
【農業・就労】 

このカテゴリーでは、市内で農業をするための講習会や支援制度、H28年 11月にオープ

ンした道の駅つるの直売所生産者組合への加入方法や、就労等の情報を紹介します。詳細

については担当やリンク先等をご参考ください。 

 

農 業 

事 業 名 内    容 担当及び連絡先 リンク先等 

農業技術基

礎講座 

農業技術をさらに向上したい方の

栽培の基礎知識の習得を目的に「農業

技術基礎講座」を開催しています。 

●日時 

隔月１回程度（平日の13時30分～） 

●場所 

北都留地域、南都留地域、富士北麓地

域のうち２会場（県合同庁舎や市役所

などを想定しています。ただし応募人

数によっては１会場に集約します。） 

●内容 

①計画的な栽培、土作り、施肥、病害

虫防除など 

②直売向け品目の紹介と栽培方法 

③先進農家や県試験研究機関の視察 

山梨県富士・東部農務

事務所農業農村支援

課 

☎0554-45-7806 

山梨県富士・東部

農務事務所ＨＰ 

 

山梨県農業技術課

ＨＰ 

農援隊 山梨県では、農業を行う方々の栽培

技術や経営をサポートする「農援隊」

を設立しました。農業を専業とする方

だけでなく、自給的な農家の方、新た

に農業を始めた方、県内に移住して農

業を始めたい方などを対象に、基礎的

な技術指導や営農相談など、皆様の状

況に合せてサポートします。 

富士・東部地域普及セ

ンター 

☎0554-45-7832 

山梨県 HP 

農地中間管

理事業 

「農地中間管理機構」が農地の中間

的受け皿として、所有者から農地を借

受け、必要に応じて整備し、農業の担

い手へ貸付けを行う事業です。 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

 

山梨県農政部農業

技術課 

http://www.pref.yamanashi.jp/ft-noumu/
http://www.pref.yamanashi.jp/ft-noumu/
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/
http://www.jamp.jiji.com/apps/c/kiji/view?kijiId=20170321216095&m=20170322
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=34150
http://www.pref.yamanashi.jp/shigoto/nogyo/shinko/nochi.html
http://www.pref.yamanashi.jp/shigoto/nogyo/shinko/nochi.html


道の駅つる

生産者組合 

道の駅つる生産者組合に加入する

ことで、平成 28年 11月オープンの

「道の駅つる」の都留市農林産物直売

所で農作物を販売することができま

す。生産者組合に関わる出荷・販売要

領、組合への申込の流れなど随時受け

付けています。 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

 

道の駅つる HP 

６次産業化

推進事業補

助金 

都留産農林水産物を活用した加工

品の開発、販路開拓等、6次産業化に

取り組む新たな付加価値を生み出す

事業を実施する方に対して助成を行

います。 

●交付対象者 

・市内に事務所若しくは事業所を有し

事業を営む者 

・市内事業者により組織される団体 

●補助対象事業及び補助額 

＜加工品開発＞ 

都留産農林水産物を活用した加工品

の開発や販路開拓等に要する経費等 

補助額：補助対象経費の 2 分の 1 で 

上限 100 万円 

＜加工施設・販売施設・機械整備等＞ 

都留産農林水産物を活用した加工品

の生産に必要な加工施設、販売施設及

び機械等の整備に要する経費 

補助額：補助対象経費の 3 分の 1 で 

上限 100 万円 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

都留市農林

水産物地産

地消推進事

業補助金 

農林水産業により地域の活性化を

図るための地産地消推進事業を実施

する農業者等に対して、各種助成金を

交付します。 

●交付対象者（3事業共通） 

・市内の共同直売所、生鮮食品等を扱

う販売所及び学校給食センターに

農林水産物を出荷している農業者 

・都留市農林産物直売所の生産者登録

を行っている方 

１．農林産物の直売事業 

●補助対象経費 

・生産及び供給のための資材、農林水

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38707
http://www.1000nentsuru.com/
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137


産業施設宣伝資材 

※市内で購入したものに限ります。 

●補助額 

・補助対象経費の2分の1で 上 限 5

万円 

２．端境期品揃対策事業 

●補助対象経費 

・端境期（12月から 5月頃）に出荷

する農作物の栽培に必要な資機材 

●補助額 

・補助対象経費の 2 分の 1 以内の額

とし、上限を 20万円とする。 

３．生産規模拡大事業 

●補助対象経費 

・営農の規模拡大を行うのに必要な資

材及び機械類 

●補助額 

・補助対象経費の 2 分の 1 以内の額

とし、上限額は規模拡大のため、農

地の貸し借り等の権利設定を行っ

た免責１アールに１万円を乗じた

額とする。ただし、権利設定の更新

を行う農地、過去に権利設定を行っ

たことのある農地又は権利設定は

していないものの過去に交錯した

ことのある農地を除く。なお、規模

拡大した面積に０．１アール未満の

端数が生じた場合は切り捨てるも

のとする。 

都留市富士

湧水野菜生

産振興補助

金 

富士湧水を利用した地域の伝統的

な栽培方法により生産されている水

かけ菜、水ねぎ及びわさび等の特産品

の生産農家に対し、対象作物の作付面

積に応じてその生産費用の一部を助

成します。 

●交付対象者 

市内に住所を有し、市税等の滞納がな

くまた、交付対象者が使用収益する権

利の設定を受けている農地において

補助対象作物を生産する者であって、

かつ、次のいずれかに該当する者とす

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40177


る。 

(1)道の駅つる生産者組合へ生産者登

録を行っていること。 

(2)市内の共同直売所及び生鮮食品な

どを扱う販売所に作物を出荷して

いること。 

(3)市内の個人又は法人へ作売り(畝

売り)を行っていること。 

●補助額 

補助対象作物を作付けした農地の面

積に 1 アールあたり 3,000 円を乗

じて得た額。ただし、補助対象作物の

一部ないし全てを「道の駅つる」へ出

荷している場合には 1 アールあたり

6,000円を乗じて得た額とする。 

都留市有害

鳥獣対策補

助金 

農作物を有害鳥獣から防除するた

めに防護柵等を設置した農業者に対

して、その設置にかかる費用を助成し

ます。 

●補助の対象 

電気柵、ワイヤーメッシュ、トタン等 

●対象農地 

自己所有地か、農地法による許可及び

農業経営基盤強化促進法に基づく利

用権設定を行い、申請者に使用収益権

がある農地であること。 

●補助額 

・個  人：事業費の７５%で上限

35,000円(受益面積 5a 以上) 

・団  体：事業費の７５%で上限

500,000 円(5 戸以上又は受益面

積 1ha以上) 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=36137


就 労 

事 業 名 内    容 担当及び連絡先 リンク先等 

都留市テレ

ワークセン

ター 

インターネットを使用する創業間

もない企業や個人を支援するための

小規模貸しオフィスです。 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

都留市ＳＯ

ＨＯ支援セ

ンター 

インターネットを活用して事業を

行おうとする方を対象に、総合的な

育成・支援を行う貸しオフィスです。 

産業課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

能力開発講

座 

山梨県立産業技術短期大学校都留

キャンパスでは、市民の方々に向け

て能力開発セミナー（短期コース）

を行っています。あなたに合った講

座を受講して、スキルアップを図っ

てみてはいかがでしょうか。 

山梨県立産業技術短期

大学校都留キャンパス 

☎0554-43-8911 

産短大ＨＰ 

 

やまなし学びネッ

トＨＰ 

東部地域シ

ルバー人材

センター都

留事務所 

〒402-0001 

都留市田野倉

1330 

高年齢者が生きがいをもち、自分

の得意分野を生かして活躍できる仕

事の機会を提供しています。 

東部地域シルバー人材

センター都留事務所 

☎0554-45-3500 

東部地域シルバー

人材センターＨＰ 

 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=23736
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=23736
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=23736
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=23736
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=23735
http://www.pref.yamanashi.jp/santandai/turu/tanki.html
http://www.pref.yamanashi.jp/santandai/turu/tanki.html
http://www.yitjc.ac.jp/yitjc/
https://www.manabi.pref.yamanashi.jp/index.jsp?mode=sea&key=%93s%97%AF%8Es
https://www.manabi.pref.yamanashi.jp/index.jsp?mode=sea&key=%93s%97%AF%8Es
http://yamanashitoubu-sjc.jp/index.html
http://yamanashitoubu-sjc.jp/index.html
http://yamanashitoubu-sjc.jp/index.html
http://yamanashitoubu-sjc.jp/
http://yamanashitoubu-sjc.jp/

