
釧路総合振興局記者クラブ配付資料

報道発表資料の配付日時 令和３年（2021年）１０月１日（金）１０:００

発 表 項 目 北海道「釧路」就農相談会（令和３年（2021年）10月10日（日））
（ 行 事 名 ） の参加者募集について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

概 要 釧路地域６農協の参加により、「酪農」に興味のある方を対象に個別相談

会を次のとおり東京都内で開催します。

北海道での生活・酪農に興味のある方ならどなたでも参加可能です（参加

無料・服装自由・入退場自由）。
また、当日来場できない方は、オンラインによる参加が可能（ＺＯＯＭを

使用。事前予約制）ですので、首都圏にお住まいの方だけでなく、道内在住

の方も含め、全国からオンライン参加者を募集します。

記

１ 日 時 令和３年（2021年）10月10日（日）10:00～17:00
２ 場 所 飯田橋グラン・ブルーム ３階会議室

（東京都千代田区富士見２－１０－２）

※ 最寄駅 ＪＲ「飯田橋」、地下鉄「飯田橋」

３ 主 催 北海道釧路総合振興局

４ 実施運営 釧路担い手対策検討グループ
（事務局：釧路農業協同組合連合会）

５ 内 容 個別相談（東京会場・オンライン）

６ 参 加 費 無料

７ 対 象 者 酪農に興味のある方、学生など、どなたでも参加可能

９ 申込方法 事務局（釧路農業協同組合連合会 担当：清水・安藤）まで
次の①～③のいずれかの方法でお申し込みください。

①電 話 0120-992-955

②電子メール info@agreen.jp

③「農家のおしごとナビ」サイト内応募フォームに入力

※「農家のおしごと 釧路 相談会」で検索願います。

10 申込期限 令和３年（2021年）10月７日（木）

参 考 リーフレットは、別紙のとおり。

○ 個別相談では、酪農の「仕事」や「就職・就農」に関する疑問や「酪農

体験」や「就農研修」について、農協の担当者がお答えします。

報 道 ( 取 材 ) この相談会は人口減少が続く釧路管内への就農を促進するため、過去２回

に 当 た っ て 開催（参加者：元年度６名、２年度12名）し、20代の若者の参加が目立つよ

の お 願 い うになっています。

地元の方もオンラインで参加できますので、報道方よろしくお願いします。
また、若者が農業に関心を持つようになった最近の状況について、地元の

皆様にお伝えいただくよう現地での取材をよろしくお願いします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付

と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 北海道釧路総合振興局産業振興部農務課 担当：齋藤、河野

（ 連 絡 先 ） （℡（直通）：0154-43-9222）



釧路市
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標茶町

厚岸町 浜中町

（日）
10：00～ 17：00

飯田橋グラン・ブルーム 3階 北海道での生活・酪農に興味の
ある方ならどなたでも大歓迎！
社会人・学生共にOK！

〇個別ブースにて相談会
・新規就農のこと・酪農ヘルパーのこと

・酪農実習について
・釧路の生活環境について

・実習、就農に関わる補助・助成について
　…などなど

1日で酪農について色々聞けちゃいます♪

釧路担い手対策推進グループ 短期酪農体験
随時受付！

※旅費・宿泊費の助成あり※

（東京都千代田区富士見2-10-2）
最寄り駅：JR「飯田橋」駅徒歩 1分程度、東京メ
トロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江
戸線「飯田橋」駅徒歩2分

10 10

摩周湖農業協同組合
豊かな温泉と自然のまち
摩周湖の麓　てしかが町で
農業を始めてみませんか！

※酪農体験あり

標茶町担い手育成協議会
新規就農支援が更に充実。
北海道の酪農の町

標茶町で新規就農しませんか？
※酪農体験あり

浜中町農業協同組合
ようこそ「酪農王国」浜中町へ！
浜中町で牛飼いになりませんか？

※酪農体験あり

釧路太田農業協同組合
就農者、酪農ヘルパー、実習生大募集！！

北海道厚岸（あっけし）町で
農業を始めたい方を全力で応援します！

※酪農体験あり

＼参加費無料・服装自由・入退場自由／

オンラインでの参加も歓迎！

＜出展団体MAP＞

釧路地
域

日　時 場　所 参加対象

内　容

運営・実施

事務局

北海道から就農・就業を全力で
サポートする6つの団体が大集結！

釧路丹頂農業協同組合
就農準備から就農後まで
JA・行政・関係機関が
サポートします！
※酪農体験あり

※当日はオンラインでの参加も歓迎！（ZOOMを使っての参加が可能です。【事前予約制】 
　予約はTEL又はE-mail、農家のおしごとナビ内応募フォームのいずれかでお願いします。）
　TEL：0120-992-955　E-mail：info@agreen.jp（農家のおしごとナビ応募フォームは左記QRコードより）
※お電話、メールの場合は、必ず『釧路就農相談会の件』とお伝えください。

詳細はQRコードから
CHECK ！

釧路農業協同組合連合会 清水・安藤
TEL：0154-23-1131

＜事業名＞ 令和 3年度　地域活性化雇用創造プロジェクト事業
　　　　　 釧路管内農業新規就農・就業者確保支援事業

＜事業主体＞ 北海道 ＜実施・運営＞ 釧路担い手対策推進グループ
　　　　　　　（事務局：釧路農業協同組合連合会） 

阿寒農業協同組合
自然豊かな道東釧路で農業しませんか？
研修から就農まで全面サポートします！

お気軽にご相談下さい！
※酪農体験あり



農業求人や農業への転職情報が満載！新規就農を希望する方も大歓迎！

酪農のことがいろいろ聞けちゃうお得なイベントを開催！
牛のことが気になっているあなた、東京でお会いしましょう！
◎参加費無料
◎服装自由
◎入退場自由
◎オンライン参加もOK

2021年10月10日（日）10：00～17：00 2021年10月8日（金）

「酪農の仕事が気になる・・」
「酪農の仕事ってどんなことをするんだろう・・」
「未経験でもできる仕事なのかな・・」
「将来自分の牧場を持てたらいいな・・」

そんな方にピッタリのイベントを開催いたします。
そのイベントとは〝北海道『釧路』就農相談会”

来たる10月10日（日）に東京・飯田橋で開催いたします。

酪農と言えば北海道！というイメージをお持ちの方は多いと思います。
その北海道の東部に位置する釧路地域は、北海道の中でも特に酪農が盛んなエリアとして知られています。
人の数よりも牛の数の方が断然多く、広大な大地に牧場が点在し、のどかな草地が広がる酪農に適した地帯となってい
ます。

そんな釧路地域の酪農のことを知ってもらおうと、今回この「北海道『釧路』就農相談会」を開催することにいたしま
した。

当日は釧路地域で就農・就業を全力でサポートする6つの団体が出展。
酪農の仕事のことはもちろん、それぞれの地域の特徴や就農への支援体制、生活環境、そして、それぞれの団体が実施
している短期酪農体験の概要などを直接お伝えいたします。
北海道への移住、就農に関心のある方、まずは酪農体験に行ってみたい！という方、などなど、ちょっとでも関心のあ
る方ならどなたでも大歓迎です！ぜひお気軽にお話を聞きに来ていただければと思います。

入退場自由、服装自由、参加費は無料のイベントです。

ツイート

10月10日（日）開催！北海道
『釧路』就農相談会　in 東京

酪農のことがいろいろ聞けちゃうお得
なイベント！牛が気になるあなた、東
京でお待ちしています！

株式会社グリーンオー
シャン【社員募集】

繁忙期の作業サポート

＼正社員・契約社員募集！/ 日本全国
の繁忙期の農家を季節ごとに移動して
農作業のお手伝いをしませんか？旅
行会社HISが新たなに立ち上げた、主
に農業分野で働く人材を扱う会社で
す。◎人気の愛媛県みかん農家で勤
務スタート♪

HOME > 求人情報検索 > 10月10日（日）開催！北海道『釧路』就農相談会　in 東京

10月10日（日）開催！北海道『釧路』就農相談会　in 東京

開催日時 申し込み締め切り日

いいね！ 1,191

気になる求人をリストに入れて、マイ
ページで検討中求人を見ることができ
ます！

お仕事紹介にご登録いただいた方は非
公開求人も閲覧、応募ができます。

愛媛県
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※但し、新型コロナウイルス感染症対策のため、当日体調が優れない方はご来場をお控えください。（入場時に検温と
問診をさせていただき、その結果によっては入場をお断りする場合があります）
※当日はオンラインでの参加も可能です。（オンラインでの参加を希望される方は、応募・問い合わせフォームより、
オンラインでの参加希望の旨お知らせください。別途参加方法をご連絡いたします。）

皆様のご来場をお待ちしております！

【当日お話しできる内容】
・北海道の酪農専業地帯である釧路地域の酪農業について
・新規就農（研修内容・期間、就農方法、受けることの出来る支援（手当、生活費、生活環境）などに関わる総合的な
説明
・牧場就職（従業員を募集している農場の紹介など）
・酪農ヘルパーへの就職（ヘルパー組織や、JA事務局が就職に関わる情報、ヘルパー体験実習の受け入れや助成（交
通費・宿泊費など））
・短期酪農体験・長期酪農実習の受け入れ（助成内容や研修期間、研修中の生活面でのサポートなど）
・北海道へ移住する、就職することに対するご相談（生活環境、病院、子育て、学校など）

名称 北海道『釧路』就農相談会

開催日時
令和3年10月10日（日）10：00　～　17：00

※途中の入退場自由

開催場所

31Builedge 飯田橋（飯田橋グラン・ブルーム３階）

住所：〒102-0071　東京都千代田区富士見二丁目10番2号
アクセス：JR線「飯田橋」駅　徒歩1分
　　　　　地下鉄「飯田橋」駅　徒歩2分

⇒東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営地下鉄大江戸線

※当日はオンラインでの参加も可能です。オンラインでの参加を希望される方は、
応募・問い合わせフォームより、参加申し込みをお願いいたします。参加方法をご
連絡いたします。（参加申し込みは10/8（金）までにお願いします）

開催内容

ブース形式での質問・相談会

※当日は北海道釧路地域から6つの団体（オンライン参加予定の団体あり）が集ま
り、それぞれの地域における牧場就職や酪農ヘルパー就職、新規就農、酪農実習、
酪農体験などの事情説明や支援内容、生活環境などについての説明を行います。

酪農について、北海道について現時点で全くイメージが湧かない方も1から丁寧にご
説明いたしますので、少しでもご興味のある方はぜひお話を聞きに来てください！

参加対象

酪農や農業、北海道への移住に関心のある方でしたら社会人、学生問わず、どなた
でもご参加いただけます

※但し、当日体調がすぐれない方、体温が37.5度を超える方は参加をご遠慮くださ
いますようお願いします（入場時、検温及び問診を行わせていただきます。その結
果、入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください）

参加費 無料

定員 なし

持ち物
※新型コロナウイルスの感染症対策の為、マスク着用、入退室時の手指消毒をお願
いします
（出展者もマスクを着用いたします）

釧路各地域では短期酪農
体験も実施しています

◎釧路太田農業協同組合（ＪＡ釧路太田）◎
・ファームステイ（食事付き）
・2泊3日以上の短期牧場体験（時期や期間は自由に設定可能）
・旅費全額支援

◎浜中町農業協同組合（ＪＡ浜中町）◎
■酪農ヘルパー体験
・３日～６日程度のヘルパー体験（随時実施）

ストークランドファーム
河野牧場

酪農業

さらっと甘い牛乳ができるのは、ス
トークランドファーム河野牧場の「こ
だわり」があるから。自然と共存し
ながらの牛づくり、あなたも挑戦しま
せんか？　【札幌近郊・寮完備】

九州で農業をしながら暮らした
い方へ！ムラ暮らしインターン参

加者募集中！
九州で農業をしながら暮らしたい方
へ！ムラ暮らしインターン募集中！

株式会社ノールフロマー
ジュ

酪農

「牧場で働きたい」「牛が好き」「北
海道で働きたい」・・そんな方はぜ
ひ当牧場へお越しください！牛に
とっても人にとっても快適な牧場なん
です！

株式会社早坂園芸
花卉、野菜、果樹の生産、加工、販売

花、野菜、果樹の生産から加工、販売
まで。あなたの“得意”を活かせる会社
です。美しい花に囲まれてあなたらし
く働きませんか？

株式会社高尾牧場
酪農

＼＼綺麗な寮あり・未経験者大歓迎／
／絶景広がる標高750m！阿蘇高原ミ
ルクロード沿いにあるのどかでゆった
りとした牧場であなたらしく働きませ
んか？《AT限定免許可》

真穴柑橘共同選果場
期間限定アルバイト（みかんの商品造り、出
荷業務など）

みかん大好きさん集まれ！美しい夕焼
け、元気な農家が集まる選果場スタッ
フの募集です♪＼体力＆免許がない方
も大歓迎！年齢＆性別不問／

株式会社クロカワストッ
ク【2022年新卒・第二新卒対象

求人】
採種生産に向けた栽培管理

お花好きな方大歓迎！花の栽培管理の
お仕事です

北海道

北海道

千葉県

熊本県

愛媛県

千葉県
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・宿泊費全額会社負担
・交通費（道外から）２万円（税込）現金支給
■酪農体験実習
・日程、日数は調整可能（随時実施）
・宿泊費無料
・交通費半額助成（上限あり）

◎標茶町担い手育成協議会◎
・１泊２日以上酪農実習生体験
・専用の男女別宿泊施設（３食食事付き）
・４泊５日まで宿泊料・食事無料
・４泊５日以上で旅費交通費助成（道外３万円・道内２万円）

◎摩周湖農業協同組合（ＪＡ摩周湖）◎
・２泊３日からの短期酪農体験と酪農ヘルパー体験（随時実施）
・ホテル泊またはＪＡの宿泊施設（３食食事付き）
・釧路空港送迎
・作業着・長靴貸与あり
・旅費助成（道外：３万円）

◎阿寒農業協同組合◎
・１週間以内の酪農体験（酪農家にて朝と夕作業を体験）
・交通費助成（道外：上限30,000円、道内：上限10,000円）
・長靴・作業着貸出します

◎釧路丹頂農業協同組合（JAくしろ丹頂）◎
・酪農研修（日数は要相談）
・研修生宿泊施設あり（月額20,000円、鶴居村・白糠町）
・学生（高校、大学、専門学校）は交通費助成制度あり

出展6団体（オンライン
参加予定の団体あり）の

ご紹介

1．釧路太田農業協同組合
http://www.ja-kushirooota.or.jp/

厚岸（あっけし）町は、夏は涼しく冬は雪が少なく、酪農に適した環境と住みやす
さが魅力の町です。地域には約14,000頭の乳牛が使用され、その牛乳は飲用乳や乳
製品として流通しているほか、厚岸産牛乳である「あっけし極みるく65」の原料と
なっています。
また、厚岸町は漁業も盛んで、牡蠣をはじめ沢山の海の幸にも恵まれた「山と海の
理想郷」です。
■募集内容：新規就農希望者、酪農ヘルパー、酪農実習生
■移住・暮らしに関する支援：医療補助（高校生まで医療費無料）、住宅支援（住宅
の貸与あり）、教育支援（スクールバスでの送迎あり）

2．浜中町農業協同組合
https://www.ja-hamanaka.or.jp/newfarmer/

浜中町は太平洋に面する海岸部がコンブなどの漁業、内陸部には広大な酪農地帯が
広がっています。放牧を推進するなど、牧草を基本とした循環型酪農で「ハーゲン
ダッツアイスクリーム」や「タカナシ４．０牛乳」などの原料となる生乳を生産し
ています。
■募集内容：新規就農希望者、酪農ヘルパー、牧場スタッフ
■移住・暮らしに関する支援：移住支援（お試し暮らし住宅）就業支援（新規就農や
酪農地域での就業をお手伝い）医療費助成（１８歳までのお子様の医療費を全額助
成）、住宅支援（新築の場合３０万円の振興券の交付）

3．標茶町担い手育成協議会
http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~nintei/

標茶町は大自然に囲まれた北海道の東部に位置し、牛が人口の約5倍の40,000頭とい
う、酪農を基幹産業とする町です。飲むヨーグルトやアイスクリーム、チーズ等生
産者による牛乳乳製品の生産販売も行われています。また、酪農の他にも肉牛生産
や馬産などの畜産業も盛んです。
■募集内容：新規就農希望者、酪農研修

4．摩周湖農業協同組合
http://www.ja-mashuuko.or.jp/

東北海道の中心に位置する弟子屈町は摩周湖をはじめとした豊かな自然に恵まれ、
また温泉もあることから観光地としても人気です。移住される方も多く、酪農はも
ちろん、カフェなどを開業された方もいます。ヨーロッパの片田舎のような風景の
中で冷涼な気候を活かした酪農を志す方の相談を受け付けています。
■募集内容：新規就農希望者、酪農実習生、酪農ヘルパー
■移住・暮らしに関する支援：医療補助（高校生までは実質無料）、住宅支援（個別
の事情に合わせて）、移住支援（個別の事情に合わせて）、教育支援（個別の事情
に合わせて）

5．阿寒農業協同組合
http://www.ja-akan.or.jp/

釧路市では酪農を中心に、肉用牛生産や野菜生産等が行われています。酪農は冷涼
な気候で育った豊富な牧草飼料を活かした経営が行われており、野菜は白菜、ほう
れん草、キャベツが道内市場でも高い評価を受けています。夏は涼しく、冬は雪が
少ない、暮らしやすさも魅力の街です。
■募集内容：新規就農希望者、酪農研修生
■移住・暮らしに関する支援：医療補助（3歳未満のお子様の入院、通院代助成）、
住宅支援（研修施設への入居が可能）、移住支援（市窓口で随時相談受付）
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6．釧路丹頂農業協同組合
https://www.ja-kushirotancho.or.jp/

特別天然記念物タンチョウの生息地で有名な釧路湿原に接し、豊かな農地が広が
り、冷涼な気候にも恵まれ、1万2千頭の搾乳牛から10万トン以上の生乳を出荷して
います。また、酪農以外にも黒毛和牛、めん羊、大型の農耕馬を飼養する農場もあ
ります。
「たんちょう釧路空港」から鶴居村まで30km、白糠町で20km、釧路市音別町で
40kmと、道外からのアクセスが良好な地域です。
■募集内容：新規就農者、酪農ヘルパー、酪農研修生
■移住・暮らしに関する支援：医療費補助、移住支援、教育支援（市町村で随時相談
受付）など

新型コロナウイルス感染
症対策について

本イベントを開催するにあたり、下記対策を講じます。

１．マスクの着用
→参加される際は、マスクの着用をお願いいたします。出展者もマスクを着用の
上、ご説明いたします。

２．消毒の徹底
→会場の出入口に消毒液を設置いたしますので入退出時、手指の消毒をお願いしま
す
→運営スタッフが共有スペース等の消毒をこまめに行います

３．適度な距離の確保
→会場は余裕のある配置とし、参加される方同士の距離が保てるよう、配慮いたし
ます。

◎参加される皆様へのお願い◎
１．ウイルス感染の可能性のある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えくださ
い。
※当日37.5度以上の体温の方は入場をお断りさせていただきますので予めご了承く
ださい
２．ご来場時のマスク着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いいたします。
３．会場入室時の手指の消毒にご協力をお願いいたします。

▽当日の会場までの地図▽

釧路農業協同組合連合会
HP

http://www.rakunou-kushiro.com/

地図 地図はこちらをクリックしてください

主催者 釧路担い手対策推進グループ（事務局：釧路農業協同組合連合会）

お問い合わせ先 本イベントに関する、お問い合わせ、お申し込みは下記連絡先までお願いします

お申し込み先

●お問い合わせ・お申し込み先●

釧路農業協同組合連合会
担当：安藤、清水
電話番号：0154-23-1131

株式会社あぐりーん（農家のおしごとナビ運営会社）
電話番号：0120-992-955

メール：info@agreen.jp　（メールでのお申し込みも可能です）
※株式会社あぐりーんは本イベントの業務の一部を委託されております
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