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新規参入者の農地確保における仲介者の役割
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The Case Study of Minami-Aizu in Fukushima Prefecture 
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(* Organization for the S仕ategicCoord加ationofResearch and In旬llectualProperty， M吋iUniv町sity，* * School of Agriculture， Meiji University) 

I はじめに

1 背景と目的

農村地域において，農業従事者の高齢化に伴い，担い

手不足，耕作放棄地の増加などが問題になっている。そ

の解決策として，新規就農者の育成・確保の充実が国か

ら市町村まで図られている。新規就農者は増加傾向であ

り， 2014年には新規就農者総数は 57，650人になり，そ

の中で新規参入者は 3，660人(福島県の一部地域を除い

た数値)である 1)。しかし，新規参入者は就農にあたっ

て受け入れ先との関係を構築し，経営・生活資源を新規

に確保しなければならない。しかも，経営資源の取得や

経営者能力の向上，地域との関係構築等を短期間かっ同

時に行うため，受け入れる地域側の様々な支援が必要と

なる 2)。受入側の支援では，研修制度，補助金制度など

の公的な支援以外，地域農家の様々な支援が欠かせない。

新規参入者と地域との関係構築については，新規参入者

が地域からの信用を得るのに一定期聞が必要なこと，農

家が新規参入者に求める条件として集落社会への適応を

重視すること，新規参入者と農家や社会との仲介役を担

う人や組織の必要性 3)，4)が指摘されている。また，仲介

役農家は新規参入者のネットワークに寄与しているもの

の 5)，その支援の内容は固定的なものではなく，新規参

入者の定着プロセスにあわせて提供する支援の重点を移

しながら変化するものであるめと言われている。

全国新規就農相談センターによると，新規参入者の就

農準備段階においては農地の確保に苦労したとする者が

7割近くおり，農地確保が依然として就農までの障壁と

なっている。また，就農地の選択理由において最も多い

回答は「取得できる農地があったからJである 7)。この

ように，新規参入者の農地確保は重要な問題であり，先

輩農家の仲立ち・農地情報の提供によるケースが多いと

いう事例もある 8) が，新規参入者の農地確保に絞って，

仲介者はどのように関与し，支援したか，新規参入者と

農地出し手との聞にどのような調整を行ったかに関する

研究が少ない。

このような中で，福島県南会津地域は，条件のよい農

地が希少な中山間地域にあるにもかかわらず， 1992年か

ら「南郷トマト」の生産を行う新規参入者の受け入れを

はじめ， 2015年にはそれが 28世帯 48名(全生産者の約

23%)にもなる，新規参入者が多い地域である。「南郷ト

マト」は， 1962年に旧南郷村(現南会津町)で栽培が開

始され，その産地化を図ってきた。現在では， JA会津み

なみのトマト選果場において選別出荷されるトマトを

「南郷トマト」としている。産地を維持するためには生

産者の確保が必要であり，新規就農者が「南郷トマトj

の担い手となることが期待されている。

そこで，本研究では，福島県南会津地域の「南郷トマ

ト」の生産を行う新規参入者を事例として，農地資源に

恵まれない中で新規参入者のためにどのように農地確保

を進めたのかを，仲介者の支援内容と役割を中心に明ら

かにすることを目的とする。

2 研究方法

南会津地域の新規参入者の概要を把握するため，南会

津農林事務所農業振興普及所南郷普及所(以降，南郷普

及所)，南会津町南郷総合支所農業委員会(以降，農業委

員会)，農協の担当者にヒアリング調査 (2015年 7月下

旬~2016 年 8 月上旬)を行った。

次に，新規参入者の農地確保の実態を明らかにするた

め， r南郷トマト」全新規参入者 48名にアンケート調査

(2015 年 8 月 31 日 ~2015 年 9 月 14 日)を行った。調査
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票は，個人属性，生産・生活実態と農地確保実態などの

設聞からなる。アンケート用紙に加え，返信用封筒も同

時に配布し，郵送回収を行った。配布 48部に対して，有

効回収数が 27部となり，有効回収率は 56%となった。

また，一部新規参入者にはヒアリング調査も行った。

最後に，新規参入者の農地確保における仲介者の実態

と支援実態を明らかにするため，南郷普及所職員へのヒ

アリング調査結果をもとに，研修先農家 12名にヒアリン

グ調査 (2016年 2月中旬-8月上旬)を行った。ヒアリ

ング調査内容は，個人属性，新規参入者の農地確保にお

ける支援時期，目的，支援内容，農地紹介で苦労した点

の有無，行った調整内容などである。

E 調査対象地域および調査の概要

南会津地域について

南会津地域は，福島県の南西部に位置し，南会津町，

只見町，下郷町，槍枝岐村の 3町 1村からなる(図 1)。

面積は 2，342km2と福島県の約 17%を占め，その 93%は

森林で， 1.7%が農地である。人口は 27，290人 (2015年

5月 1日)である。耕地面積は 3，868ha(2012年)，総農

家数 3，264戸 (2010年)である。主な作付 (2014年)は，

水稲 1，977ha，そば 488ha，夏秋トマト 34ha，アスパラガ

ス 34ha等である。 2014年に農協の受託販売取扱で一番

多かったのは， トマトやアスパラガス等の野菜類で全体

の 42%を占め，次は米等で全体の 34%を占めていた。南

会津地域は，東日本大震災の直接的な被害がなかったが，

原発事故に伴う風評により農産物価格が下落している等

間接的な影響を受けている。それだけではなく，たびた

び豪雪や豪雨の災害を受けている。他の農村地域と同様

に，少子高齢化による人口減少が続き，空き家，遊休農

A 

只見町

J 南会津町

図 1 南会津町と只見町の位置

Fig.l The location of Minami -Aizu and Tadami 

国土地理院地図を加工して表示
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図2 研修制度

Fig.2 The仕ammgsystem 

地が増加しているなど課題を抱えている。

2 r南郷トマト」の生産を行う新規参入者の研修制

度について

南会津地域では， r南郷トマト」の生産を行う新規参入

者となるためには，地域農家での研修が必須となってい

る。研修制度のおけるスケージュノレ，新規参入者や受け

入れる地域側の関係者の関係を図 2に示す。

研修予定の前年度から町・農協・南郷普及所が新規参

入希望者の就農相談を受け，新規参入希望者への面接を

行い，次年度の研修生を確定する。そして， 3月にトマ

ト生産組合で研修生の研修先農家を確定する。 4月から

10月までは研修期間であり，研修生へは 12万円/月(町

助成 8万円，研修先農家負担 4万円)の補助が支給され

る。研修後就農開始にあたっては，国の青年就農給付金

の支援以外，南会津地域独自の支援制度注 1) も整ってい

る。研修生はこれらの支援金などの支援金申請の要件を

満たすために，研修期間中の 7月までに農地を確保しな

ければならない。そのため， 4月に研修生の研修が開始

すると同時に農地の確保に着手する。つまり， トマト栽

培技術研修と経営資源の基本である農地確保を短期間か

っ同時に行うこととなる。

E 新規参入者の農地確保の実態

「南郷トマト」の生産を行う新規参入者の実態を表 1

に示す。新規参入者の就農時の年齢を見ると， 30歳代が

多い。 トマト栽培農地面積について，世帯番号 9 と 11

以外は 20a以上である。個人を単位とした出身地につい

ては， 1ターン者が 85%で，地元出身者が 15%である。

就農する際に苦労した点では， r資金の確保Jが 70.6%，

「農地の確保J，r住宅の確保Jと「技術習得」がそれぞ

れ 59%であった。研修については，新規参入者のうち特

例研修制度開始以前に参入した者と結婚による転入に該

当する者以外は研修を受けている。研修内容は基本的に

トマト栽培技術の習得であるが，特に Iターン者にと っ

ては，実際に営農開始する約 1年前から (2年間研修す

る場合，約 2年前から)地域に住む機会になる。研修期



表 1 新規参入者の実態

Tablelτne situation ofthe newcomers 

世帯 個人 性別 年齢 就農 居住 農地面積 出身 就農する際の苦労点 研修有益，な
年 地域 農地 住宅 資金 技術 農地 住宅

1 l 男性 50代 1992 南会津町 トマト (35a) Iタ ン × 。 × 。
/ / 2 女性 50代 1992 界 その他 (llOa)

2 3 男性 40代 2001 南会津町 トマト (32a) Iタ ン ム 。 。 ム ム ム
4 女性 40代 2001 下山 その他 (80a)

3 5 男性 50代 2004 只見町 トマト (50a) Iターン × × ム 。 。 ム
6 女性 60代 2004 塩ノ岐 その他 (24a)

4 7 男性 40代 2005 南会津町 トマト (24a) Iターン 。 。 。 。 。 ム
8 女性 30代 2008 大橋 その他 (8a)

5 9 男性 40代 2005 只見町 トマト (40a) Iタ ン 。 。 。 ム 。 。
坂田 その他 (30a)

6 10 男性 50代 2007 南会津町 トマト (25a) Iターン ム ム ム 。 。 。
11 女性 50代 2007 界

7 12 男性 40代 2007 只見町 トマト (20a) Iターン 。 。 。 × 。 ム
梁取 その他 (20a)

8 13 男性 30代 2009 南会津町 トマト (25a) Iタ ン 。 。 。 。 。 。
14 女性 30代 2009 水根沢

9 15 男性 40代 2011 南会津町 トマト (17a) Iターン 。 。 。 ム 。 。
水根沢

10 16 男性 30代 2011 南会津町 トマト (23a) 地元 。 × 。 ム 。 。
中荒井 その他 (91a)

11 17 男性 30代 2012 南会津町 トマト (16a) 地元 × × × × × × 
鴇巣

12 18 男性 30代 2013 南会津町 トマト (21a) 地元 。 。 。 。 。 。
19 女性 30代 2015 古町 Iターン

13 20 男性 30代 2014 只見町 トマト (20a) 地元 。 。 。 。 。 × 

黒谷

14 21 男性 30代 2015 南会津町 トマト (20a) Iターン ム ム ム 。 。 。
22 女性 30代 2015 下山

15 23 男性 30代 2015 南会津町 トマト (21a) Iターン 。 。 。 。 × × 
24 女性 30代 2015 松戸原

16 25 男性 50代 2015 南会津町 トマト (30a) Iターン 。 × 。 × 。 × 
森戸 その他 (3a)

17 26 男性 20代 2015 南会津町 トマト (20a) Iタ ン × × 。 。 。 。
27 女性 30代 2015 下山

注:1) 0 rあてはまるJ，x rあてはまらないJ，ム「どちらともいえなし、」である。

注:2)年齢は歳代である。

間では，先輩農家や地域住民との信頼関係を構築し，地

域を知る機会にもなり，耕作する農地を見つけるなど，

今後の生活基盤を構築する機会になっている。そのため，

研修の有益点について， I農地の確保J(81.3%)， I住宅

の確保J(50%) があげられている。

新規参入者が就農する際，農地の確保に苦労したと感

じることについて，研修先農家から「住宅から近い農地

が見つからず，確保できた農地が住宅から距離があるこ

とが主な原因である」と伺った。新規参入者は研修期間

から役場の仲介で住宅を確保しているが，南会津地域の

農地面積が少ないため，住宅周辺に農地確保できない場

合がある。また，住宅確保と農地確保について仲介者が

異なることが農地確保に苦労している要因の一つである

と考えられる。

町 新規参入者の農地確保への研修先農家の支

援

1 研修先農家の概要と研修生受入状況

研修先農家の概要を表 2に示す。研修先農家は， D (表

1での個人番号 1と同ーの人物である)以外は南会津地

域出身で，ずっと南会津地域に住んでおり，就農年数が

長い，農地経営規模もある程度ある農家であることがわ

かる。研修先農家の主要な作目はトマト以外，水稲，そ

ぼである。労働力については，家族に雇用を加えている。

経営規模や経営形態(家族経営や法人化)によって，雇

用形態(短期雇用やパート)と雇用人数が異なっている。

トマト生産組合役員について， D， G， 1， L は現役員で

あり， Fは元役員であった。その他の研修先農家はトマ

ト生産組合役員ではないが，経営の法人化を実施してい

る。 Cは区長である。

研修先農家が研修生を受け入れた総回数は 33回であ

り，そのなかで地元出身研修生を受け入れた回数は 11

回である。研修生を受け入れたきっかけについて， Bは

地元住民で知り合い， Hは遠い親戚， Kは短期雇用 (2010

年から)していた方が新規で就農希望したからそのまま
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表 2 研修先農家の概況

Tab!e2 The situation of the mediating farmers 

年齢 就農 出身 居住地域 作目・面積 家族， 役員 研修生 農地 住宅
年数 雇用 地元/合計 紹介 紹介

A 64 44年 地元 南会津町山下 トマト 28a、水稲田a 2， 1 1/1 × × 

B 39 19年 地元 南会津町福渡 トマト 130a、水稲 14ha 1， 8 会社経営 2/2 × × 

そば 4ha、赤かぶ 2ha

C 64 40年 地元 南会津町大新田 トマト 60a、景観用水田 2， 3 区長 2/5 。 × 

D 53 24年 Iターン 南会津町界 トマト 35a、その他 110a 2，注 1) 副組合長 0/1 × × 

E 34 9年 地元 只見町坂田 トマト 50a、水稲 16ha 3， 40 会社経営 0/1 。 × 

そば 2ha
F 64 44年 地冗 南会津町宮床 トマト 86a 注2) 7G組合長 2/6 。 × 

G 53 30年 地元 只見町大倉 トマト 110a、水稲 21ha 2， 9 組合長 0/4 。 × 

そば 50a

H 42 17年 地元 南会津町宮床 トマト 46a、水稲 2ha 2， 2 1/1 × × 

I 39 地元 只見町梁取 トマト 41a、水稲 2.4ha 2， 2 研究部長 112 。 × 

J 69 50年 地元 南会津町鴇巣 トマト 70a、水稲 6ha 3， 7 農園経営 0/6 。 × 

K 64 9年 地元 南会津町小塩 トマト 12a、水稲 10ha 3，4- 農園経営 1/1 × × 

11 
L 41 18年 地元 只見町梁取 トマト 65a、水稲 4ha 3， 2 組合理事 1/3 。 。
注:1) D雇用労働力状況:高校生短期雇用。

注 2) Fは無回答。

研修生として受け入れることをトマト生産組合で認めた，

Gは町 (2名)，県 (1名)からの依頼とスキー場での知

り合い (1名)， Jは一部スキー場での知り合い等である。

それ以外はトマト生産組合からの推薦であった。研修中

はトマト栽培ハウスで一緒に作業しながら， トマト栽培

技術や営農知識などのノウハウを伝授している。研修先

農家は研修生が営農開始後も，農業に関する様々な相談

を受けたり，生活面でも面倒を見たりしている。

研修生への農地紹介がない研修先農家 A，B， H， Kを

見ると，研修生が全員地元出身であった。 Dでの研修生

は孫ターンであり，祖父の農地を獲得した。 C，E， F， 

G， 1， J， Lは研修生に農地を紹介した経験があり，研修

生は Iターンが多い。ただし，住宅紹介した経験がある

研修先農家は Lのみである。

研修先農家の選定について農協，南郷普及所とトマト

生産組合役員 (D，G， L)へのヒアリングから，研修先

農家の選定は基本的にトマト生産組合が決定しているこ

とをわかった。研修先農家の選定は， トマト生産組合役

員のなかから選定し，選定基準は経営規模が大きい，豊

かなトマト栽培経験があると平均生産量以上の生産量を

確保していることである。しかし，地元出身研修生が住

宅から近い，研修先と知り合いなどの理由に配慮して研

修先を決める場合とトマト生産組合役員ではないが，栽

培経験や生産量を配慮して研修先農家を決定する場合も

ある。これについては，研修生を受け入れたきっかけか

らも確認できた。また，研修期間中に研修生に農地を紹

介することも配慮して研修先農家を選定していることを

伺った。
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2 新規参入者への農地紹介の経緯

ここでは，研修生に農地を紹介した経験がある研修先

農家 C，E， F， G， 1， J， Lへのヒアリング調査から新規

参入者への農地紹介の経緯について検討する。

研修先農家が研修生を受け入れる，特に Iターン者を

受け入れる際，農地の紹介も考えて受け入れている農家

が多いが，研修生の受入決定時には農地に関してあては

ない状況である。実際の農地を探す行動は4月からはじ

まることが多い。研修生に農地紹介をする目的は，共通

点として，①地域のため，②担い手を確保してトマト産

地を守るため，があげられる。

農地条件に関しては，研修先農家に任されており，新

規参入者の営農を失敗させないようになるべく条件がよ

い農地を紹介してあげたいと考えている。農地条件につ

いては， トマト栽培に適する排水と用水条件が整い，風

通しと日あたりがよい，圏場整備済み，ハウス建てやす

い等の条件が揃った優良農地が最低 20a必要であり，そ

れが研修生の住宅からなるべく近いことが望ましい。ま

表 3 2015年度南郷トマト農家分布状況

Tab!e3百leNango tomato farmhouse dis仕ibutionsituation 

地域 全生産者 新規参入者
(世帯) (世帯)

南会津町 舘岩地域 13 3 
伊南地域 16 1 
南郷地域 61 16 
田島地域 6 2 

只見町 23 5 
下郷町 4 1 
合計 123 28 



た，研修生が今後経営規模拡大を考えているか等の要望

があれば，それらを配慮して農地を紹介する。研修先農

家は，以上の条件が整った農地をまず自分が住む集落内

から探す。集落内で適切な農地を確保できない場合，次

に隣接集落の知り合いに依頼する。農地に関する情報に

ついて，研修先農家は地元出身で地域のことをよくわか

っているが，把握できている範囲は基本的には自分が住

む集落だけだということである。

農地を仲介する際の苦労した点については，まずトマ

ト栽培に適した農地探すこと自体が難しくなっているこ

とがあげられた。南会津地域はもともと農地面積が少な

いなかで， r南郷トマト」の生産者は南会津町と只見町に

集中している(表 3)。南会津町内でも東部の旧田島町に

は農地は探せばあるが， トマト栽培農家が少ないため，

ノウハウが共有できないという課題がある。また，仲介

したい農地が見つかっても，農地所有者が貸してくれる

とは限らない。農地所有者の理解をもらうには苦労する。

例えば，農地にハウス建てることは耕盤を破壊するため，

水稲農家から借りにくい。まだ、農業をやっている農家か

らはもっと借りにくい。知らない人 (1ターン新規参入

者)に農地を貸したくないケースもある等の点があげら

れた。その場合は，仲介者として， トマト栽培と新規参

入者を担い手として育成することが南会津地域にとって

非常に重要であると農地所有者を説得しながら，理解し

てもらうように交渉している。農地を貸すことを決断さ

せるのが最大の障壁であり，地代や賃借期間などの具体

的な調整内容について苦労はほとんどないと伺った。た

だ，農地の使い方について， r農地を戻すとき，必ず原状

に戻す」という条件で農地所有者と新規参入者の間で調

整している。昔は，口頭の約束であったが，近年，契約

書に明示するようになっている。

3 農地紹介のケーススタディ

ここでは，研修先農家 G とJへのヒアリング調査から

新規参入者への農地紹介の事例を検討し，農地紹介での

重要な要素を考察する。

(1)研修先農家 G

研修先農家 Gは，これまで研修生を 4回(2003年， 2004

年， 2014年， 2015年注 2))受け入れた。 4回とも農地探

しを始めたのは 6月で， 7月に確定した。ここでは， 2003 

年， 2004年と 2014年のケースについて検討する。

2003年の研修生(表 1の世帯番号 3) の場合，研修期

間中に只見町塩ノ岐地区に住宅を確保したが，住宅周辺

は山裾で日照状況を配慮するとトマト栽培に適する農地

がなく，住宅から約 5km距離がある只見町小林地区で農

地を探した。小林地区は米の質が良い水稲栽培の盛んな

地域であり，当時トマト栽培農家がいなかった。研修先

農家が，水稲がよくとれる質がよい農地であるからトマ

ト栽培も成功できると考えて小林地区から農地を探し，

父親の同級生である農家に依頼し調整した。当時，農地

所有者は 60歳代であり，農業をやっていたが，副業が中

心で，高齢で農業を続ける意向はないが，農地を守って

くれる人いれば譲るとのことで紹介ができた。

2004年の研修生(表 1の世帯番号 5) の場合も，研修

期間中に只見町坂田地区に住宅を確保したが，住宅周辺

ではトマト栽培に適する農地がなかった。研修生の今後

経営規模拡大したいとの要望に配慮して見つかった農地

は住宅から約 4km距離がある亀岡地区だった。研修生が

2005年確保できた 20a農地の所有者は水稲農家であった。

高齢であるため，農地を譲った。 4-5年後，隣の 20aの

農地を借りて，経営規模を拡大した。隣の農地の所有者

は元役場職員であり，定年退職後水稲農家であった。地

域において，新規参入者の受入とトマト栽培が重要であ

ることを理解しているため，相談したらすぐ借りること

ができた。

2014年の研修生(表 1の世帯番号 14)の場合は，研修

先農家が研修の住宅から近いことを配慮して，株式会社

グリーンカルチャーに依頼して農地を確保した。グリー

ンカルチャーは南会津町和泉田地区の担い手として，農

地を集約して， トマトや水稲などを栽培している会社で

ある。研修先農家 Gはグリーンカルチャーと相談後，グ

リーンカルチャーに農地を貸している農地所有者と相談

した。農地所有者は 70代であり，最初に南郷トマト栽培

を開始した農家のうちの一人である。高齢により農地を

趣味程度の面積だけ残し，大部分をグリーンカルチャー

に貸していた。新規参入者でトマト栽培する若者がいれ

ばと，グリーンカルチャーと新規参入者の三者で相談し

て，グリーンカルチャーから 20aの農地(水田)を戻し

て，新規参入者に貸した。

研修先農家 Gの農地紹介のケースから，農地所有者の

状況を把握して農地紹介することが重要であると推察で

きる。仲介において，なるべく住宅周辺からトマト栽培

に適した農地を紹介するが，住宅から距離があるケース

もあり，紹介する農地の確保に苦労していることがわか

る。

( 2)研修先農家 J

研修先農家 Jは，最初に南郷トマト栽培を開始した農

家のうちの一人であり，経営している農園のトマト栽培

の技術や反収等が生産組合員の中でもトップクラスで，

広いハウスが 30棟もある。これまで研修生を 6回 (2001

年， 2008年， 2010年， 2013年， 2014年， 2014年)受け

入れた。
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2001年の研修生は， 2008年に離農した。 2008年の研

修生(表 1の世帯番号 8) の場合，農地やハワスの補助

金などの契約について新規ではなく，他人の契約を継続

する形でトマト栽培がはじまった。 2010年， 2013年と

2014年の研修生に自分の借りていた農地を譲った。もう

一人の 2014年(表 lの世帯番号 15) の研修生の場合，

農地を確保したい地区の要望があり，それを配慮、して農

地を紹介した。研修生への農地紹介について，研修先農

家 Jは，いずれ研修生に譲ることを見越して農地を借り

ておき，それを研修生に融通する場合が多い。ここでは，

2014年の研修先農家Jが借りていた農地を譲ったケース

について検討する。

研修先農家 Jは，自分が 2名から借りていた約 19aの

農地を 2014年の研修生に譲った。「トマトに適する農地

があれば借りておいて，まず自分でトマト栽培をしてい

た。いつか新規参入者がくると貸すつもりだJとJから

伺った。紹介した農地の所有者①は 40代で，専業農家で

トマト栽培していたが，離農し移住することになったた

め， Jがその農地を借りてトマト栽培をしていた。所有

者②は，役場定年退職した方で，所有者①の隣の農地を

所有していた。研修生は所有者①と所有者②とそれぞれ

新たに契約をして，農地を借りた。

以上のように，研修先農家が研修生に農地を紹介する

にあたって，様々なパターンがあり，様々な調整を行っ

ていることをわかった。これまで，農地確保できなかっ

たケースはなかったが，確保できた農地の場所や質に問

題があって離農したケース(研修先農家 Jの 2001年の研

修生)はあった。また，大規模経営の研修先農家や法人

経営農家が事前に集積した農地を研修生に融通すること

で，新規参入のタイミングで農地の新規供給がない場合

のバッファーとして重要な役割を果たしていることがわ

かった。

V おわりに

本研究で取り上げた事例では，新規参入者の農地確保

において，研修先農家が仲介者として非常に重要な役割

を果たしている。研修先農家は，栽培技術や営農のノウ

ハウの伝授から農地確保まで，多くの面で研修生の面倒

を見ている。そのため，研修先農家の選定は非常に重要

であると考えられる。そして， 1ターンによる新規参入

者が使用する農地は，研修先農家の調整努力により確保

される例がほとんどである。しかし，新規参入にあわせ

て常に農地を見つけられるわけではない。この場合，研

修先農家を含めた地域の中の大規模農家・法人が確保し

ている農地から融通されている。仲介者の存在だけでは

なく，農地流動のバッファーとなる存在があることが，

新規参入に必要な農地を円滑に確保することに繋がって

いる。
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注

注1)国の青年就農給付金制度に当てはまらない者に町からの年

問 70万円，最長 3年支援がある。それ以外，パイプハウ

スの設置費の約 60%を補助，種苗購入代の約 60%(5a以

上栽培)を補助する等様々な補助金がある。

注2)アンケート調査を実施した際にはまだ研修生であったため，

新規参入者に入っていない。そのため，農地確保経緯につ

いて省略する。
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sec町 eof farmland for newcomers. As a result， the mediating farmers have taken care of the newcomers企ummany aspects， such as 

the teaching of agricul旬raltechnology to the securement in a farmland and so on. Therefore the choice ofthe回 iningfarmhouse is 

very important. And ther巴紅emany examples that the securement in a farmland ofthe newcomers depends on the adjustment ofthe 

support farmer. 
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