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令和２年度募集

農業インターンシップ事業は農林水産省の補助事業（令和2年度地域の新規就農サポート支援事業のうち
農業就業体験活動の運営への支援）として（公社）日本農業法人協会が運営しております。
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まずは体験してみよう!
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　農業法人とは、株式会社や農事組合法人など法人形態によって農業を営
む法人の総称です。全国で23,400 法人あり、その数は毎年増加しています。
　多くの農業法人は、家族が中心となって構成されており、経営規模は小
さいものの、一般企業と同様に企画、販売、営業などの仕事もあります。
また、販路の拡大や経営・生産の工夫により加工や観光、レストラン経営
など、多角化している農業法人もあります。
　最近では競争力を持ち、海外に生産物を輸出している農業法人や、海外
で農場進出計画を進めている農業法人もあります。

　農業体験は体験受入法人等のご厚意の上に成り立っていることを心に
留めてください。就業体験を希望する皆様を宿泊費・食費を負担してでも
受け入れようというのは、これからの日本を担う方々に、農業をもっと
知ってもらいたいという意識からです。その点をしっかりと踏まえ、積
極的に動き、発言し、精一杯吸収してきてください。

●農業に関心のある方
●健康体で農作業ができる体力があること
● �体験受入法人等のルールを守ることが
　�できる方
●学生（高校生以上）および社会人

募集要件募集コース

❶一般コース
［対象］学生、社会人の方
［期間］ 連続した2日以上6週間以内で
　　 ��希望する期間を設定
❷週末等コース（社会人限定）

［対象］社会人の方
［期間］ 土日など2日以上の休日を複数回
　　��組み合わせて設定
◆週末等コースの日程例（令和２年度）

◦8月29日㈯・8月30日㈰と9月5日㈯・9月6日㈰の計4日間
◦ 9月19日㈯・9月20日㈰・9月21日㈷と10月3日㈯・10月4日㈰

の計５日間　など
（注）原則1ヶ月以内で設定してください

［体 験 期 間］　 
2日以上6週間以内
 体験時間は原則1日8時間、1週40時間以内、休日は1週に2
日以内を目安とします。

［参 加 費 用］　 
無　料
ただし、体験受入法人等までの交通費は自己負担となります。

［食費・宿泊費］　
原則、体験受入法人等が負担
原則として経営者宅・社宅等に住み込みとします。ただし、可
能な場合は通いもできます。

［傷 害 保 険］　 
体験期間中は、傷害保険等（農業実習総合保険）
に加入
保険料の負担や事故時の手続きなどは事務局の日本農業法
人協会が行います。

実施要領
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農業インターンシップとは

● すでに農業法人等への就業が決まっている方と、就業先の
農業法人等の間でも、就業前に農業インターンシップを
行うことができます。

● 希望に応じて、複数の農業法人等で就業体験をすることや、
同じ農業法人等で異なる時期に異なる内容の就業体験を
することも可能です。

　農業インターンシップは、学生・社会人の皆様が全国に約200ある農業法人等で就業体験できる
制度です。日本農業法人協会では、1999年度から農林水産省の補助事業として、農業インターンシップ
を運営（受託）しております。その目的は大きく3つあります。
　１つ目は、農業経験が少ない就農希望者の皆様に自らの農業適性を確認いただくことです。２つ目
は、他の従業員の方とともに農作業を経験することで農業についての知見を深めていただき、皆様が
就農しやすいようにすることです。３つ目は、農業法人等へ皆様が就職した後、農業知識や経験不足
等による早期離職（ミスマッチ）を防ぐことです。

農業法人
とは？

体験の心構え
として

令和２年度募集
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　体験内容は、体験受入法人等の経営作目により異なります。作業は農作業だけでなく多岐に渡ります。
また、同じ農業法人等でも参加する時期により体験内容は異なります。
　1 日の作業時間は繁忙期や農業法人等の就業規則にもよりますが、体験受入法人等では原則 8 時間
とし、１週間のうち 40 時間を超えないよう休日等を設けるよう努めております。

　社会生活のマナー、レストランの手伝い、直売所の手伝い、試験場・選果場・近隣農家の見学、
台風対策とその片付け、ビニールハウスの解体組立、経営者の商談・会合等への同行など

10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時5時 6時 7時 8時 9時

野　菜

果　樹

経営作目
トマト・

キュウリの収穫 出荷調整・箱詰め

病虫防除

給餌

清掃 給餌

給餌 集卵 清掃 休憩 洗卵・選別 清掃 集卵

管理作業 休憩 管理作業 給餌

搾乳 清掃等 休憩 子牛の世話 給餌 搾乳 清掃

房作り・摘粒 休憩 かさ・袋かけ

休憩 出荷・配達 芽かき・誘引 片付け
等

稲　作

野　菜

果　樹

花　き

きのこ

酪　農

酪　農

肉用牛

肉用牛

養　豚

採卵鶏

採卵鶏

わらまき・肥料まき・水管理・稲刈り・乾燥調製・精米・配達・除草

種まき・育苗・定植・芽かき・誘引・ホルモン処理・箱づくり・収穫・包装・出荷・
トンネル張り・マルチ張り・ハウスの建設・除草

袋かけ・病虫防除・袋取り・収穫・箱詰め・（観光農園の）接客・ビニール被覆・加工品製造

土入れ・種まき・移植・芽かき・挿し木・芽接ぎ・ハウス管理・除草剤散布・市場で
の仕入れ・出荷・配達

菌接種・温室管理・収穫・出荷

搾乳・飼料調製・給餌・哺乳・分娩立ち会い・除糞・ブラッシング・加工品製造

給餌・体重測定・出荷・子牛の導入・除糞

給餌・分娩舎での子豚管理・分娩処理・除糞・出荷

清掃・集卵・軟卵の除去・死鶏の除去・除糞・鶏卵パック詰め・品質検査

農業インターンシップの内容紹介

経営作目ごとの作業内容の例��※1か所・1回の体験で全て行われるわけではありません。

就業体験者の１日の例

農作業以外の体験内容
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果　樹

野　菜

《定植》育てた苗を植える作業。黒いビニール（マルチ）
で土壌温度を暖め、苗が良く育つよう工夫されている

《育苗》ハウス内で苗を育てることで、苗の生長を揃
え、雑草から守る作業

酪　農

《加工》チーズの加工
工程。加熱殺菌するこ
とで発酵や熟成を順調
に進めて良質なチーズ
を作り出す

《搾乳》最近は機械化も進み、短時間で多くの搾乳がで
きる。経営体によっては、1日3回搾乳する

《販売》収穫物はマルシェ市場などで直売することも
ある

《加工》収穫した果樹は生食用の他、ジャムなどの加工
品として付加価値をつけて販売する

体験の様子

農業インターンシップの内容紹介
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３．申し込みのきっかけ

４．参加の目的
学　生
507 名

社会人
229 名

農業体験 374名 就業先として検討 107名

その他 26名

農業体験 155名 就業先として検討 64名

その他 8名

就業前の事前体験 2名

①農業インターンシップのホームページを見て ……………………………………………… 136名
②学校の授業の一環で ………………………………………………………………………… 114名
③農業法人等から紹介されて …………………………………………………………………… 113名
④家族、友人、知人から紹介されて ………………………………………………………………… 91名
⑤学校でポスターやパンフレットを見て …………………………………………………………… 82名
⑥新・農業人フェアなど就職相談会に参加して …………………………………………………… 56名
⑦ハローワークやジョブカフェでポスターやパンフレットを見て ………………………………… 25名
⑧都道府県の新規就農相談センターに相談して ………………………………………………… 21名
⑨その他 …………………………………………………………………………………………… 98名

令和元年度の農業イン令和元年度の農業インタターンシップデーターンシップデータ その１

男 女 計

高校生 32 名 33 名 65 名

　うち、農系高校生 17 名 22 名 39 名

高等専門学校生 17 名 1 名 18 名

専門学校生 16 名 4 名 20 名

　うち、農系専門学校生 14 名 1 名 15 名

農業大学校生 27 名 2 名 29 名

短大生（農系） 1 名 1 名 2 名

大学生 156 名 206 名 362 名

　うち、農系大学生 84 名 100 名 184 名

大学院生 4 名 7 名 11 名

　うち、農系大学院生 2 名 4 名 6 名

総　計 253 名 254 名 507 名

男 女 計

社会人 158 名 71 名 229 名

単位有 単位無 計

農学系学生 86 名 189 名 275 名

農学系以外学生 61 名 171 名 232 名

総計 147 名 360 名 507 名

・専攻・単位取得との関係

・社会人の年齢
19歳以下

0.9%

20～29歳
34.1%

30～39歳
35.4%

40 ～ 49歳
21.8%

50 ～ 59歳
7.0%

60歳以上
0.9%

・社会人の就業形態

パート・
アルバイト

4.8%

正社員等
55.5%

無職
39.7%

就業体験者：736名（学生：507名、社会人：229名）
▪ 一般コース：          685名（学生 507名（うち農業系： 274名）、社会人 178名）
▪ 週末等コース：         46名
▪ 採用予定者コース：   5名

２. 社会人の内訳１. 学生の内訳
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令和元年度の農業インターンシップデータ令和元年度の農業インターンシップデータ

・雇用された人数：22名　（学生 11名・社会人 11名）（男性 17名・女性 5名）
・雇用した農業法人等の数：19社

19歳以下
３人

20 ～ 29歳
1４人

30 ～ 39歳
３人

40 ～ 49歳
１人

50歳以上
１人

・雇用された就業体験者の年齢 ・雇用された就業体験者の職業等

大学校生 ３人

大学院生 1人

短大生・農系１人

専門学校生
３人

大学生３人（うち農系 ２人）
会社員
４人

無職
７人

３．農業インターンシップ後の雇用について（令和元年度の就業体験者の実績）

その2

１．体験の内容（複数回答）

２．体験終了後の満足度

[満足の理由］
▪ 学ぶ姿勢があり、教える側も教え甲斐があった
▪ 素直で前向きな性格の持ち主で、何事も実直に

取り組み、自身の将来と目の前の事象を結び付
けて考えることを継続していた

▪ 他業種の経験から新しい視点の提案もあって、
受入側も非常に刺激となった

▪ スタッフと打ち解けてコミュニケーションがとれ、
職場の雰囲気が活性化した

[不満の理由］
▪ 真面目だが常に受け身でもう少し積極性がほし

かった
▪ 自ら考え、自ら動く、という気持ちが見られず、

残念
▪ コミュニケーションをとることが苦手なのか、

意思疎通に苦労した

[満足の理由］
▪ 和気あいあいとした雰囲気の中で従業員の方々が作業していたのが印象的だっ

た稲作中心だが、野菜の栽培にも挑戦していることもあり、勉強になることが
多かった

▪ 初めての農業体験で慣れていない自分の体調に気をつかっていただきました
▪ 栽培方法や、どうしてその作業が必要であるかといったことを丁寧に説明して

頂き、とても勉強になるし、楽しく作業が行えた
▪ 10代～20代の人が多く働く職場で、コミュニケーションも取りやすく、仕事

を行いやすかった
▪ 農業の基礎知識はもちろん、色々な方との出会いの機会を作っていただいた
　どうしたら楽しく働き続けられるかのヒントを教えていただいた

[不満の理由］
▪ 時期的に仕方がないが、ずっと除草作業ばかりだった
▪ 体験内容と環境が受入情報と違っていた
▪ あまり説明がなく、聞きたいことがあっても誰に質問すればいいかわからな

かった

（１）就業体験者

大変満足
63.5%

大変不満
0.5%

不満
0.5%

満足
33%

どちらとも
言えない
2.6%

（２）体験受入法人等

大変満足
43.6%

不満
1.6%

大変不満
0.3%

満足
46.8%

どちらとも
言えない
7.7%

①農作物の栽培  ………………………… 617名
②農産物の加工  ………………………… 217名
③農産物の販売  ………………………… 156名
④機械操作  ……………………………… 135名
⑤家畜の飼養 …………………………… 117名

⑥経営者の商談等に同行  ……………… 106名
⑦関係機関への視察  …………………… 104名
⑧地域活動への参加  ……………………… 95名
⑨経営管理等のマネジメント  ……………… 46名
⑩その他 ………………………………… 147名



7

［高校生女性］栽培の計画を立て、試行錯誤しながら収量が良く、
品質の落ちないものをつくろうとする所は実際に見て体験する
ことで良く分かりました。

［高校生女性］受入先の皆さんが親切で住居や食事を提供してく
ださりありがたかった。様々なことを教えていただきました。

［社会人男性］受け入れ体制、農業への熱い気持、指導など、全
てにおいて 120％の受入れに本当に感謝しております。しっか
りとした指導の中に真心を感じました。

［大学生男性］マンツーマンで対応して頂き、農業のことはもち
ろんのこと、農業をして暮らすことのおもしろさや大変さなど、
リアルなお話を沢山聞けて、非常に意味あるインターンの日々と
なりました。

［社会人男性］繁忙期の作業が大変な時期に快く受け入れて下さい
ました。自身の会社の事業のことだけではなく、農業全体の発展に
ついて様々な考えを持ち、実践している姿を見ることができ、非常
に良い経験になった。

［大学生女性］農業の現場の経験をさせてもらいつつ、企業と
して行う農業について、思っていることなどの話もしてくだ
さった。

［大学生男性］事前にネット等で調べた情報と実際に現場で行わ
れていることとのギャップがあった。現場は複雑で様々な問題が
集積していたが、社員の方の意欲は高く、これから成長していく
可能性を感じた。

［台湾大学生女性］言葉が通じないけど、翻訳アプリを使って、就
農の考え方も話しました。とても暖かい農園様で、心より感謝して
います。

［社会人男性］大変雰囲気の良い環境でした。毎朝、勉強会が開
かれるなど、全員が農業に対して真剣に熱意をもって取り組んで
いらっしゃると感じました。

［高校生男性］実際に行ってみないとわからない現場の雰囲気や
環境を良く知れた。栽培についてのみならず、他にもためにな
ることが色々学べた。

［大学生男性］農業の大変さを肌で感じることが出来た。大変だ
が、それと同時に大きなやりがいを感じることが出来た。

［大学生女性］年齢に関係なく、自ら進んで行動する意義とコミュニ
ケーションにより、仕事の効率が上がることを学ぶことができました。

［大学生女性］普段何気なく食べているものや食べずに捨てられ
ているものがどのようにして作られているのか、農業と消費者の
間に壁がある現状など、インターンシップを通じて様々なことを
学べました。

就業体験者への感想（［�］内は受入法人等の主な事業内容）

農業インターンシップへの感想

体験受入法人等への感想

［社会人男性］就職予定の会社での体験でした。体力的には疲れ
ましたが楽しかったです。勉強しなければならないことがたくさ
んあることがわかったのでこれからの勤務に向けて意欲が高まり
ました。

［社会人女性］長期間の研修とは異なり、数週間の単位で参加で
きるので農業体験をしてみたいという人にはとても良い機会にな
ると思った。

［露地野菜］就農希望だが、農業の経験が
少なかったので、期間中に、情報をまと
めることが出来たようだ。

［施設野菜］まだ 20 才になったばかりで、
これからの人生設計に悩みがある様だった
ので、少しでも何か参考になってくれたら
うれしいと思う。

［露地野菜］具体的に就職を目指している
方だったので、どのような作業も意欲的
にこなし、本人にとっても有意義であっ
たと思います。

［露地・施設野菜］互いにいい体験になっ
たと思います。作業以外に初めての自炊も
頑張りました。

［露地野菜］最初、消極的な印象でした
が、慣れてくると一生懸命に皆とコミュ
ニケーションをとり、しっかり情報を得
ようとしている姿勢が見えました。

［畜産・肉牛］これまで食にたずさわるお
仕事をされているという事で、まず育て
るところからあらためて学びたいという
事で意欲を感じました。

［畜産・酪農］動物が好きというのが感じ
られる作業ぶりだった。ぜひ酪農で仕事し
てほしい。

［果樹］同じ大学からグループで参加する
大学生が多い中、1人で参加されていたが、
他大学の学生さん達とすぐに打ち解けて、
互いに協力しながら作業していた。ただ、
暑さにはかなりまいったようだった。

［稲作］地域行事の多い時期でしたので、
地域との交流もあり、幅広く体験いただ
けました。

［露地野菜］インターン生の受入が初めて
で不慣れでしたが、感想をたくさん伝えて
くれたので今後の参考になりました。

［施設園芸］熱心さ、積極性を感じ、社員
にも好影響でした。

農業インタ農業インターーンシップ体験者・体験受入法人等の感想ンシップ体験者・体験受入法人等の感想
就業体験者

体験受入法人等



〈 お問い合わせ（事務局） 〉

公益社団法人 日本農業法人協会
〒102-0084 東京都千代田区二番町9 - 8（中央労働基準協会ビル1階）
TEL.03-6268-9500／FAX.03-3237-6811　　E-mail：intern@hojin.or.jp　

STEP

1

□皆様の希望をもとに、事務局が体験受入法人等に体験受入の打診をします
①事務局は皆様の申し込み情報を体験受入法人等に送付します。
　※体験受入法人等から皆様に事前連絡し、簡単な面接をする場合もあります。
②体験受入法人等が決定した後、事務局から皆様に連絡します。

□以下の手順でWEBからご応募ください（所定の様式にて、郵送やメール応募も承ります）

①農業インターンシップの目的とルールをよく読み、注意事項を確認してください。
② 受入農業法人一覧（農業インターンシップ受入農業法人台帳）から体験を希望する農業法人等

を選んで申込フォームに必要事項を記入してください。
　※ 一覧に掲載されていない農業法人等でも体験受入ができる場合もあります。ご不明な点がご

ざいましたら事務局までお問い合わせください。
③体験開始希望日の 1 か月～ 2 週間前までを目安に申込をしてください。
④ 農業実習総合保険の内容を体験に入る前に必ず目を通しておいてください（保険加入手続きは

事務局にて行います）。

STEP

2

□�皆様で体験受入法人等と直接連絡を取り、準備すべきこと等を相談してください
① 事務局から皆様に体験受入法人等の連絡先や担当者をお知らせしますので、この後は皆様から

直接受入法人等に連絡を取ってください。
② 当日の時間や体験先までの行き方、持ち物などの詳細を体験受入法人等と相談して体験の準備

をしてください。
　※もし、体験日程が変更になった場合は必ず事務局に連絡してください。

STEP

3

□農業インターンシップスタート！
体験期間中は受入先農業法人等の指示に従って体験を実施します。
自らも積極的に行動し、様々なことを吸収してください‼︎

STEP

4

□体験終了後、農業インターンシップ体験報告書を事務局へ郵送／メールください
WEB から農業インターンシップ体験報告書をダウンロードし、体験終了後 1 週間以内を目安に
事務局にご提出ください。

STEP

5

終　了

検索検索農業インターンシップ　日本農業法人協会

□専用ホームページ（https://www.be-farmer.jp/service/intern/about-intern/）
　をご確認ください

農業インターンシップ農業インターンシップ
（一般コース、週末等コース（社会人限定））（一般コース、週末等コース（社会人限定））のながれのながれ

まずは体験
してみよう！


