福井県

村で
漁
山
農
の
い
ふく
！
汗を流そう！

ふるさと 参加者募集中！
ワークステイ

地域ボランティア・田舎体験
ガイドパンフレット

福井県ってどんなトコ！？
福井県は「幸福度日本一」
！

人口総数
全国

79万9千人

（平成25年度）

第43位

法政大学の「47都道府県の幸福度に関する調査」
（ 平成23年度）、
一般財団法人日本総合研究所全47都道府

全国体力テスト
トップクラス

県幸福度ランキング2014年版」で福井県が
いずれも総合ランキングで全国1位を獲得。

小学5年生男女とも第1位

全国学力テスト 第２位！

中学2年生男女とも第2位 ※平成25年度

文部科学省全国学力テストの平成25年度ランキングが2位。

運動習慣調査」でのランキング。

文部科学省が実施している
「全国体力・運動能力、

常に1位か2位をキープしているトップクラスの学力。

おいしいお水！

家庭と地域で育む心穏やかな気風

福井は地下水を涵養する砂礫層

■持ち家率

が多く、
ミネラル分をたっぷり含

第3位

75.5％（H22年国勢調査）

んでいます。名水処も数多く存

■持ち家住宅1戸当たり延べ面積
第2位

在し、上水道水源の7割が地下水

172.6㎡（H20年住宅・土地統計調査）

を占めるなど我が家でおいしい

■3世代世帯割合
第2位

水を飲めることが自慢です。

17.6％（H22年国勢調査）

六条大麦収穫量 日本一

コシヒカリ発祥の地

福井県は六条大麦の収穫量が１４.９００t（平成２４

コシヒカリは昭和３１年に福井県農業試験

年度）で日本一です。播種は１０月中旬、翌年６月

場で品種開発されたお米で、全国で最もたくさん栽培され、おいし

初旬に麦の穂が黄

いお米の代名詞となっています。福井では9月中旬に収穫されます。

金色に色付くと収
穫が始まります。

メガネフレーム
国内シェア 日本一！
国内シェア約９７％を誇る福井県の眼鏡フレーム。
当初は農家の冬期の副業でしたが、戦後の需要期

恐竜化石発掘量
日本一

に世界的産地として成長。近年では熟練した職人

福井県の恐竜化石発掘は、昭和57年勝山市北谷町から始まり、

と若いデザイナーと

その発掘量は今では日本の8割を占めます。平成12年7月に日

のコラボで最先端の

本で初めて40体以上の恐竜の全身骨格展示を誇る『福井県立

アイウェアを生み出し

恐竜博物館』が開館し、
また、平成26年7月には化石発掘体験な

続けています。

どができる野外恐竜博物館がオープンしました。

現地までの交通費は参加者の
ご負担です。現地での宿泊と
朝夕の食事に関しては提供します。
ただし、
負担金や諸経費に関しては
各団体により異なります。
※各団体ページをご確認ください。

福井市、
坂井市、
大野市、
勝山市、
鯖江市、
越前市、
美浜町、
若狭町など

山口
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援農コース

福井市

「新青年団」結成地へ

田舎暮らし体験コース

ようこそ！

プログラム①

こんな人を募集します。
■地域のお手伝いをしたい人
■子どもと関わることが好きな人

地域紹介

地域応援隊

旧上味見小学校を拠点に自然体験 活動
を受け入れている地域。地域の人たちと
協力してプログラムをつくっていく中で、
地域外の若者がボランティアで訪れ、交
流する中で、上味見地区と関わり続ける
ための「新青年団」が結成され、活動中。

上味見地区には、地域のお祭やイベント、または
雪かき・雪おろしなど地域外の若者や都市の方
の力を必要としていることがたくさんあります。
そ
んな、地域の方が必要としていることの応援を
し、農山村の方たちとの交流を楽しみませんか。
また、
地域内で廃校を拠点にして行われる子ども
の自然体験活動のお手伝いも募集しています。
■宿泊／民家泊または公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 5 月〜 2 月 ※作業・イベント時のみ
■滞在可能日数／１〜 6 泊
■定員／ 1 〜 7 名

地域活動応援コース

オススメ

特産品

河内赤かぶら、日本酒「黎明」 など

プログラム②

地域農業のお手伝い

豊かな自然とともに、伊自良温泉、高橋
商店の油揚げ、もみじたまご、地域の人
の温かさなど、地 域の「宝物」を探しに
きてみませんか？

お問い合わせ

上味見には、
800年以上の伝統があるふくいの伝
統野菜
「河内赤かぶら」
やおいしいお米など地域
の宝となる農作物がたくさんあります。
しかし、
高
齢化が進み農作業も大変な状況です。そんな上
味見地区の地域農業のお手伝いを通じて、農に
ふれてみませんか。
■宿泊／民家泊または公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 5 月〜 2 月 ※作業時のみ
■滞在可能日数／ 2 泊
■定員／ 5 名

福井市
あわら市
坂井市

福井の農林水産業を応援！

プログラム①

漁港の仕事お手伝い

プログラム②

梨・梅の木管理お手伝い

いとう

ひろあき

伊藤 弘晃

TEL. 0776-21-2216
FAX. 0776-24-8603

〒910-0005 福井市大手2-16-37
E-mail green@kyogaku.com

負担金：3,000 円 / 期間中（6 泊まで）
※保険代含む

こんな人を募集します。
■農林水産業に興味のある人

地域紹介
地域住民と全国から訪れる人々との交流
を通して、「農林水産業が地域にとってか
けがえのない財産である」ことの認識を
深め、関連地域や産業との結びつきを強
め、生活文化をも含めた福井県の農林水
産業の更なる変革を目指している。

漁港・水産加工場のお手伝いや鮎川海岸清掃活
動にご協力ください。
■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 4 月〜 11 月
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 4 名

福井市自然体験
交流推進協議会

プログラム④

牧場のお手伝い

福井市内の牧場で、乳牛のお世話をしてみませ
春には不要な幼果を取り除く「摘果」、冬には余 んか。作業は乳牛のエサやり、搾乳、牛舎の掃除
分な枝を切り取る
「剪定」
の作業をお願いします。 作業等です。

オススメ

特産品

米、坂井北部丘陵地の梨、
今庄吊るし柿 など
福井らしさを味わってください！プログ
ラムは棚田での米作り、吊るし柿作りな
ど、このほかにもたくさんあります。ぜひ
お問合わせください。

■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 4 月下旬〜 6 月中旬、11 月中旬〜 2 月中旬
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 4 名

■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 5 月〜 11 月
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 4 名

プログラム③

プログラム⑤

ＮＰＯ法人農と地域の
ふれあいネットワーク

福井市本郷地区の山村で、シイタケのほだ木の
整理、間伐作業、草刈り、蚕のお世話など、山仕
事は時期によって様々です。

坂井北部丘陵地に広がる野菜畑。時期に応じ
て、
メロン・トマト・ブロッコリーなどの野菜作りを
お手伝いいただきます。

多田 憲市

■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／4 月下旬〜 6 月中旬、11 月中旬〜 2 月中旬
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 4 名

■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／ 4 月下旬〜 11 月上旬
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 4 名

山仕事のお手伝い

お問い合わせ

野菜農家のお手伝い

４

ただ

けんいち

TEL. 0776-52-6464
FAX. 0776-52-6465

〒918-8202 福井市大東1-3-12
E-mail nou-net@grape.plala.or.jp
負担金：無し

※保険代込

援農コース

福井市

田舎暮らし体験コース

里山資源のあふれる村で

地域活動応援コース

こんな人を募集します。

移住を支える地域活動！！

プログラム①

■農村に住んでみたい人
■田舎に魅力を感じ、もっと知りたい人

地域紹介

地元のお仕事お助け隊

福井市西部に位置する山間地域に１４集
落、人口約５００人の小さな地区。土地
が狭いが、独特の美味しい水、寒暖の差
などで育まれた土壌は豊かで、美味しい
お米、栄養満点の野菜が採れる地域で
もあります。2011 年より空家を改修し、
被災者の受入れ活動を行っている。

村で必要な作業や地域活動などをお助けくださ
い。10月中旬には地区を挙げての秋祭り、11月
中旬にはそば祭りを開催します。準備から実施、
片付けまでをお手伝いしていただく方を募集し
ます！

オススメ

■宿泊／民家泊
■期間／通年 ※作業・イベント時のみ
■滞在可能日数／ 1 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 10 名

特産品

あさつき、若狭牛、伝承料理、呉汁
自然豊かな山間地です、一緒に田舎体験
をしませんか？のんびりとした悠久の世
界が待っています！！

お問い合わせ
プログラム②

NPO法人
殿下未来公房

農家さんの農作業を応援していただけませんか。
中山間地で小規模ながら、手作業が必要な農家
のお手伝いをお願いします。

堂下 雅晴

農家のお仕事お助け隊

■宿泊／民家泊
■期間／ 10 月
■滞在可能日数／ 1 泊
■定員／ 1 〜 5 名

坂井市

田舎体験で

どうした

まさはる

TEL. 090-2541-3267
FAX. 0776-97-2127
〒910-3517
E-mail

福井市畠中町28-6
(株)ごーる堂内
goldo291@yahoo.co.jp

負担金：無し

※保険代別途

こんな人を募集します。

「集落 × 若者」の可能性を探る！

プログラム①

■いつかは田舎に住んでみたい人
■楽しみながら田舎について知りたい人

地域紹介

村のイベントのお手伝い

水と緑に囲まれた自然豊かな竹田地区。
400 本のしだれ桜や日本一厚い油揚げが
有名で、小さな集落に県内外から多くの
人 が 訪 れ る。一方、人 口 減 少は 進 み、
小学校は廃校が決定。地域に活力をもた
らす都市農村交 流に可能 性を感じてい
る。

竹田の里では山あいに咲き乱れる「しだれ桜ま
つり」や水車をモチーフにした農産物直売所で
の夏まつり・秋の収穫祭などさまざまなイベント
を開催。あなたの楽しいアイデアや田舎を楽しむ
気持ちで、
一緒にイベントを盛り上げませんか。
■宿泊／民家泊または公営施設 ( いずれも自炊 )
■期間／通年 ※作業・イベント時のみ
■滞在可能日数／１〜 3 泊
■定員／ 1 〜 5 名

オススメ

特産品

みどり干しぜんまい、自然薯、丸蕎麦など
竹田の里に来てみませんか？若者たちの
助けを借りて地域おこしと地域資源を
再発見できればと考えています。

お問い合わせ

プログラム②

一般社団法人
竹田文化共栄会

草刈り・収穫体験隊

緑豊かな竹田の里、美味しい食べ物の収穫に向
け、一緒に草刈りや収穫をしてみませんか？6月
はホタルに会えるかも！？
■宿泊／民家泊または公営施設
( いずれも自炊 )

■期間／ 5 月〜 11 月
■滞在可能日数／１〜 3 泊
■定員／ 1 〜 5 名
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たけうち

さくざえもん

竹内 作左エ門
〒910-0204
E-mail

TEL. 0776-67-2543
FAX. 0776-67-2543

坂井市丸岡町山竹田119-3
(竹田公民館)
takeda-k@city.fukui-sakai.lg.jp

負担金：無し

※保険代含む

援農コース

田舎暮らし体験コース

かつやま田舎暮らし体験で

勝山市

こんな人を募集します。

地域も人も活性化！

■やる気と根性のある人

プログラム①

プログラム②

清らかな水と寒暖の差
がある山あいの盆地で
育まれる美味しい農産
物の産 地です。安 全・
安心を心がけ、自信を
持 って 栽 培して いま
す。農家さんと一緒に
泥まみれになり汗をか
■宿泊／農家泊
いて、農作 業をしてみ ■期間／ 4 月〜 11 月
ませんか！
■滞在可能日数／ 1 〜 2 泊

国内では、大変珍しい
ジャージー牛。毎日放
牧されるジャージー牛
から取れる牛乳はとて
も濃厚です。人なつっ
こいジャージー牛がみ
なさんをお待ちしてい
ます。

農家さんのお仕事

ジャージー牛のお世話

■定員／ 1 〜 3 名

プログラム③

豪雪体験

地域紹介
ワークステイをはじめて６年目。受入先は
認定農業者の有志、住民一丸となって特
産品づくりに励む集落や廃村の危機を迎
えた集落などさまざま。受入体制は整い、
更なる勝山ファンの拡大と、農山村地域
の活性化を目指している。
オススメ

特産品

勝山米、若猪野メロン、奥越里芋
■宿泊／農家泊
■期間／ 4 月〜 11 月
■滞在可能日数／ 2 〜 3 泊
■定員／ 1 〜 3 名

お問い合わせ

プログラム④

■宿泊 民家泊（自炊）
■期間 12 月〜 2 月
■滞在可能日数 1 泊〜 3 泊
■定員 1 〜 5 名

■宿泊／農家泊または公営施設
■期間／ 4 月〜 2 月
■滞在可能日数／ 1 〜 2 泊
■定員／ 1 〜 3 名

地域とふれあい！

など

農作業や田舎の暮らしを体験したい方、
がっつり農家のお手伝いをしたい方は、
その思いを叶えにぜひ勝山へお越しくだ
さい。

公園管理のお仕事
福井県の勝山市北谷町は典型的な山
村で、
冬の積雪は3メートル近くになる 日本最大級の恐竜博物館がある
豪雪地帯です。日本人の心の原風景 『かつやま恐竜の森』はとても広
が残る北谷町で昔ながらの雪国暮ら く、手が足りません。お手伝いをし
ていただける方を募集します。
し体験ができます。

大野市

地域活動応援コース

勝山市役所
農林部農業政策課
とりやま

あらき

鳥山 新樹

TEL. 0779-88-8106
FAX. 0779-88-1118

〒911-8501 勝山市元町1-1-1
E-mail nougyou@city.katsuyama.lg.jp
負担金：昼食代 1,000 円 /１食
保険代（500 円程度）

こんな人を募集します。

「農」で気持ちいい汗ながしませんか？

プログラム①

■農業体験、地域交流に興味がある人
■子どもと関わるのが好きな人

地域紹介

普段の農家のお手伝い

周囲を山々に囲まれ，豊かな里山の自然
があふれる大野。こんこんと湧き出る湧
水とそんなお水で育ったおいしいお米と
上庄サトイモが自慢。地域での農業体験
の他，大野市への定住移住のサポートも
行っている。

「普段の農家さんのお仕事」
を手伝っていただき、
農業に対して多様な価値観を知ることでより深
い理解へとつながる事を願っています。野菜の
収穫や草取りなど、日常の農家さんのお仕事を
経験できます。

オススメ

■宿泊／農家泊もしくは民家泊
■期間／通年
■滞在可能日数／ 1 泊〜何泊でも
■定員／ 1 名〜何名でも

特産品

上庄里芋、大野のおいしい水で育ったお
米，白山ワイン など

プログラム②

自然体験活動補助

美しい清流が流れ，
自然豊かな大野市にはたくさ
んの方が森遊びや川遊び，雪遊び体験にいらっ
しゃいます。
「子どもと遊ぶのが大好き」
「 自然豊かな場所で
過ごしてみたい」という方、自然体験のお手伝い
をしてみませんか。
■宿泊／民家泊
■期間／通年
■滞在可能日数／ 1 泊〜何泊でも
■定員／ 1 名〜何名でも
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大野の食・土・水・おいしい空気と農家さ
んが、疲れた心と身体をリフレッシュ！農
家さんに学びながら気持ちのいい汗を
流しませんか？

お問い合わせ
奥越前まんまるサイト
こじま

なおひさ

児島 直寿

TEL. 0779-67-1117
FAX. 0779-67-1117

〒912-0131 大野市南六呂師169-124
E-mail manmarusaito@goo.jp
負担金：4,000 円 /1 泊 ※保険代含む
（1 泊追加毎に 1,500 円）

援農コース

鯖江市

田舎暮らし体験コース

発見！ 魅力いっぱいの鯖江！！

プログラム①

地域活動応援コース

こんな人を募集します。
■体力に自信のある人
■誰とでもすぐに打ち解けられる人

地域紹介

さばえの農家さん応援団

20 〜 40 代の農業就業者の減少や少子
高齢化・耕作放棄地の増加といった課題
を抱える中、ホタルやギフ蝶、希少種の
オシドリが生息する多様な自然が残る里
地里山をどうやって維持していくか、手
段を模索している。

野菜の植え付けや収穫、
柿や栗などの収穫ボラン
ティアなど、地域の方たちと一緒に作業していた
だける方を募集します。
■宿泊／民家泊もしくは公営施設 ( 自炊 )
■期間／ 5 月〜 2 月
■滞在可能日数／ 1 〜 2 泊
■定員／ 1 〜 5 名

オススメ

特産品

さばえ菜花、吉川ナス、漆器

など

鯖江に住んでて思ったことは、水が美味
いなぁということです。で、米が美味くて
野菜が美味い。何でも美味いので、是非
来て下さい。

お問い合わせ

プログラム②

さばえのふるさと応援団

ラポーゼかわだ

ヤギの世話や森林整備、お祭りのお手伝いを通
して、
一緒に地域を盛り上げて頂ける方を募集し
ます。
■宿泊／民家泊もしくは公営施設 （自炊）
■期間／ 5 月〜 2 月
■滞在可能日数／１〜 2 泊
■定員／ 1 〜 5 名

越前市

農家に泊まって田舎の応援！

プログラム①

ゆうた

TEL. 0778-65-0012
FAX. 0778-65-2761
〒 916-1235 鯖江市上河内町19-37-2
E-mail info@lapause.jp
負担金：1,500 円 /1 泊

※保険代別途

こんな人を募集します。
■好奇心が旺盛な人

地域紹介

お百姓さんの助っ人

和紙の紙漉き、機織りなどの伝統工芸が
盛んな今立地区と、里山保全とコウノトリ
の住める環境づくりに取り組んでいる白
山・坂口地区を中心に、農家民宿を拠点
としたグリーン・ツーリズムの推進を図っ
ている。

田舎に第2、第3のふるさとができるって、心強い
ことだと思いませんか？作業内容は、収穫だけで
なく、畑では草取りやマルチ掛け、土寄せなど、
田んぼでは畦の草刈りなどもあります。
素朴な田
舎の生活にどっぷり浸かりたい人には最適なプ
ログラムです。お百姓さんの助っ人は、農業に関
心があって、作業に耐えられる方、WELCOME
です。
■宿泊／農家泊
■滞在可能日数／2泊以上

あらき

荒木 佑太

オススメ

特産品

白山スイカ、越前和紙、漆器

など

WEBサイトの
「セレクトショップ」
をご覧ください。

｢本格的に農業に取り組んでみたい」
「お
ばあちゃん家の農作業のお手伝いをし
たい」など、ご希望に合わせたワークを
ご準備します。

■期間／通年
■定員／1〜10名
プログラム②

地域のイベントお手伝い

越前市今立の豊かな自然の中で開催されるイベ
ントのお手伝いをしませんか？里地里山チャレン
ジ
（8月）
、
収穫祭
（11月）
、
冬のいろりばた
（2月）
な
どのイベント運営をお手伝いしていただける方を
募集します。
■宿泊／農家泊
■期間／通年 ※イベント時のみの募集です。
■滞在可能日数／１泊以上
■定員／ 1 〜 3 名
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お問い合わせ
ロハス越前
たなか

しげこ

田中 滋子

TEL. 0778-43-0879
FAX. 0778-43-0879

〒915-0242 越前市粟田部町9-1-9
（越前市今立ふれあいプラザ内）
E-mail info@lohas-echizen.org
負担金：負担金 2,000 円 / 期間中
昼食代 500 円 /１食

援農コース

美浜町

田舎暮らし体験コース

「人と人」
＆
「人と自然」
のつながりを実感！

プログラム①

プログラム②

農作物は一日にしてならず。収穫に至るまで、田
畑を耕し、畝を整え、種をまき、芽が出たら間引
き、雑草が生えたら刈り、生えたらまた刈り。そう
いった作業の積み重ねを経てはじめて農作物は
できます。雨にも負けず、風にも負けず、手をか
け、心を込めて、大事に農作物を育てていきま
す。百姓＝百の仕事をする人。そんな百姓のお手
伝いをしていただける方を募集します。

日本海で働く漁師さん
のお手伝いをしていた
だ ける方 を 募 集しま
す。作 業内容は、魚選
別や魚を網から外す作
業など。季節毎に発生
する作業もあります。

百姓の手伝い

■宿泊／農家泊
■滞在可能日数／1〜3泊

■期間／通年
■定員／1〜4名

美浜町では海・山・湖・野といった豊か
な自然、生業や歴史など、地域にある資
源を活かした「若狭美浜はあとふる体験」
を行っている。町民と体験者が交流を深
めることで町づくりにつなげる取り組みを
している。
オススメ
■期間／通年
■定員／1〜3名

プログラム③

梅作業

実が厚くて、種が小さ
いことが
『福井梅』
の特
徴。梅干しや梅酒をつ
くる上で、非常に都 合
がいいカタチです。ま
た、日本海の潮風とや
わらかな日ざしにて味も抜群！特産の『福井梅』
の収穫や選別のお手伝いをしてみませんか。
■宿泊／農家泊
■滞在可能日数／1泊

若狭町

■期間／6月頃
■定員／1〜3名

かみなか農楽舎
〜本物の農業・農村体験〜

かみなか農 楽 舎では
将 来農 業を志す研 修
生が日々農業を学んで
います。研 修 生ととも
に交流しながら農作業
を体験してください。
新
規 就 農に興 味 のある
方、
大歓迎です！！

■宿泊／かみなか農楽舎
■滞在可能日数／2〜7泊

特産品

へしこ（伝統料理）、コシヒカリ、
魚介類 など
農業・漁業のありのままを、自分の目で
見て、手でふれて、体を使うことで「いた
だきます」の本当の意味を理解してもら
えたらと思います。

お問い合わせ
ＮＰＯ法人 はあとふる
美浜ネットワーク
わだ

まきこ

和田 真規子

TEL. 0770-32-2222
FAX. 0770-32-2239
〒919-1122 三方郡美浜町松原35-16-18
E-mail wada-hf@kl.mmnet-ai-ne.jp
負担金：1,500 円 /1 泊

※保険代込

こんな人を募集します。

ホンキの農業！

プログラム①

こんな人を募集します。
■目的を持って参加をする人
■コミュニケーションをとって作業できる人
（10代〜30代が望ましい。）

地域紹介

漁師の手伝い

■宿泊／民家泊
■滞在可能日数／1〜2泊

地域活動応援コース

■「ボランティア」ではなく、農業を体験したい人

プログラム②

地域紹介

生き物いっぱい

無農薬田んぼの草取り作業
＆天日干し作業

生き物いっぱいの田んぼでお米作りのお手伝
い。Ｉターンで新規就農した農家の農作業をお
手伝いしながら、就農や田舎暮らしなど様々なこ
とを体験を通じて知っていただけます。
■宿泊／農家泊
■滞在可能日数／1〜3泊
■期間／4月〜11月
■定員／1〜4名

■期間／5月〜10月
■定員／1〜3名

海・山・川・湖・田・畑、豊 か な 自 然
環境に囲まれた、お米と梅の産地。まさ
に日本の食を作る町。人の手が丁寧に加
わる農業が営まれ、将来を担う若者が頑
張っている。
オススメ

特産品

若狭梅、ミディトマト（夏）、一寸ソラマ
メ（6 月） など
「かみなか農楽舎」では農業を志す若者
への就農・定住事業を行っています。就
農を目指す研修生とともに農作業を体
験してください。

プログラム③

お問い合わせ

梅作業

かみなか農楽舎

三方五湖の近くの梅畑
にて、梅の収穫作業（6
月〜7月上旬）、7月中旬
以降は梅干作り作業。
同時に梅 栽 培の後 継
者を募集しています。 ■宿泊／農家泊
梅栽培に興味・関心の ■期間／6月、7月
ある方は年間通して参 ■滞在可能日数／1泊〜3泊
加可能です。
■定員／1〜5名

やしろ

えり

八代 恵里

TEL. 0770-62-2125
FAX. 0770-62-2124
〒919-1523
三方上中郡若狭町安賀里74-1-1
E-mail wakasa@nouson-kaminaka.com
負担金：無し
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※保険料（500 円程度別途）

ふるさとワークステイ

Q &A

Q1

参加条件は？

Q4

農作業は初めてなのですが…

A1

①１８歳以上の心身ともに健康な方
②１泊以上の滞在

A4

Q2

いつでも参加できるのですか？

A2

１年中受け付けています。ただし天候により
作業内容が異なることや、受入れ先の都合に
よって実施できないことがございます。

参加される方のほとんどは初心者です。無理
のない範囲でお願いしたいのですが、作業に
よっては体力が必要なプログラムもございま
す。事前に窓口へ作業内容をご確認いただい
てお申込みください。

Q5

どうすれば参加できるの？

A5

①希望のプログラムが決まっている方
→ 直接受け入れ団体にお申込みください。
②どのプログラムにしようか迷っている方
初めて参加される方
→ 福井県「ふるさとワークスティ」
担当窓口まで（0776-21-8311）

Q3

費用はいくらかかるの？

A3

現地までの交通費は自己負担です。宿泊費、
食事（朝・夕）は原則無料です。
※受入れ先によっては保険代、
昼食代、
その他負担金等の費用
がかかる事がございます。
窓口までお問い合わせください。

学校・企業単位でのご参加希望の方へ
「ふるさとワークステイ」は団体でのご参加も受け付けています。
「大学の研究室で地域づくりや農業の現場体験をしたい」、
「ボランティアサークルの活動フィールド
が欲しい」、
「企業のＣＳR活動・社員研修のメニューに利用したい」など、要望に合わせてプログラム
をカスタマイズし、提供することが可能です。
地域のニーズに合わせたプログラムを作る必要がありますが、計画・実施を希望する場合はぜひご相
談ください。
地域との調整をサポートさせていただきます。

〈受け入れ実例〉京都産業大学ボランティアセンター主催「夏休みボランティア」

作業の様子

ワークショップ
の様子

・稲刈り ・はさ場立て
・緩衝帯の草刈り

過去実績
＜団体連携＞
・NPO法人地球緑化センター
・NPO法人日本国際ワークキャンプセンター
（NICE）
・国際教育交換協議会（CIEE）
・SCI．Japan など

＜学校連携＞
・京都産業大学 ボランティアセンター
・大阪府立大学 ボランティアセンター
・昭和女子大学 キャリア支援センター
・京都文教大学 ・京都ノートルダム女子大学
・東京環境工科専門学校 ・駒澤大学 など
9

「ふるさとワークステイ」参加後は・・・
● また手伝いに行きたい！

● 農家や地域を応援したい！
地域の農産物を購入することで農家さんを支える
仕組みがございます。
各団体にお問合わせください。

再度「ふるさとワークステイ」にご参加ください。

福井に移り住みたい！

農業を始めたい！

幸福度日本一

福井県を新たなふるさとにしていただける方や福井に戻って
いただける方を、積極的にお迎えしております。どうぞお気軽
にご相談ください。

福井で就農を希望する方の相談を受け付けています。
①就農に関する情報が知りたい
②将来、農業で生計を立てたい
③農業法人などで働きたい
④農業に関する本格的な技術をしっかり身につけたい
⑤新規就農に向けた制度について知りたい

住宅をお探しの方へ
福井県内の空き家情報を県のホームページで一元的に提供し
ております。また、県が登録した住まいの相談員（宅地建物取
引業者）が、住まい探しのご相談に応じます。

農業インターンシップの募集

〈お問合わせ〉福井県土木部建築住宅課

農業インターンシップは、
農業法人で就業体験をする制度です。

住まいづくりグループ
TEL/0776-20-0506

内 容 体験内容は受入の農業法人により異なります。作業は

農作業だけでなく多岐にわたります。1日8〜12時間程度

「ふくい空き家情報バンク」

期 間 1週間〜6週間（季節によって対応できない時期あり）

URL http://info.pref.fukui.jp/kentiku/banku/

経 費 無料（滞在費、研修費）

※ただし、研修先までの交通費などは自己負担願います。

働きたい方へ

お問合わせ 福井県新規就農相談センター

公益社団法人 ふくい農林水産支援センター

東京、
大阪、
名古屋、
福井のふるさと帰住センターのスタッフが、
福井県内の企業から求人情報を収集し、ＵＩターン就職を考え
ている方の条件にマッチした企業をご紹介します。
また、
福井県
内のＵＩターン求人情報やイベント情報など、ＵＩターン就職に
役立つ情報をUターン就職ネットで発信しています。

農業人材育成課

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10 福井合同庁舎
TEL/0776-21-5475 E-mail nouka-1@fukui-aﬀsc.jp

ふくい園芸カレッジ

〈お問合わせ〉福井県ふるさと帰住センター
Ｕターン就職支援センター
TEL/0776-34-5291

内 容 園芸品目による就農希望者を対象として、ハウス・圃場で
の栽培から販売まで行う実習と講義

「ふくいＵターン就職ネット」

期 間 1〜2年

URL http://www.fukui-uturn.com/

経 費 受講無料（テキスト代、肥料農薬費、資材費等は実費）
※青年就農給付金、研修奨励金等の各種支援制度あり

定住総合 福井県ふるさと帰住センター
相談窓口 (福井県観光営業部ブランド営業課ふるさと営業室)

お問合わせ

ふくい園芸カレッジ

〒910-4112 あわら市井江葭50-8 TEL/0776-78-7873
E-mail engei-c@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1 TEL/0776-20-0387 FAX/0776-20-0644
福井県定住促進総合サイト http://info.pref.fukui.jp/rousei/teiju/

大野市

福井で農業しませんか？

就農相談

ふくい で暮らしてみませんか？

福井県農林水産部地域農業課 TEL/0776-20-0433

滞在型

農業をしながらの

若狭町

移住・定住プログラム

移住・就農相談

奥越前まんまるサイト

かみなか農楽舎

坂本 均

八代 恵里

さか もと

ひとし

やしろ

お問い合わせ

お問い
合わせ

TEL/FAX.0779 67 1117

〒910-0131 大野市南六呂師169-124
E-mail manmanrusaito@goo.jp

えり

TEL.0770 62 2125
FAX.0770 62 2124

〒919-1523 三方上中郡若狭町安賀里74-1-1
E-mail wakasa@nouson-kaminaka.com
「かみなか農楽舎」で研修生達と農業体験をしながら移住・就農
に関する情報を提供、必要に応じて町役場等の関連機関と連携し
て、ご相談に応じさせていただきます。

「自給自足や農的な暮らし」、
「田舎で暮らしたい」、
「田舎で起業し
たい」など移住・定住を目的としたプランです。体験用民家で自炊
しながら地域散策や行政との相談（仕事・住居等）も可能です。

※募集条件は「ふるさとワークステイと同じです。
※県外から来て農楽舎で学び就農・移住された方は20名以上となりました。

※有料のプログラムになります。
（料金はお問合わせください）
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至 加賀IC

石川県

北潟湖

東尋坊

金津IC
北陸自動車道

北陸本線

あわら市

丸岡駅

坂井市

日本海

丸岡IC

305

364

8

416

416

東尋坊

福井市

えち

福井北IC

福井県立恐竜博物館

ぜん

364

157

鉄道

永平寺町

勝山市

永平寺

福井IC

勝山駅

越前岬

福井

鉄道

福井

九頭竜川

一乗谷朝倉氏遺跡

417

365

鯖江市

九頭竜湖

大野市

和紙の里

武生駅

九頭竜湖

本線
北陸

305

越前大野

荒島岳
▲

武生IC

越前市

越美北線

476

鯖江IC

越前町

一乗谷朝倉氏遺跡

158

（九頭竜ダム）

池田町

南条SA

305
476

今庄IC

三方五湖

365
敦賀半島

岐阜県

南越前町

敦賀湾

476
気比の松原

熊川宿

27

若狭湾

若狭美浜IC

敦賀IC
敦賀JCT

福井県立恐竜博物館

敦賀市
陸

若狭三方IC

エンゼルライン

8
北

美浜町

線

三方五湖

本

蘇洞門

敦賀

レインボーライン

162

至米原IC

161

若狭上中IC

小浜線

高浜町

小浜

小浜IC

大飯高浜IC

荒島岳

若狭町

小浜西IC

162 小浜市

舞鶴若狭自動車道

滋賀県

27

北川

27

303

熊川宿

ふるさとワークステイ
実施地域

おおい町

京都府

越前和紙の里

交通アクセス
札幌・仙台

東京から

長岡

福岡・那覇

●Ｊ
Ｒ
●飛 行 機
●自 動 車
●高速バス

本線

北陸

あわら湯のまち

金沢

小松
金津IC
丸岡IC
福井北IC 勝山

動車道

北陸自

名古屋

京都

大阪

米原

鯖江
福井IC 永平寺口
白川郷IC
武生
越前大野
若狭美浜IC
飛騨清見IC
敦賀
九頭竜湖
若狭三方IC
鯖江IC
白鳥IC
舞鶴若狭 舞鶴 小浜
武生IC 油坂峠
自動車道
敦賀IC
バス
敦賀JCT
小浜
小浜西
米原 東海北陸自動車道
若狭上中IC
IC
IC
JCT
近江今津
琵琶湖
一宮JCT
名古屋IC

名神高速道路

越後湯沢

砺波小矢部JCT

関越自動車道

福井

直江津

富山

上越新幹線

えちぜん鉄道 三国

芦原温泉

小松空港

JR

東京
高
東名

新幹線

東海道

大阪から
●Ｊ

Ｒ

●自 動 車
●高速バス

路
速道
羽田空港

東海道新幹線・北陸線特急で
…………約3時間15分
羽田ー小松空港ー福井（バス）
…………約2時間
東名・名神・北陸自動車道で
…………約6時間30分
東京八重洲南口ー福井
…………………約8時間10分

北陸線（湖西線）特急で
…………………約1時間50分
大阪駅より敦賀駅まで新快速で ………………約2時間
名神・北陸自動車道で
………………………約3時間
大阪梅田（阪急三番街）ー福井
…………約3時間30分

名古屋から
●Ｊ
Ｒ
●自 動 車
●高速バス

北陸線特急で
…………………………………約2時間
名神・北陸自動車道で …………………………約2時間
東海北陸自動車道白鳥IC経由で ………………約3時間
……………………約2時間50分
JR名古屋駅ー福井

お問い合わせは

公益社団法人 ふくい農林水産支援センター

福井県福井市松本3丁目16-10（担当：ふくいエコ・グリーンツーリズム・ネットワーク）

TEL.0776-21-8311

FAX.0776-23-0931

E-mail info@fukui-ecogreen.org

ホームページは
こちらから

ふるさとワークステイ

検索

