
 国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release 

２０２１年７月１４日 

 

＜事業目的＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用構造の転換が進展する中で、新たな能力を

身に付け、自己のキャリアアップにつなげるために非正規雇用労働者、失業者等への支援が

喫緊の課題です。このため、非正規雇用労働者、失業者、希望する就職ができていない若者

等の支援として、厚生労働省等との連携を強化するとともに全国の大学が、労働局・ハロー

ワークや企業等との協働で、即効性の高いリカレント教育プログラムの開発から修了者の

就職の支援までを一体的に提供する事業を実施します。（文科省ＨＰより） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/mext_00617.html  

＜詳細＞ 

令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業（就職・転職支援のた

めのリカレント教育プログラムの開発・実施）」は、40 大学 63 プログラムが採択され、本

学は、プログラム名「ニューファーマーサポートコース」として採択され、コース区分が b

コースとなります。 

2021 年 7月 10 日（土）～ 8月 10 日（火）に「ニューファーマーサポートコース」の受

講生を募集します。詳細は別紙「ニューファーマーサポートコース」募集要項、チラシを参

照ください。 

＜ニューファーマーサポートコースの目的・役割＞ 

本事業では、コロナ禍で増加しつつある愛知県内の失業者（2020 年 12 月完全失業率 2.9%）

を中心に、非正規雇用労働者及び転職希望者等のうち、農業での就労または就農希望者等に

対して本学が、これまでに蓄積した技術科学的な成果（ＩＴ技術等）と農業人材育成事業の

実績を踏まえ、農業への就労をサポートする教育プログラムを提供し、就農等により就職及

び転職を支援することを目的としています。 

また、約５ヶ月間のプログラムでは、農業（就農）基礎学と農業経営応用学の履修により、

就農に必要な基礎知識を修得させ、さらに先進事例調査研究と就労体験演習を通して、働く

現場において、自ら考えることができる人材の育成を目指します。 

これらの取組みにより、日本有数の農業地帯（2018年農業産出額 1,592億円 全国の1.8％）

である愛知県東三河地域（豊橋市、豊川市、田原市、蒲郡市、新城市）の農業者への人材供

給や、新規就農により農業従事者を増加させることで、地域の産業振興に貢献し、地域の活

性化を実現します。 

本事業の事業実施委員会は、現在本学 先端農業・バイオリサーチセンターで実施してい

る人材育成事業に支援を受けている地元自治体や協力企業、また、ハローワーク等の幅広い

関係者から構成されます。 

具体的な役割としては、プログラム編成にあたり、講義の内容等全般について、就職・転

職に効果的なカリキュラムとなるよう意見交換を行います。また、プログラムの実施状況、

実施結果に係る意見を聴取し、点検・評価により、当該事業の総括を行うとともに、今後の

事業への改善を図ります。さらに、就職・転職に係る具体的なサポートも行います。 

令和 2 年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業 

（就職・転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」採択について 

「ニューファーマーサポートコース」 

－地域の産業振興に貢献し、地域の活性化を目指して－ 

ｂコース：新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規雇用労働者、失業者、希望する就職 
ができていない若者、転職希望者等を対象者とし、文部科学大臣が認定する職業実践 
力育成プログラム（BP）に相当する職業実践的・専門的なプログラム開発を行うコ 
ース。プログラムの総時間数は 60 時間以上とする。 



 

本件に関する連絡先 
広報担当：総務課広報係 岡崎・高柳 

TEL:0532-44-6506 FAX：0532-44-1270 
Email: kouho@office.tut.ac.jp  



＜別紙＞ 
文部科学省 令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業（就職・

転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」 
 

「ニューファーマーサポートコース」 

募集要項 

 

コロナ禍で増加しつつある愛知県内の失業者（2020年12月完全失業率2.9%）を中心に、

非正規雇用労働者及び転職希望者等のうち、農業での就労または就農希望者等を対象に、

豊橋技術科学大学が、これまでに蓄積した技術科学的な成果と農業人材育成事業の実績を

踏まえ、農業への就労をサポートする教育プログラム「ニューファーマーサポートコース」

を提供し、新規就農、農業への就職、転職を支援します。 

そこで、本コースの受講生を以下の要領で募集します。 

  

1.募集人員 ： ニューファーマーサポートコース  30名 

 

2.受講期間 ： 2021年8月28日(土) ～ 2022年1月 

 

3.受講場所 ：オンライン講義、e-ラーニング、先進事例調査農家、就労体験演習農家 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためすべてオンラインで実施する場合

もあり 

 
4.人材育成内容  

コロナ禍で失業された方や、農業への就労や新規就農を希望されている方に対して、

農業への就労、就農をサポートする教育プログラムを提供し、支援するプログラムを実

施します。具体的には以下の講義、視察および演習を実施します。 

農業（就農）基礎学では、「新規就農のポイント」、「農業版jobコーチ」、「農業で

就労するには」、「日本農業の現状と課題」、「雇用と保険について」、「キャリアコ

ンサルティング」により、農業で働く基礎知識を修得します。また、農業経営応用学で

は、「農業経営推進のポイント」、「マーケティングと経営戦略」、「農産物加工にお

ける品質管理（ＨＡＣＣＰ概要）」等、農業経営に必要なマーケティングや製品の品質

管理等の幅広い知識を修得します。また、地元愛知県の農業先進事例を視察し、実践者

と直に現場の問題や成功している要因を語り合うことによって、農業をビジネスとして

成立させている要因を解析します。さらに、農業現場で、作業体験することで、就労時

に必要な経験や技術等を理解、修得します。 

また、愛知県や豊橋市等の地域自治体、ＪＡあいち経済連、食農関連企業、地元ハロ

ーワークなどと連携した農業及び農業関連企業への就職活動の支援を受けることができ

ます。 

※修了者には修了後、修了証が授与されます 



 
 

2 
 

5.受講資格 

(1) 現在、農業就業、農業転職あるいは新規就農を希望する者 

(2) 心身ともに健康であり、高等学校卒業程度の学歴を有する者 

（本学において、同等以上の学力があると認めた者を含む） 

(3) パソコン等を所有し、使いこなすことができ、自宅でインターネットへの接続が

できる者 

 

6.授業時数 

(1) オンライン講義 15 科目 36 時間 

(2) e-ラーニング 2 科目 3 時間 

(3) 先進事例調査研修 19 時間 

(4) 就労体験演習 10 時間 

 

7.受講料 

無料 

 

8.応募書類 

応募書類は、本事業URLから取得し、豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセン

ター内、ニューファーマーサポートコース担当係宛に提出してください。 

※提出された応募書類は返却しません。 

(1) 様式1「志願書」 

(2) 様式2「履歴書」 

(3) 様式3「志望動機」【500字程度】 

※提出された応募書類は返却しません。 

 

9.出願期間 ： 2021年7月10日（土）～ 8月10日（火）当日消印有効 

 

10.選考方法 ： 書類審査により選考を行い、場合により面接を行うことがあります。 

※選考結果は、合否にかかわらず8月20日（金）までに書面でお知らせします。 

 

11.応募書類の作成要領 

応募書類は、志願書、履歴書、志望動機が必要です。以下の各項を参照の上パソコン

で作成してください。 

(1) 志願書（様式1） 

様式1に記載されている全ての欄に記入の上、氏名欄は必ず自署をお願いいたします。 

(2) 履歴書（様式2） 

写真欄には、上半身・無帽・正面向き・背景無地のもので志願前6か月以内に撮影した

写真（縦4㎝×横3㎝）を貼付してください。 

(3) 志望動機（様式3） 
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本プログラムを受講するにあたり、志願者本人の志望動機をA4判1枚（500字程度、文

字サイズ12pt、明朝体）で作成してください。 

 

12.応募書類の提出・問い合わせ先 

応募書類は封筒に入れ、『ニューファーマーサポートコース受講希望』と朱書し、下

記の提出先に簡易書留で郵送してください。 

 

提 出 先・問い合わせ先： 

〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 

国立大学法人豊橋技術科学大学 先端農業・バイオリサーチセンター 

ニューファーマーサポートコース担当係 

電話 : 0532(44)6655  E-mail : newfarmer@recab.tut.ac.jp 

 

 詳細はホームページ（http://www.recab.tut.ac.jp/）に記載しています。 

 応募書類の書式は、http://www.recab.tut.ac.jp/contents/newfarmer/entry.htmlより

ダウンロードしてお使いください。 

 

※個人情報の取扱いについて 

志願時にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、本事業の実施に 

必要な範囲にのみ利用し、他の目的には使用いたしません。 

 

（注意）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程、講義方法の変更や、場合に 

よってはプログラムを中止することがあります。 



先端農業・バイオリサーチセンターWebサイトより募集要項を必読の上、
志願書をダウンロードし、簡易書留で郵送してください。
先端農業・バイオリサーチセンターWebサイトより募集要項を必読の上、
志願書をダウンロードし、簡易書留で郵送してください。

http://www.recab.tut.ac.jp
【先端農業・バイオリサーチセンター　WEBサイト】【先端農業・バイオリサーチセンター　WEBサイト】

【ニューファーマーサポートコース受講生募集案内ページ】
http://www.recab.tut.ac.jp/contents/newfarmer/entry.html

先端農業 ・ バイオリサーチセンターは持続可能な開発目標 （ＳＤＧｓ） を支援しています。

主催：豊橋技術科学大学　先端農業・バイオリサーチセンター
協賛：豊橋市、豊橋信用金庫、（株）アグリトリオ、イノチオホールディングス（株）　他

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、プログラムや日程、講義方法を変更、あるいは実施を
　中止する場合があります
※視察研修等で実費個人負担がある場合があります

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、プログラムや日程、講義方法を変更、あるいは実施を
　中止する場合があります
※視察研修等で実費個人負担がある場合があります

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、プログラムや日程、講義方法を変更、あるいは実施を
　中止する場合があります
※視察研修等で実費個人負担がある場合があります

2021年8月～2022年1月日　　程

高等学校卒業程度の学歴を有し、e-ラーニングを受講可能な方応募資格

30名募集人員

大学・各視察研修先 他会　　場

農業就業希望者、農業転職希望者、新規就農希望者など対 象 者

 

ニューファーマー
   サポートコース
ニューファーマー
   サポートコース
ニューファーマー
   サポートコース
ニューファーマー
   サポートコース

文部科学省　令和２年度 「就職 ・ 転職支援のための大学リカレント教育推進事業 （就職 ・
    転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発 ・ 実施）」
豊橋技術科学大学 社会人向け実践教育プログラム

受講生募集 募集期間 土 火2021.7.102021.7.10 2021.8. 102021.8. 10

受講料

無料

＜別紙＞



注１）開講式は2021年8月28日（土）、修了式は2022年１月25日(火)を予定しています。

注２）先進事例調査研修は、2021年10月3日（日）、10月 24日（日）の日程で2日間を予定しています。

注３）就労体験演習は2021年10月16日(土)、10月30日(土)計10時間を予定しています。

注４）新型コロナウィルス感染拡大防止のため、プログラムや日程、講義方法を変更する場合があります。

注５）日程や先進事例調査研修先は、講師または会場の都合により一部日程が変更になる場合があります。

カリキュラム名 所属・役職

財務会計Ⅰ・Ⅱ 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士

講師

三好　巧

【e-ラーニング】

カリキュラム名 日程 講師 所属・役職

山内　高弘 豊橋技術科学大学　特任准教授

山内　高弘 豊橋技術科学大学　特任准教授

小林　勇太 ㈱アグリトリオ

藤井　吉隆 愛知大学　地域政策学部教授

小池　克幸 東海農政局　経営・事業支援部　地域食品・連携課　連携企画係長

日野　眞明 MORE経営コンサルティング㈱　代表取締役

大木　智香子 愛知県農業共済組合

石川　浩之 （株）アグリトリオ

功刀由紀子 愛知大学　地域政策学部　名誉教授

山口　治子 愛知大学　地域政策学部　准教授

山本　英治 イノチオホールディングス㈱

渡邉　美香 ㈱LITALICOパートナーズ

山本　啓 豊橋市　農業企画課

松井　教浩 JA豊橋　営農指導課　課長

山内　高弘 豊橋技術科学大学　特任准教授

西郷　鎮廣 豊橋信用金庫　事業支援部　次長

河本　浩 日本政策金融公庫　名古屋支店

田中　剛人 日本プロ農業総合支援機構

オリエンテーション

日本農業の現状と課題

農業版Jobコーチ

農業経営推進のポイントについて

行政機関における支援施策と支援機関

マーケティングと経営戦略

雇用と保険について

農業で就労するには

農産物の品質管理（GAP概要）

キャリアコンサルティング

商品・サービスの価値形成の考え方・手法

事業構想のポイント

新規就農のポイント

農産物の加工における品質管理
（HACCP概要）

農業制度資金の活用と経営支援の仕組み

2021/9/11（土）

2021/10/2(土)

2021/10/31(日)

2021/11/6（土）

2021/9/26（日）

2021/8/28(土)

2021/10/23（土）

【教室講義】

〒441-8580

愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1-1　

国立大学法人　豊橋技術科学大学　先端農業・バイオリサーチセンター

ニューファーマーサポートコース担当係

TEL　0532-44-6655　E-mail　newfarmer@recab.tut.ac.jp

【問合せ・応募書類提出先】

ニューファーマーサポートコース

2021 年度
文部科学省　令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業（就職・
          転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」
豊橋技術科学大学 社会人向け実践教育プログラム・豊橋市 次世代「農力」ＵＰアカデミー事業プログラム
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