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新規就農希望者の農業体験受入農家情報 （2014年度版）

Ｎｏ 市町村 経営類型 体験作目 体験内容 受入人数 受入時期 受入期間
宿泊施設
の有無

1 福島市 水稲+果樹 水稲、果樹（桃、りんご、さくらんぼ）
桃（剪定、摘蕾、摘果、収穫）、りんご（剪定、管
理作業）

3～4人 通年 3日程度まで 無

2 福島市 果樹+観光農園+農産加工
桃、梨、さくらんぼ、ぶどう、あんぽ柿加工、
ジャム

果樹栽培全般、ほ場管理等の詳細な方法 3～5人 通年 希望者との相談に応じる 無

3 福島市 果樹+花卉 果樹（桃、りんご、ぶどう、他）花卉（花苗） 全般、事務（店番含む） 1人 通年
通年（長期）
（5～6月）（10～11月の
短期）

無

4 福島市 水稲+果樹 果樹（さくらんぼ、桃、梨、りんご） 摘果作業等 3人 5～6月 60日間 無

5 伊達市保原町 果樹 果樹（ぶどう） ぶどうの摘花、摘粒 1人 6月 7日間 無

6 川俣町 酪農300頭 乳牛管理、飼料作付、搾乳・哺育　等 乳牛管理、飼料作付、搾乳・哺育　等 3人 通年 希望者との相談に応じる 無

7 桑折町 果樹、水稲 桃、柿 桃の摘蕾、摘果、袋かけ　あんぽ柿の加工 2人 7～12月 希望者との相談に応じる 無

8 二本松市
水稲+露地野菜+施設野菜+
菌茸+有機農産物（トマト・そ
の他）+野菜苗+農家民宿

水稲、露地野菜、施設野菜、菌茸、有機農産
物（トマト・その他）、野菜苗、農家民宿

農作業 1～3人 随時 1～6日間 有(自宅）

9 二本松市
菌茸+果樹+野菜+水稲+農家
レストラン+民宿

なめこ収穫、野菜等収穫 なめこ収穫・野菜収穫とピザ作り体験 5～10人 通年
（野菜は一部限定）

1～2日間 有（農家民宿、レ
ストラン併設）

10 二本松市 水稲+野菜+農家民宿 水稲、野菜、林業
体験する時期が適期の野菜苗の植付けや収
穫、林の下草刈りや間伐、

8人 通年 希望者との相談に応じる 有

11 二本松市 水稲+畑作+菌茸+養蚕 菌茸 収穫作業 約15人 通年 1～3日間 無

12 本宮市 水稲+野菜+農産物加工 水稲、野菜、農産物加工 農作業、加工業務、納品、販売 ５人 通年 1～7日間 有

13 天栄村 畑作
レタス、キャベツ、ほうれん草、ニンジン、白
菜

野菜生産管理 3人 5～12月までの間 希望者との相談に応じる 有（アパート）

14 石川町 露地野菜+施設野菜 葉物野菜の栽培（ほうれん草、小松菜） 栽培、収穫、調整作業 1～2人 通年 5～20日間 無

15 三春町 施設野菜+露地野菜 きゅうり、トマト、メロン、ほうれん草 農作業、収穫作業 1人 5～11月 希望者との相談に応じる 無

16 三春町 菌茸+水稲+露地野菜 菌茸、露地野菜
しいたけ栽培（管理・収穫）露地野菜（管理・収
穫）

2人

通年（しいた
け）
4～12月（露地
野菜）

希望者との相談に応じる 無

17 白河市
水稲+露地野菜+施設野菜
体験農業及び視察（小中学生
50名）

水稲、トマト栽培 肥培管理、収穫 2～3人 5～11月 180日間 無
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Ｎｏ 市町村 経営類型 体験作目 体験内容 受入人数 受入時期 受入期間
宿泊施設
の有無

18 矢祭町 花卉（生産+販売） 生産に係る多様な作業 生産 1～3人 通年 希望者との相談に応じる
有（町内のア
パートの賃貸）

19 塙町 施設野菜 パプリカ 収穫、誘引など 2人 4～10月 60～180日間 無

20 会津若松市 水稲+施設野菜+花卉+観光 水稲、イチゴ、メロン、トルコギキョウ、ストック 定植から出荷まで 5人 通年 希望者との相談に応じる 無

21 会津若松市 水稲+畑作 水稲、鴨の世話 米の生産、鴨の世話 2～3人 4～10月 希望者との相談に応じる 無（建設中）

22 喜多方市 水稲+畑作 水稲、そば 栽培、収穫 1人 4～11月 180日間 無

23 喜多方市
水稲+施設野菜（きゅうり）+タ
ラの芽

水稲、施設野菜（きゅうり）、グリーンアスパ
ラ、みしらず柿、タラの芽

各作物の播種、育苗、定植、栽培管理、収穫、
調整、出荷

3人 通年 希望者との相談に応じる 無

24 喜多方市塩川町
水稲+畑作+露地野菜+果樹+
農産物加工

水稲、そば、洋梨、餅、ジュース、ゼリー 農業全般 2人 3月 希望者との相談に応じる 有

25 喜多方市高郷町 水稲+野菜（アスパラ、トマト） 夏秋トマト、アスパラ アスパラ・トマトの収穫、管理作業 3人 5～11月 1～14日間 有

26 柳津町 水稲・トマト 水筒 稲の刈取り、乾燥調整 1～5人 9月10日～10月11～７日間 有

27 湯川村 花卉 花の管理 花の管理 1～2人 通年 7～10日間 有

28 会津美里町 水稲+農産物加工 水稲、早炊米加工 稲作全般 1人 4～12月 270日間 無

29 会津美里町 有機農業 水稲、みしらず柿、各種野菜 農作業全般、農産物宅配 10人 4～11月 何日間でも可 無

30 会津美里町
水稲+.畑作+果樹+有機農産
物（水稲・大豆）

水稲、大豆、そば、みしらず柿 作物の作付・収穫作業 1～2人 5～11月 1～7日間 無

31 只見町 施設野菜(夏秋トマト）+水稲 トマト、水稲 トマトの肥培管理 1人 4～11月 希望者との相談に応じる 無

32 下郷町 露地野菜 加工トマト、ブロッコリ－ 野菜苗の植付け　収穫 10人 6～10月 収穫終了時期まで 無

33 相馬市 水稲+果樹 和・洋梨 梨栽培管理 2人 通年 1～7日間 無

34 南相馬市鹿島区
野菜苗+花苗+野菜（養液栽
培）

野菜苗、花苗、野菜（養液栽培） 管理、収穫、出荷 2人 通年 希望者との相談に応じる 無（建設予定）

35 南相馬市小高区 花卉 宿根草、バラ 植え付け、出荷 5人 随時 希望者との相談に応じる 無
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36 新地町 施設野菜 トマト 摘果、摘葉、収穫 1人 3～12月 5日間 無

37 いわき市 養豚 肉豚生産 豚の飼養管理全般 2人 通年 14日間 無

38 いわき市 水稲+露地野菜 露地野菜 農業全般 2～3人 夏～冬 希望者との相談に応じる 無


	【氏名無し HP用データ】

