を経由して「入校願書」を提出してください。（入校願書は愛知県内の公共職業安定
所にあります。県外の方が受講を希望される場合は、住所を管轄する職業安定所でご相談ください）
※ 入校願書提出後は、特別な理由（就職先の決定等）なく辞退することはできません。
※ 訓練コースの併願はできません。

３ 受講者決定方法
（１）決定方法(選考方法)
受講するには、訓練実施施設が行う訓練受講適性検査（以下「適性検査」に合格する必要があります。適性検
査の内容は、筆記試験及び面接試験になります。
（２）入校選考日
２０２０年４月１４日（火）（時間等詳細については別途応募者に通知します）
（3）選考場所
愛知県立農業大学校 （最終頁「地図」参照）
（4）合否通知
郵便で通知します。（４月１７日（金）までに発送予定）
通知書が４月 2２日(水)までに届かない場合は、岡崎高等技術専門校にお問い合わせください。

４ 修了認定(修了証の交付)
愛知県立農業大学校で実施する学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 8 割以上を受講し、かつ、就農経営計画等
に関する小論文の提出並びに就農計画等の発表など、能力取得を確認できた方が修了者となり、修了証が交付さ
れます。

５ 訓練受講に係る留意事項
欠席等により、学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 8 割の受講が不可能な方については、訓練修了の見込
がないため、受講を打ち切ります。(病気欠席等理由を問いません)
また、他の受講者の受講に支障となる行為や迷惑となる行為、講師や訓練実施施設の職員の指示に従わない等
により訓練実施施設の規律を乱す行為であると認められる場合、当該行為を行った方の受講を打ち切ります。

６ その他
◇訓練修了時から３か月後までの就職状況を、所定の書類にて報告していただきます。
◇受講料は無料です。実習に必要な教材・農機具等は、原則として農業大学校で用意します。
ただし、教科書・校外学習等研修に必要な費用（20,000 円程度）が別途必要です。
また、訓練生総合保険（約 6,550 円）等損害保険加入費用が必要となります。
◇土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、冬季休暇、その他指定した日は休校日となります。
◇自家用車での通校も可能です。ただし、使用車両の通校登録が必要です。

開講月

科名

定員

訓練実施施設

レベル

５月

農業科

３０名

愛知県立農業大学校

初級

●コースの内容
◆訓練実施施設所在地
新たに農業経営を開始したり、農業生産法人等へ就職するために必要な農作物の生産技術、技能、
愛知県立農業大学校
農業経営に関する基礎的な知識等を習得する。
岡崎市美合町字並松１－２
◆訓練受講者の応募条件
●取得目標資格
新規農業経営（販売農家）開始
就農、就職に必要な農業機械に関する資格を農業大学校が実施する農業機械研修で取得できる。な 及び農業生産法人等への就職を目
お、農業機械に関する資格取得には、別途受講料等が必要となります。
指す、就農意欲が高い方で、普通
自動車が運転できる免許を有する
●就職先の主な職務
方
農業経営（専業農家）、農業生産法人等における農業生産業務、農業関連企業における農業資材・ ◆選考試験の方法
農産物の販売など
筆記試験及び面接
◆訓練時間
●独自の就職支援活動
８：50～16：10
就農相談（就農経営計画）、キャリアコンサルティング
◆教科書代等自己負担額
教科書代 15,000円
●訓練に用いる主な設備等
指定帽子代
550円
研修ほ場（畑）48ａ、ほ場研修舎、研修室（講義）、トラクター、耕うん機、運搬車、防除機等
芽切ばさみ代 900円
校外学習費 3,000円
約20,000円
・訓練生総合保険、作業着等任意
なもの 約10,000円
科目

学科

科目の内容

時間数

オリエンテーション

訓練施設からの注意事項、実習の進め方、連絡事項等

7.5

農業の基礎知識

農作業安全、情報処理の基礎、食品表示制度、プロジェクト活動の意義と組み立て方、
植物生理、農業気象、農業入門講座、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育

26

農業経営

農作物の流通、農業経営の基礎、農業簿記の基礎、税制の基礎、
農産物のマーケティング、経営分析、農業金融の活用方法、
先輩農業者からの助言、労務管理の基礎、農福連携入門

40.5

関連制度

就農支援制度、農地制度の基礎、農業と環境、農薬の正しい使い方

10.5

栽培基礎

病害虫の基礎知識、雑草防除、土壌肥料の基礎、土壌診断演習

18

栽培技術

花き栽培論、作物栽培論、果樹栽培論、野菜栽培論、
病害虫の診断と防除方法、施肥技術論

63

就農支援

新規就農するためのノウハウ、就農相談、キャリアコンサルティング

就農経営計画

作成のポイント、栽培計画、販売計画、発表会

９
50.5

小 計

225
689

園芸実習

露地野菜及び切花（小ギク）の栽培実習プロジェクト活動

果樹実習

果樹の栽培実習

機械作業実習

トラクターによる運転と耕うん、刈払機等の使用法、点検整備等の実習

16

校外学習

先進農家、農産物直売所、農業総合試験場等の見学

24

６

実技

※ 訓練開始日に開講式、訓練最終日に閉講式を実施します。
カリキュラム内容は都合により変更する場合があります。

小 計

735

合 計

960

修了生の声
農家になりたいけど、家は非農家、土地もお金も知識もない。近くの農業法人にお手伝
いに行ったところ、農業科を勧められ応募、入校しました。
そこでは、農作物の生産技術から農業経営の基礎知識まで、農業に関することを一から学ぶことが
できました。しかしその中でも沢山の人脈を築けたことが、私にとって一番大きなことでした。同期
の仲間や教えて頂いた講師の方々、そして何よりも、校外学習による現役農家への見学を通しての出
会いのおかげで、私はナシ農家になることができました。
研修途中で果樹に興味が出たため、野菜栽培中心の研修に対して悩んだ時期も
ありましたが、続けたことで、新規認定農業者や農業次世代人材投資資金の
申請にも役立ちました。

【2019 年度 修了生】

非農家出身で妻の実家が祖父母の代まで農業で生計を立てていて農地と農機具が有ったため、
失業給付金を貰いながら農業が学べる農業科を受けることを決めました。
座学では野菜の総論 各論や土壌、農薬など、入り口の部分ですが全般について勉強しました。実習で
はメインに露地ナスを栽培しました。私が住む地域では、風が強く部会もないことから栽培は難しいと感
じましたが、露地ナスは単位面積あたりの売上が高く部会がある地域がうらやましく感じました。
農家になる近道は、現地でいい師匠を見つけて、その人から技術を盗むことだと思いますが、訓練を受
けたことにより色々な先生や卒業生と出会い、考えが広がりました。
農地を借りるためには、地域の人に早く認められることが必要です。そのためには、
普及課や農大職員などに相談をして学校に行きながら、就農地で学ぶ事が近道
であると感じました。

【2019 年度修了生】

学校や研修の概念を超えた想定以上の９ケ月でした。
野菜栽培技術実習と座学講習だけに留まらず、機械類の操作実習、就農・就職に必要な知識習得とつ
ながり作り、さらには簿記と税務講習など幅広い内容と深さが魅力です。また、多彩な仲間が力を合わ
せて日々の課題に取り組みながら One-Team として成長してゆく経験は貴重なものでした。
会社を定年退職後に次の職業として農業を考えていた私は、この研修期間中に農地を借りることがで
き、現在は春からの耕作に向けて圃場の整備と土づくりを行っています。
これから様々な目標や目的を持ってチャレンジしようと考えている
皆さんの想いをしっかりと受け止めてくれる訓練になると信じています。
【2019 年度修了生】

メモ

★見学会★
各回とも説明内容は同じで、１時間３０分程度（参加申し込みは不要です）
日

時

第１回 ２０２０年 ３月１８日（水） 午後 1 時 30 分から
第２回 ２０２０年 ４月 ３日（金） 午後 1 時 30 分から

場

所

愛知県立農業大学校 受付：中央教育棟１階 ロビー（駐車場あり）

※この見学会では、訓練内容を含め入校後の大事な説明を行います。入校希望の方は、
可能な限り、参加するようにしてください。

★お問い合わせ先★
愛知県立岡崎高等技術専門校（訓練のお申し込みに関すること）
〒４４４－０８０２
所 在 地 ：岡崎市美合町字平端２４番地
ハロートレーニング！！
電
話 ：０５６４－５１－０７７５
ハロートレーニング！
Ｆ Ａ Ｘ ：０５６４－５２－４５６８
愛知県立農業大学校 研修部（訓練内容、見学会等に関すること）
〒４４４－０８０２
所 在 地 ：岡崎市美合町字並松１－２
電
話 ：０５６４－５１－１０３４
Ｆ Ａ Ｘ ：０５６４－５１－４８３１

【交通案内】
◆名鉄電車利用の場合
農業大学校、岡崎高等技術専門校と
もに、名古屋本線「美合駅」下車徒歩
約１０分
◆ＪＲ電車利用の場合
東海道本線「岡崎駅」より名鉄バス
で「東岡崎（庄司田・緑丘経由）」か
「市民病院（庄司田・美合経由）」行
きで約２０分
岡崎高等技術専門校へは「県立専門
校前」で下車徒歩約１分
農業大学校へは「平地」で下車徒歩
約５分
◆自動車利用の場合
東名高速道路岡崎インターチェン
ジから約１０分

