
　就農準備資金及びサポート体制構築事業（研修農場の整備）認定研修機関等一覧表（47団体） R4.11現在

１　農業経営者育成機関

一般名称
機関名

主な研修場所
管轄普及
センター

受入可能
人数※1

研修（経営）作目 認定年度 受入実績

1 農業大学校（実践研修） 加西市 － 5 園芸ハウス２棟

68

2
楽農生活センター
就農コース

神戸市西区 － 25
いちご高設栽培コース4名、果菜類周年栽培コース8名、
無加温施設栽培コース8名、有機農業コース5名

91

3
こうべ果樹の学校
（一財）神戸農政公社

神戸市北区大沢町、神戸市西
区押部谷町

神戸 2～3 果樹（梅、桃、ぶどう、梨、りんご、加工用ぶどう） H31 1

4 西脇市スイーツファクトリー 西脇市落方町 加西 2 高設いちご（兵庫方式） H26 9

5
豊岡農業スクール
豊岡市認定農業者連絡協議会
小島 昭則

豊岡市中央町 豊岡 9 水稲、露地野菜、施設野菜、果樹、花き、畜産など R3

6 丹波市立　農の学校 丹波市市島町 丹波 20 有機栽培（黒大豆、小豆、露地野菜） H30 23

7 香住なしの学校 美方郡香美町 新温泉 3 梨 R4

8
(株)アグリサポートたんば
片山　哲郎

丹波市氷上町 丹波 2 水稲、小豆、小麦、いちご、野菜 R4 1

２ 先進農家又は先進農業法人等

名称 主な研修場所
管轄普及
センター

受入可能
人数※1

研修（経営）作目 認定年度 受入実績

9 大西農園　大西　俊浩 神戸市北区有野町 神戸 1 施設野菜（土耕いちご） R2 1

10 椿本農園　椿本　聡 神戸市西区伊川谷町 神戸 1 施設野菜（土耕、高設いちご） R2 2

11 池上　義貴 神戸市西区玉津町 神戸 1 有機栽培（施設、露地）（葉物、根菜ほか） R2

12
㈱ナチュラリズム
大皿　一寿

神戸市西区二ツ屋 神戸 2
有機栽培（施設、露地）
（ベビーリーフ、ケール、ミニトマト、水稲、麦ほか）

R2 1

13 藤本園芸　藤本　耕司 神戸市北区大沢町 神戸 2 施設野菜（高設イチゴ） R2 4

14 甘果園　松下　勇人 神戸市西区押部谷町 神戸 1～2 果樹（梨、すもも、桃、柿ほか） R2

15
㈱東馬場農園
東馬場　怜司

神戸市北区道場町 神戸 2 施設野菜（トマト、イチゴ） R2 1

16 相良農園  相良 行博 神戸市北区淡河町 神戸 1 花き（新鉄砲ゆり・チューリップ）、水稲 R3

17 藤原ファーム　藤原 昌之 神戸市西区岩岡町 神戸 2 露地野菜（キャベツ、ブロッコリー、スイートコーン）、水稲 R3 1

18
(農）うすなが農畜産組合
碓永 嘉彦

神戸市西区岩岡町 神戸 2 肉用牛（繁殖肥育一貫経営） R3

19 竹内ファーム　竹内 雅人 明石市魚住町 神戸 1 施設野菜（土耕いちご） R3 1

20
(農)高和第一生産組合　　寺
口 大一

神戸市西区押部谷町 神戸 2 果樹（梨） R3

21 藤原農園  藤原 一哉 神戸市北区淡河町 神戸 1 花き（新鉄砲ゆり・チューリップ）、水稲 R3

22 大西農園  大西 昇 神戸市西区岩岡町 神戸 1 施設野菜（トマト） R3 1

23 中上農園　中上　之仁 三田市香下 阪神 2
施設野菜（トマト、キュウリ、葉物野菜）、
露地野菜（なす、ピーマン、葉物野菜ほか）

R2 1



24
㈱おおにし農園
大西　則和

三田市下深田 阪神 2 水稲、施設野菜（トマト、野菜全般）、露地野菜（野菜全般） R2

25 尾栢　稔 三田市上本庄 阪神 2
施設野菜（ピーマン、トマト、葉物野菜ほか）、
露地野菜（ピーマンほか）、水稲、黒大豆

R2

26 つりしのぶ園　市原　誠 宝塚市境野 阪神 1 花き（つりしのぶ） R2

27
なかなかファーム
中野 耕太郎

川辺郡猪名川町 阪神 1
果樹（ぶどう）、露地野菜（キャベツ、白菜、スナップエンドウ、
ピーマン、なす、枝豆等）

R3

28 谷川農園　谷川　定隆 加西市倉谷町 加西 1 果樹（ぶどう） R2 1

29 繁田農園　繁田　基 加西市青野町 加西 1 果樹（ぶどう） R2

30
アグリスタイル
 山本 洋太朗

三木市細川町 加西 1 果樹（ぶどう）、水耕栽培（葉物野菜、ハーブ） R3 1

31
(株)ながしお農場
 永塩 有

三木市吉川町 加西 1 果樹（高設いちご、いちじく、ブルーベリー） R3 1

32 (株)玄米屋　藤本 武彦 加東市牧野 加西 1 水稲、玉葱 R3

33 石田ぶどう園　石田 英也 三木市吉川町 加西 1 果樹（ぶどう） R3 1

34 高見園芸  高見 昌伸 加西市別府町 加西 1 花き（花壇苗）、水稲 R3

35
㈲環境微生物研究所
村田　敏朗

神埼郡市川町近平 姫路 2 水稲、露地野菜、施設野菜 R2

36 こばふぁーむ　小林 一雅 姫路市林田町 姫路 2
水稲、はだか麦、大豆、黒大豆、小豆、白小豆
※無農薬・肥料不使用

R3

37 高橋牧場　高橋　副武 養父市大屋町 朝来 1～2 肉用牛（繁殖和牛） R2 1

38
㈱丹波たかみ農場　高見　康
彦

丹波市市島町 丹波 1 水稲、黒大豆、小豆、人参 R2

39 岩元　清志 丹波市市島町 丹波 2 有機野菜（露地、施設） R2

40 ㈲みたけの里舎　石田　英正 丹波篠山市和田 丹波 1 水稲、黒大豆ほか R2

41
(株)丹波篠山大内農場　大内
正博

丹波篠山市今田町 丹波 2 水稲、黒大豆 R3

42 (株)CKF　荻野 一馬 丹波市春日町 丹波 2 水稲、小豆、青大豆、野菜 R3

43 (株)婦木農場　婦木　克則 丹波市春日町 丹波 2 水稲、野菜、酪農、民宿、農産加工など R4

44 (株)上田畜産　上田伸也 美方郡香美町 新温泉 2 肉用牛（繁殖肥育一貫経営） R3

45 (株)森脇畜産　森脇　雄一 美方郡新温泉町 新温泉 1 肉用牛繁殖 R4

46 湯原ナーセリー　湯原　健一 淡路市久留麻 北淡路 2 花壇苗、野菜苗 R4

47
(株)アクアヴェルデAWAJI  豊
田 公隆

南あわじ市市三條 南淡路 4
露地野菜（水稲、玉葱、白菜、レタス、ブロッコリー）
施設園芸（トマト、ミニトマト、リーフレタスなど）

R3 1

※１ 既に受入可能人数に達している場合は、受入できませんのでご了承ください。


