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企業の農業参入の成立条件と地域農業への影響

Possibilities and Impacts ofNewly-entered Farming Businesses企omNon-agricultural Sectors 

1.はじめに

新開章司本

Shoji SI宣NKAI

これまでの報告で，企業による農業参入の全国的な動向と，先進県のひとつである大分県における動

向が整理され，大分県における二つの事例が紹介された注九 2009年の農地法改正以降，企業の農業参入

は全国で千件を超え，顕著な増加がみられる。中でも大分県は，県庁に企業参入の支援体制を整備する

など，企業の誘致を積極的に行い， 2013年3月末時点、で 158件が参入しており (2009年以降は 116件)， 

企業の農業参入が活発な県であると言えよう。

本報告では，大分県での参入事例の中から，特徴的な事例(シンポジウム報告で紹介のあったこつの

参入事例)に横串を通し，地域農業との関係において，共通する特徴を明らかにすることである。もち

ろん，それらの限られた事例の共通点から，企業の農業参入の一般化を導くことは困難である。そのた

め， Jjljの参入企業への調査や行政，農業団体，地域への聞き取り調査を行い，さらに統計資料や文献調

査により補強しながら，参入企業による農業経営が持続的に発展するための「成立条件j と，企業が地

域に与えている影響を考察する。

2.企業の農業参入の目的と地域の期待・懸念

(1)企業の農業参入の目的と「成立条件」

企業の農業参入事例が増加し，さまざまな分析や考察が試みられているが，企業の活動は把握できな

い部分が多く，また，成果も全てが公表されるわけではないため，企業による農業の「成立条件」を一

般化することは難しい。そもそも，企業がある事業に取り組む目的はさまざまであり，また目的が単ー

とも限らない。それぞれの企業が複数の目的を，優先順位を持って参入していると考えられ，何を基準

に「成立J["成功Jとするのか，その判定は容易ではない。

参入企業にアンケートを行い，参入の目的を問うた調査もあるが，そもそもホンネが回答されている

とは限らない注2)。収益性で成果を音羽面するにも，そもそも収益性の追求が目的ではない，ということも

あり得るし，逆に収益性の確保がホンネの目的で、あっても，収益性が良好でない場合に「収益性はもと

もと追及していなし、」と回答する可能性があることも，容易に想像がつく。それは，個人の新規参入の

場合とまったく同じである。室屋 (2010年)は，かつて大企業は農業は単体事業としては採算が合わな

いと見ていたが，大企業であれば事業領域も広く，数億円の農業投資は大きな負担ではないことから，

*福岡女子大学国際文理学部

KeyWords:企業の農業参入，農業経営，地域農業

(35) 



事業としては大きな赤字を出さなければ差別化， CSR (企業の社会的責任)の観点を含めて合理的な投資

とみなす余地が広がった，との見方を示している。

横平・大仲 (2013年)は参入動機を「地域からの要請Jr企業の論理」と峻別することによって企業の

農業参入の類型化を試みているが，やはり企業が農業に参入する動機は，社員教育など，多種多様で重

層的であることを指摘している。

動機や目的が何であれ，その必要最低限が満たされなければ，事業は長期的には継続されないであろ

う。その意味では，事業の継続性(経過年数)が，企業による農業が成立しているか否かの判断材料の

ーっとなりうる。また，地域農業との関連でいえば，企業が農業参入するにあたって最大の障壁のひと

つが農地の確保であることを考えると，規模拡大が進んでいることも，その企業が地域に受け入れられ，

地域農業の担い手として認められていることを示すーっの指標となりうるだろう。

そのようなことから，本報告では，比較的早期に参入し本、ンンポジウムでも紹介があった2社および

エクスカーションで訪問した事例 (1社)に加え，事業の拡大が進んでいる 1社の計4社を事例とし，

企業農業の成立条件を地域農業との関係で考察を行った。調査は各企業の経営者への聞き取りに加え，

県・市町村の担当者，さらに必要に応じて，地域の農業団体および農家に聞き取りを行った。

(2)企業の農業参入の「地域への影響J:期待と懸念

企業の参入に対する地域の受け止め方や受容態度はそれぞれであり，地域の構成員も一人ひとり違

った考えを持っていると考えられるが，地域には期待と懸念の両方の気持ちがあるといえよう。

まず懸念としては，いくら地域との調和が企業の参入要件になっているとはいえ，本当に真面目に農

業をするのか，すぐに撤退して耕作放棄しないか，畦道や農道の管理は適切に行われるか，地域の秩序

を乱さないか，といった心配があげられる。農村は慣習や構成員聞の暗黙の了解に基づいた貢献によっ

て秩序が維持されている場面が多い。新規の参入者，とりわけ地域内にも居住しない者で運営される企

業による農業であれば，地域の慣習や秩序をみだすのではなし、かという懸念は小さくない。また，農業

の生産・流通の場面においても，地域の事情を無視した作付けや管理が行われないかという心配や，既

存の共同利用施設の運営に悪影響が出ないか，といった不安が抱かれる。

他方で，企業参入は生産者が増加し，生産力が増すことを意味し，産地としての規模の確保や，共同

利用施設の稼働率の向上などが期待される。また，若い人材が地域に入ってくることにより，地域が活

性化することも期待される。場合によっては，作業を受託してくれる地域農業の担い手としての期待も

あろう。理想的には，他産業からの新たな技術やノウハウが持ち込まれることにより，新たなイノベー

ションがもたらされることも期待される。

そのような懸念と期待の中で，実際に企業が地域にどう調和し，受容されていくかは，ケース・パイ・

ケースである。しかし，事前の調整と，参入前後の企業の態度が大きく影響することは想像に難くない。

3.事例:大分県の参入事例より

(1)事例

農地を利用しない企業参入のケースも考えられるが，ここでは，企業が農地を利用し，地域と連携し

ながら農業を行うケースを検討の対象とし，参入企業の地域への受容過程をみていく。

本報告で対象とする A，B社は，このシンポジウムで、報告のあった2社であり， Cはエクスカーション

で訪問した事例である(表1)0 D社は九州|で広く事業を展開する企業の子会社で，もともと地縁は無か

ったが平成22年の参入以来(ニラ)，順調に規模・品目を拡大し，品目によっては部会の中核的存在に
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表 1 参入企業と地域の関係(概要)

(ω
寸
)

A B C D 

参入 H18 H20 H18 H22 

親会社の事業 建設業 食品加工業 農業資材等 鉄道等

事業の拡大 水稲の育苗受託からスタート ユズ栽培からスタートし， イチゴ苗からスタートし，イ ーフからスタートし，他地区

し，水田防除，しいたけ，小 梅，大麦若葉に拡大。 チゴ， トマト(別会社)に拡 でのニラ栽培，他市での甘

ネギに拡大。防除の受託は 大。 藷，甘夏，さらに他県でも営

400haに及ぶ。 農を拡大。

農地 -ネギ(1ha):リース ユズ:15ha (耕作放棄地を公社 イチゴ 2.3ha ーフ 4.5ha 
より取得) 甘藷 2.9ha 

大麦若葉 16ha(委託含む) 甘夏・ 0.2ha

地縁 -地元で建設業 親会社創業者の出身地 親会社経営者が地7Gで事業(農 地域の農家と共同出資

-社長が地元出身・居住 業資材の販売含む)

地域人材の履 -地域の人材を雇用 (8名。農 元社長は JAの OB -アルバイト (15名) -地域の農家を雇用(役員)

用 業部門としては 2名) 地域の人材を雇用(10名) -経営者は地域に居住 -農場長(正社員)は地域に居

パート (4名) パート(十数名) 住。

-農大校新卒者の採用 (4名)

-パート(十数名)

JAとの関係 -先代が組合員(法人は准組合 法人として組合員 -主に JAに出荷(一部は自己 法人として組合員

員) 資金調達，資材の購入 販売) ニラ部会の会長

-部会の副会長 . JAへの出荷はしていない -部会の副会長 -全量 JAに出荷(ニラ)

-全量 JAに出荷 (親会社等に販売) 調整場のシェアは過半

-調整場のシェアは過半

地域(農家)と - 水 田 の へ リ ・ 動 噴 防 除 -耕作放棄地を活用 -交換分合に協力 地域の農家が役員として参

の関係 ( 400ha) -大麦若葉(約 20ha) を営農集 -既存販路で競合しない 加。

-水田の作業を受託(3.5ha) 団に作業委託 -今では大規模経営のモデルと -その役員が技術指導を担う。

. 71<稲苗の育苗と配達 -部会より梅の受け入れ なっている

地域対応の方 -依頼は断らず，全て引き受け 地7Gに貢献したいという，創 -最善を尽くす 「食」と「農」で九州の元気

針 る 業者の思い -できるだけ雇用する をつくる

-取水排水で迷惑をかけない -地域に溶け込む努力

その他 . J.GAP取得 -福岡，熊本，宮崎でも参入

. }jIJ会社でトマトも生産

資料:各経営への聞き取り調査による。
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もなっている事例である。いずれの事例も地域農業との調和しながら営農の実績をあげている事例であ

る。以下では，地域との関係に焦点を絞って，各事例の取り組みをみていく。各事例の概要は表 1に示

す。

(2)地域との関係構築

A社の代表者は地域で、生まれ育っており，地域で建設業を営むなど，地域との関係は深い。先代はわ

ずかながら水田を耕作しており (0.lha) ，いわゆる外部からの参入ではない。その意味では地縁を有し

た土地での参入と言えよう。

B社C社の現役員は地元の出身ではないが， B社は親会社の代表者(会長)が近隣の出身であり， c社
も親会社の経営者が地元の出身である。その意味では，全くの「外部j ではないが，現場で執行にあた

る経営陣は外部の人間である。そのため，両者はできるだけ多くの雇用を地域から得ており，地域との

関係を構築している。また， c社の経営者は地域内に移住している。

D社は，九州全土で事業をしているとはいえ，参入地域には全く地縁がなかった。そこで， D社では農

業生産法人を立ち上げるにあたって，地域の農業者 1名を役員として招き入れている。それによって，

地域とのパイプを構築し，また，技術面での指導を得ることに成功している。また，社員(農場長)を

地域に居住させ，県の農業大学校の新卒者 (4名)を正規採用するなど，地域との長期的関係の構築を

図っている。

このように，各事例とも地域に積極的に人材を求め，人的関係を構築し，地域の一員となる努力をし

ている。 2009年の農地法改正に際し，地域との調和が要件として課されているが，例えばA社では，農

村文化をよく知る社長のリーダーシップのもと，社員には「地域の要望には何でも応えよ」とし、う姿勢

で地域と接している。また， D社でも，参入に際し自治体と締結する協定の中に，地域に溶け込む努力

を盛り込む等，地域との調和に努めている。他の事業での事業運営のノウハウもあり，地域のステイク

ホルダーの声に耳を傾けることを重視し，それを組織的に実践している。

(3)地域との連携，地域への波及

A， B， D社は， .参入時点で独自の販路を有しない事例であるが， ]A出荷を前提に経営計画を立て，現

在も ]Aへの出荷を主にして，安定した生産，販売を実現している。 ]Aへの手数料が発生することや，

独自のブランドを構築しにくいというデメリットはあるが，各事例は，農業のノウハウが十分ではない

段階では，資材の調達，技術，販売の面で， ]Aを活用するメリットは大きいと指摘している。県も，技

術体系の整った品目(県の推奨品目)を生産し， ]Aを通して販売するモデ、ルを基本モデ、ルのーっと考え

ている。

日本政策投資金融公庫の参入企業に対する調査でも，企業は参入後の課題として「農業技術(49.5%)J 

「販路の確保 (46.8%)Jが指摘されている。県の技術指導を受け， ]Aに販売すれば，課題のかなりの

部分が解消されることになる。

]Aや部会にとっても，参入企業が主要な出荷者となることによって，一定のロットを維持することが

可能になったり，施設の操業率を高く維持することが可能になったりしている。参入時に補助事業を活

用し，最新の調整設備(機械)が導入されており，共同利用する農家にもメリットがもたらされている。

A社 D社とも，調整の前段階での下処理が行き届いているため，調整場での作業が効率化され，調整場

の効率的運営に寄与している。

A社(ネギ)， D社(ニラ)の共同調整場での、ンェアは 50%を超えており，調整場の主要出荷者となっ

ている。 C社では，生産面での連携は無いが，新規参入の C社が経営を軌道に乗せている姿は，地域の
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企業の農業参入の成立条件と地域農業への影響(新開)

経営モデ、ルとなりつつある。 C杜の経営をみて，規模拡大に取り組む地域の農家も現れているとしづ。

A， C， D社は部会での役員を引き受ける等，部会の中核的存在となっている。参入企業，地域農家， JA 

にとって， win-win-winの関係が構築可能なことを示している。その前提として，県が，企業の参入前

に地元 JAとも協議することにしており，参入後に円滑な生産販売ができるよう配慮していることも影

響があろう。

親会社等に販路を有する B社は JA出荷を行っていないが，生産面で地域の農家と連携することによ

り規模拡大を図っている。B社は飲料メーカーに対し，大麦若葉を20haの販売できる枠を有しているが，

20ha全てを自社で生産することは，現時点では，作業面からも農地の確保という点からも現実的で、はな

い。そこで，地域の営農グ、ループ (6グループ)に生産委託し，収量の確保を図っている。受託組織のひ

とつである K営農組合は，平成23年に試験的に大麦若葉の栽培に取り組み，作業に対応可能なこと，販

売が安定していること等から，平成 24年には1.1haに， 25年には 2.4haに規模を拡大した。地域の農

家にとっても，大麦若葉を導入することにより，年間作業の平準化につながり，また，安定価格での販

売契約により経営を安定化させている。

(4)撤退事例

上記の事例とは無関係であるが，大分県においても数件の撤退事例が報告されている。そのうちの約

半数は，親会社の業績不振に起因するものである。撤退後の農地については，他社が事業を引き継いで

いるケース，農地が所有者に返還されたケースがあり，放棄や転用されている事例は報告されていない。

大分県では参入の相談は多いが，参入企業が求めるような条件の良いまとまった農地は限られており，

すでに農地が不足気味である。それは，ある企業が撤退すれば，新しい企業が参入できるという状況で

あることを示している。すでに発生している撤退事例でも，所有者に返還されたケースを含め，全てが

1年以内に再活用されている。

同様のことは，特区制度を活用していち早く企業の参入を受け入れてきた南さつま市でも起きている

(全国農業新聞， 2013年 7月 26日)。参入の条件を整備し，参入の間口を広げることが，撤退後の農地

の有効利用に繋がることが示唆される。また，企業の農業参入に際しての懸念としてあげられる撤退後

の農地の転用や遊休化は，現在のところ，大きな心配は必要ないと思われる。

4.考察

(1) fお手並み拝見」期

大分県における参入の場合，行政のパックアップo体制が充実しており，参入は実現に至りやすいとい

う声は，企業側からも聞かれる。しかし，地域がもろ手をあげて企業を歓迎しているというわけではな

く，しばらくは農業の素人が本当に農業をできるのか， rお手並み拝見」という時期が続く(図 1)。

その「お手並み拝見期」に，農業に真撃に取り組む姿勢を地域に対して示すことができ，さらに，地

域の一員としての責任を果たせば，徐々に信頼を得られるようになる。その間，自らの農地の管理を適

切に行うだけでなく，畦畔の管理，農道の管理などをきっちりと行うことも重要である。作業員が，ち

ゃんと挨拶をするといったことも重要であろう。

(2)信頼獲得

日々の営農に真撃に取り組めば，地域の農家の信頼は急速に高まっていくケースが多く，地域の農家

が進んで技術指導をしてくれるようになったり，あるいは，農作業の委託が急速に増えたりするように

なる。 A社の例を見ても，作業員が朝早くから作業をする姿が評価され，徐々に信頼が高まった。また，
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-技術はあるのか?

.真面目にやるのか?

-作業の依頼

・農地の集積

-地域農業の中核を担う

.相互補完

・部会の役員などを務める

-地域農業を支える不可欠な存在

・依存度が高まれば， 地域にとって，リス
ク要因となることも

図 1 参入企業の地域での受容 (イメージ)

農家からの依頼があった場合は断らずに作業を受託したことで評価が高まり ，今では集落の大多数の農

家が A社に稲作の作業を委託している。地域農家の高齢化は進んでおり， A社が作業受託をしてくれる

からこそ営農を継続するが可能になっている農家もおり ，今後そのような農家が増加してくると予想さ

れる。

B社のケースでも地域の人を雇用し，耕作放棄された土地で真撃に農作業に取り組む姿勢を見て，地

域の信頼が高まりつつある。また，大麦若葉部門では，生産委託しているグ、ループは現在で、は6グルー

プにまで拡大しており，各グルーフ。が取り組む面積も徐々に拡大している。今では，将来の雇用への期

待も高まっている。

D社の事例でも， 地域に深く入り， 地域の声を聞く姿勢が信頼を得て，順調に規模を拡大している。

もともと鉄道，観光とし、う分野において九州全土で、事業を行っており，地域を活性化し，美しい農村風

景を維持することは本業の理念とも一致している。本業の知名度，ブラン ドがあるからこそ農業参入し

た地域においても無責任な振る舞いもできないとしづ責任感もある。札織的に地域の信頼を構築した結

果，次々に新規の土地利用がまとまり，県内 7地区で農場を運営している。

地域の一員としての企業をみた場合，その強みと して組織的な対応があげられる。各事例とも地域に

積極的に入り，人々の声に耳を傾け，周辺農ー家の要望に応える努力を，来主L織の方針と して行っている。

今日の企業活動において，企業も地域の一員として社会的責任を果たさなければならないこと，またそ

うしないと事業を継続的に発展させることが難しいことは， 他の事業を行う 中でノウハウと して蓄積さ

れている。「当たり前」のことではあるが，個人が実践することは容易ではない。企業が，地域貢献を組

織的な文化として確立し地域との誠実なコミュニケーションを職務として実践すれば， 地域で信頼さ

れる農業経営のひとつとなりうる可能性は高い。

もちろん，このことは全ての企業にあてはまるわけではなく ，また，異動等により担当者が短期間で

代わってしまい，コミュニケーションの継続性が保たれないというケースも考えられる。しかし，同じ

ことは個人の新規就農 ・参入についてもあてはまることである。
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企業の農業参入の成立条件と地域農業への影響(新開)

(3)地域を支える農業:Corrmun i ty Supportl._Qg Agr i cu I ture 

「お手並み拝見期」を乗り越え，信頼を得た企業には，作業や農地利用の依頼が加速度的に入るよう

になることが，参入企業への調査からも明らかlこなった。農村の高齢化が進む中，そのような流れは今

後も強くなると考えられる。

また，個人の農業経営にとって，販路を開拓することは容易ではない。参入企業と連携は，その企業

が持つ販路や加工施設などへの相乗りの可能性を高める。例えばK営農組合はB社と連携することによ

って，大手飲料メーカーへの安定した販売機会を得ている。あるいは，個人で農産物を輸出することは

容易ではないが，海外に販路を持つ企業と連携することにより輸出の可能性すら高まる注3)。

参入企業が，まさに地域の担い手となり，その企業なしには地域の農業が成立しえない事態も考えら

れる。参入企業が，地域に支えられる農業として注目されている CSA(CommunitySupported Agriculture) 

ならぬ，地域を支える農業経営 (communitysupport旦亘 agriculture)となっていくことも想定される。

雇用が発生し，企業を中核に地域が活性化していくことは理想的ではあるが，依存度が高くなれば地域

にとっては企業とリスクを共にする状況となることにも留意しなければならない。

5.おわりに

以上，限られた事例からではあるが，企業による農業の成立条件を地域との関係から考察した。 4つ

の事例はいずれも営農を拡大基調で継続している事例で、あった。規模を拡大するためには，農地の確保

が必要であり，そのためには地域の信頼を得る必要がある。その意味では4事例は地域と調和しながら

営農を進めている優良事例といえよう。

4事例は，それぞれの方法で地域との関係を深めているが，地域での信頼を得るため，地域の声に耳

を傾け，地域の要望にできるだけ応えていく姿勢は共通している。もちろん，その前提として，参入の

段階で県による周到な調整があったことは無視できない。

主要な社員が地域に居住することや，できるだけ多くの雇用を周辺地域から得ていることもその一環

であろう。農業の現場で，日々接するスタッフが地域の一員であることで，企業の参入は個人の参入と

大きな差はなくなる。むしろ，企業がその中断哉的な強みを活かし，従業員に対して地域の人々の声に耳

を傾けるよう指導・教育が徹底できた場合，地域から信頼が高まっていくこともありうる。

ひとたび信頼を獲得すれば，企業に対し，新たな農地の紹介や作業依頼が加速度的に増加する事例が

多い。企業とすれば，信頼を獲得するまでの数年間は地域の声に耳を傾け，地域に溶け込む努力をする

ことが，とくに農地を利用する場合の「成立条件Jのひとつとなりえる。

以上のことから，企業の農業とはいえ，結局は農業現場でのヒトの営みであり，地域住民・農家との

コミュニケーションが重要であることが示唆される。その意味では，企業であるか個人であるかという

こと自体は「成立条件」とならず，地域の一員としての誠実な対応こそが農業経営を持続的に発展させ

る「成立条件」のひとつといえよう。

ところで，参入した企業が，地域の一員として責任を果たすことは，こんにち業種を間わず重要なこ

とである。とりわけ，地域社会との関係が密接である農業において，参入企業がステイクホルダーとし

ての地域と良好な関係を構築し，信頼を得る努力をすることは，戦略的に重要かっ妥当なことである。

地域側としても，優良な企業に参入して欲しいという意向を持つことも自然である。

しかし，企業の農業参入が今後とも増加すると仮定した場合，企業の「振る舞いjや「公益性」に過

度に焦点があたると，農業の競争力強化の意図がぼやけてしまうことも懸念される。また，企業の参入

(41) 



可否が主観的な評価によって判断される可能'性も否定で、きない。長いスパンで見れば，企業の農業参入

がより外形的な基準や事業の計画・実績によって判断，評価されるような環境樹首が進められることが

重要であろう。

註

1)室屋有宏氏にならい，本稿では「企業Jを「農業生産法人以外の法人j の意味で用いる。農林水産

省は「企業等」と表現している。

2) 日本政策金融公庫「食品産業からの農業参入に関する調査結果J(2010年 7月調査)など。

3) ある小売大手の経営者は，農産物の輸出の課題は，現地での販売庖における棚の確保であると指摘

している。海外に販売屈を持つ企業と連携することにより，輸出の可能性が高まることを指摘して

いる。
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Abstract 

百出蜘dydiscussed possibilities of newly叩 teredfi紅mingbusinesses from non-agricultural indus出臥After

吐lerevision of Agricultural Land Act of2009，仕lenumber of new田町，is increasing. However， because of short 

history and limited cases， potentials and impacts on rural community of such business farms have not yet known. 

百出 studyclosely observed four cas巴sof newly-en旬:redfarming businesses and出edto illus仕atepossibilities 

of success of farming business by new en回es企omnon-agricultural sectors. Also examined出町 influences

and impacts on rural agri州知reand communities. 
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