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冒
農業への新規参入におけるキャリアデザインの活用

一兵庫県 S市 N農場経営者 T氏を対象に一

河野洋一

（帯広畜産大学）

Utilization of Career Design in New Entry into Agriculture : Targeting Mr. T, Manager ofN Farm ofHyogo 

Prefecture (Youichi KAWANO) 

I はじめに

1 研究の背景

担い手の減少が顕著である近年の我が国の農業

において，農業の新たな担い手の中心的人材であ

る若年層の農業外からの農業への参入促進と営農

継続および定着に向けた支援が喫緊の課題である。

このような新規参入者に係わる既往研究の成果

では，参入の課題として「地域（社会）との関係

を良好に構築すること」[4 Jの重要性を指摘してい

るが，新規参入者自身の課題に着目すれば，参入

の実現性の確保や就農前の新規参入者の能力形成

などといった参入者自身がコントロールできる課

題の解決が最重要課題である。前者の就農の実現

性の確保に関しては，藤岡[1 Jが実体験に基づく

整理から，指導者，農地，売り先の三要素と就農

サポーターの重要性を指摘しているが，これらは

農政や各自治体によって農業研修や資金援助，新

規就農者間の交流会の開催，また農地の貸付に係

わる多様な支援が展開されているため，就農の実

現性に係わる要素については諸条件が整備されつ

つある。一方，後者の新規参入者の能力形成に関

しては，農学系の高等教育機関を中心にキャリア

教育やインターンシップ等が，また，自治体や JA

などによって農業研修や交流会が開催され，知識・

技術の習得や情報交換やネットワーク形成を目的

とした事業が展開されている。特に，全国の多く

の地域で設置されている農業大学校では，入学者

を対象にした研修教育に加え，農業研修生や若い

就農者に対する多様な研修制度が整備されている。

また，近年では，農業の経営部分に重点を置いた

日本農業経営大学校が設立されるなど，農業の新

たな担い手の多様なニーズに対応した研修制度が

展開されており，参入者が知識・技術等を学ぶ場

は多様である。

参入者は，このような多様な研修制度のなかか

ら，自らの将来構想をもとに効率的にキャリア・

能力形成を実施する必要がある。つまり，参入者

には自身のキャリアや能力形成について，現在の

状態や水準を正確に評価し，それをもとに意識的・

自律的にキャリア・能力形成ための行動を計画し，

実現化していくことが求められる。参入者自身の

能力の把握にもとづく知識や技術の獲得をはじめ，

作付計画や販路開拓などの将来構想を明確にする

ことは，将来構想に適した研修制度の選択など，

効率的な能力形成，ひいては円滑な新規参入と継

続的な営農および定着に重要であると考えられる。

そこで本稿では，新規参入者によるキャリア・

能力形成の促進，ひいては円滑な新規参入の達成

および営農継続や定着に大きく貢献すると考えら

れるキャリアデザイン（以下， CDと略記）に注目

し，実際に CDを設計し効率的な技術獲得や営農

開始などを実施することで新規参入を果たした農

業者に対する調査から，新規参入者における CDの

活用実態を明らかにする。

2 キャリアデザインに関する既往研究整理
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ここでは， CDおよびキャリアや職業選択に係る

既往研究を整理するとともに，特に農業分野にお

けるキャリア関連の研究成果について整理するこ

とで，農業分野における CD研究の重要性を明確

にする。

日本キャリアデザイン学会[3 Jでは， CDについ

て，「自分の仕事人生のプランを自身で自律的に設

計し，決定すること」と整理しているが，同時に

「キャリアデザインは細かくデザインしても無意

味で，偶然こそがキャリアを作っていく」という

見解の存在も指摘している。また，実際の CDにつ

いては，「計画された偶然性がもたらす変更・修正

を前提に設計する必要がある」と提示しているが，

これらについて明確な定義はされていない。

また，杉浦ら[6 Jは，日本における CDの変遷を

アメリカにおけるキャリア教育の動向や， 日本的

経営の変化がもたらした CDの動向について分析

し，高等教育機関等における CDの必要性と方向

性について考察している。これによると， 日本で

は 1990年以降の日本的経営の変化から，自律的

な CDを設計することが求められているとともに，

高等教育機関等での CD設計の支援の璽要性を提

言している。

さらに，松本は[2 l, キャリア論の概念には 2つ

の志向性があるとし，それらを準備型と適応型に

分類している。前者の準備型 CD(以下，準備型）

は，「自身のキャリアについてしつかりと考え，進

むべき方向を見定める「準備」を重視した志向性J

であり，①自分に対するイメージを知る，②将来

に対するイメージを知る，から構成されており，

これらは将来のキャリアの転機に向けて自身の能

力等を正確に把握することや，将来についで情報

収集をすることの重要性を示している。後者の適

応型 CD(以下，適応型）は，「キャリアを実現する

上で起こる出来事や組織，状況に対して「適応」

する志向性」であり，③転機や偶然にどう対処す

るか，④新しい環境にどう適応するか，から構成

されており，これらは，実際のキャリアの転機や

環境の変化に対し，これまでの経験や転機への対

処で得た知見を活用し，キャリアの転機に適切に

対応することで CDを更新することの重要性を示

している。明確な定義がされていない CDにおい

て，松本の整理は重要な成果であるといえよう。

同時に松本は，「個人の能力を伸ばすこと」と「自

身のキャリアを実現させること」の相互関係を指

摘しており，設計した CD をもとに能力形成をす

ることでキャリアを実現させることが出来ると整

理している。なお，この松本の概念を援用した CD

に関する実証研究はこれまで行われていない。

農業分野においては，和田ら[7 Jが，若者の就

農への意識形成についてアンケート調査をもとに

分析しており，住環境による農業への興味• 関心

を形成することが就農意識の形成に重要な役割を

果たしていることを指摘している。また，島[5 J 

は，イチゴ作の新規参入者を対象に，就農から定

着を果たすまでの間における経営管理の変遷と経

営管理技能を高めた取り組み等について整理して

おり，参入者自身の自らの経営に係わる情報収集・

分析をもとにした知識・技術の蓄積によるキャリ

ア形成の存在を提示している。

このように農業分野におけるキャリア関連の既

往研究では，「参入・就農前の動機付け」や「参入・

就農後のキャリア形成」といった各段階における

要因の整理に留まっており， CDおよび参入前後を

通したキャリア形成に関する研究成果は管見の限

り見られない。そこで本稿では， CDおよびキャリ

ア関連の既往研究成果をもとに， CDを「自分の仕

事人生のプランを自身で自律的に設計・再設計す

ること」と定義し研究を行った。

3 本稿の課題と方法

本稿では，新規参入者における CDの実態とそ

の重要性を明らかにするため，新規参入者におけ

る参入動機や参入プロセス等のライフヒストリー

を把握するとともに，参入者の CDを整理する。そ

の際，前述した松本のキャリア理論を援用し，課

題の解明を試みる。参入者が計画した CDを参入

前後で分割し，参入前を準備型，参入後を適応型

とする。具体的には，参入動機の形成過程，参入

前の自身の農業に関する能カ・技術水準の認識，

農業への接触や情報収集などの参入直前までの行

動を準備型とし，参入後の状況の変化に伴い発生



した機会・偶然，環境の変化への対応に関する行

動を適応型とする。これらの分類にもとづいて，

準備型では自己認識および将来設計といった CD

に基づいて計画された行動を把握し，適応型では，

状況変化等への対応によって更新された CDを把

握する。なお，具体的な調査方法としてライフヒ

ストリー法による調査方法を活用し， CDとそれに

ともなう行動について正確な把握を実施した。

II結果

1 N農場および T氏の概要

本稿で取り上げる N農場は，兵庫県 S 市で

2016年度から， T氏と，過去， S市内で農業サー

クルを展開し，現在は T氏の共同経営者として活

動する U氏によって営農が開始された。同農場は

現在，個人事業として運営され，作付面積は l.2ha

（うち借地 0.6ha)である。作付は，米，黒豆，小

豆，野菜を中心に， 30品目 100品種程度の多品目

生産で，一部農薬・化学肥料不使用で作付してい

る。施設・機械に関しては，ビニールハウス 1棟，

管理機を所有し，田植機やトラクターによる作業

が必要な場合は近隣の農業者に依頼している。こ

れら施設・機械の調達については， U氏が所属す

る農業サークルで S市のカウンターパートを担当
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していた地域のリーダーである A氏の仲介により，

比較的安価に入手することが可能となった。また，

農地についても，離農予定の高齢農業者を中心に，

A氏の仲介により購入・借入している。これら機

械・施設・農地等の購入・借入資金は， T氏および

u氏が参入に向けて貯蓄してきたものに加え，親

族による資金提供を受けたものである。

労働力は T氏および U氏の 2名（ともに 25歳）

であり，主に S市出身の T氏が経営者として営業

や販売などを担当し，県外出身の U氏が農場長と

して農作物の生産を担当している。販売について

は，直売や大手飲食チェーンなどの飲食店への直

接販売を主としており，実需者が求める農作物の

生産を中心とした農業経営を展開している。

2 T氏の新規参入前のキャリアデザイン

第 1表に T氏の参入前の準備型 CDを示す注1¥
T氏は 2012年度から農学系大学に所属した。当

該年度は， CDのうち，「自己に対するイメージを

知る（以下，自己イメージ）」として「農業に係わ

る自己の理解を深める」こと，「将来に対するイメ

ージを知る（以下，将来イメージ）」に関しては，

「職業のひとつとして農業を理解する」ことを設

定し，所属する農学系大学での講義や実習で農業

に係わる基礎的な知識や農作業技術を学び農業の

大枠を掴んだ。

第 1表 T氏の準備型キャリアデザイン
2012 I 2013 I 2014 2015 2016 

農学系大学在籍 Uターン

・農業に係わる自己の理解を ・農業を職業選択のひとつとし . s市で実際に参入する際の． ・参入前後の経営技術，作業 . s市での農業への新規参入

自己に対する 深める て認識し，農業に対する理 自身の有する農業に係る知 技術の獲得の方法とスケ の具体的な計画を設計する

イメージを知る 解をさらに深める 識・技術を正確に把握する ジュールについて検討する ・自身に不足している農業に
関わる技術を把握する

・職業のひとつとして農業を理 ・農業者との交流により農業 . s市での農業への新規参入 • 新規参入者に対する様々な ・営農開始後の出荷先・販売

解する 経営の実際を知る と参入後の生活について理 研修をはじめとした各種制 経路等を明確にする

将来に対する 解を深める 度・補助金や現状に関する ．既存の新規参入者との交流

イメージを知る ・参入後の経営の方向性を検 理解を深めるとともに，不足 で将来像を明確にする
討し，将来像を明確にする する技術の習得方法につい

て検討する

・農学系大学で講義や実習を ・農業サークルに所属し，農業 • 新規参入で営農を展開する ・農業者のもとでアルバイトを . s市農業サークルU氏と意見

受けることで農業に係わる基 者と交流することで農業経営 農家へ農業インターンとして することで農作業技術を獲得 交換し，参入後の作業技術

礎的知識を習得 の実際を認識，理解 参加し，一定期間農業経営 するとともに，今後の技術獲 面のサポートを依頼

・実習等で基本的な農作業技 • 新規参入者の持続的な営農 を経験 得スケジュールを設計 . s市の農業者らと情報交換す

術を習得 について，地域の農業者と • インターン先の農家と意見交 • 新規参入者，新規就農者等 ることで自身の農業技術に

ディスカッションし，参入の実 換することで，自身に不足し に係わる書籍，資料から，研 ついて認識

キャリアデザイ
際について理解 ている農業に係わる知識・技 修制度や資金面での補助な . s市の農業者，農協等との意

・出身地域で起業することで 術を確認 どの実態について理解 見交換によりS市の農業につ
ンヘの対応 生活するための方法につい • 新規参入に必要な労働カ・ いて理解

て検討 施設，機械，農地・資金など . s市の新規参入者を中心とし

の確保に関する将来構想を た農業者，また農業外の多

具体化 様な人材とネットワーク匂杉
成することで，参入後の情報
交換の場却形成

出所：筆者調査による
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翌年の 2013年度には，農業サークルに所属し

た。当該年度は，「自己イメージ」として「農業を

職業選択のひとつとして認識し，農業に対する理

解をさらに深める」とし，「将来イメージ」として

「農業者との交流により農業経営の実際を知る」

ことを設定した。ここでは，所属大学が存立する

地域の新規参入者をはじめとした農業者と交流し，

意見交換することで，収益確保を最優先にする農

業のあり方や新規参入の可能性について理解する

とともに，出身地域で農業に参入して生活する方

法について検討した。

2014年度には， S市と農業の環境が類似した地

域で新規参入による営農を展開している農家のも

とでの農業インターンヘ参加し，作付計画から出

荷まで，農業経営を一定期間経験した。当該年度

は「自己イメージ」として「S市で実際に参入す

る際の自身の有する農業に係わる知識・ 技術の正

確な把握」とし，「将来イメージ」として「S市で

の農業への新規参入と参入後の生活について理解

する」「参入後の経営の方向性を検討し，将来像を

明確化」を設定した。ここでは，インターン先の

農家の経営について，当該経営者と新規参入の実

際と農業経営のあり方について意見交換し，自身

の農業に対する能力の認識と参入後のシミュレー

ションを行うことで，自らに不足している農業に

係わる知識・技術を明確にするとともに，新規参

入に必要な労働カ・施設，機械，農地・資金など

の確保に関する将来構想を具体化した。

また， 2015年度には，新規参入を意識したうえ

で，大学が存立する地域内で実際に新規参入した

農業者のもとで 1年を通しアルバイトを実施した。

当該年度では，「自己イメージ」として「参入前後

の技術獲得の方法とスケジュールについて検討」

とし，「将来イメージ」として「農業の新規参入者

に係わる研修等の各種制度や補助金の実態，新規

参入者の現状等の理解と不足する技術の習得方法

の検討」を設定した。ここでは，農業アルバイト

を通して， 自らに不足している経営・作業技術を

習得するとともに今後の技術獲得に係わる計画を

設計し，同時に，新規参入に関連する書籍や資料

から自身の将来像である新規参入者の現状を理解

した。

さらに大学を卒業し S市に Uターンした 2016

年度には，実際の新規参入に向けて， S市内の農

業者や過去に S市内で農業サークル活動を行って

いた U氏との情報交換を実施した。当該年度にお

いては，「自己イメージ」として「S市での新規参

入に向けた具体的な計画を設計」「自身に不足する

農業技術の把握」とし，「将来イメージ」として「営

農開始後の販路の明確化」「既存の地域内の新規参

入者との交流による将来像の明確化」を設定した。

ここでは，まず， U氏と S市の農業や同地域での

新規参入のあり方について意見交換するとともに，

自身に不足する農業技術のうち，農作業面でのサ

ポートを U氏に依頼した。そのうえで，市内の農

業者や農協，農業外の多様な人材と意見・情報交

換することによって，参入前に自身と他者の農業

技術を比較し，自身と N農場に不足する農業に係

わる経営・作業技術について理解した。さらに，

S市の農業の現状について，離農者や耕作放棄地

が多く存在する地域であること，また，新規参入

者の育成に関心が強い地域であること，さらに，

確立されたブランド農作物の存在により，農産物

の販売が比較的簡易に行える地域であること，と

いった状況を把握したことで，参入後の経営内容

を，地域農業と連携することで自らの技術を向上

させ，安定的な販売を実現する， という具体的な

計画を設計している。

3 T氏の新規参入後のキャリアデザイン

第 2表に T氏の参入後の適応型 CDについて示

す。

2016年度に実際に参入を果たした。参入前に，

u氏と S市の農業の現状と需要が高い農作物の実

態等について意見交換を実施するとともに， S市

内でサークル活動として農業の経験を有する U氏

を共同経営者として迎え N農場を設立した。また，

A氏に，参入の意志と参入後の経営計画の内容を

相談し，参入に対する助言を受けた。当該年度で

は， U氏の圃場管理担当としての経営参画という

転機から役割分担が可能となったため， 自らは経

営に係わる技術習得に特化することとし，教育機

関と自治体によって開催される起業塾へ参加した。



ここでは，「経営技術の習得」と「参加者等との情

報交換」をすることで，中長期的な経営計画，情

報交換の重要性を認識した。同時に，「地域内の先

進農業者への視察」や「販売業者や飲食店経営者

などの実需者との意見交換」によって，地域内で

需要の高い，実需者の求める農産物を作付作物に

選択することで販路を構築するとともに具体的な

営農スケジュールの策定を実施している。

また，実際に N農場を設立するといった環境の

変化に際しては，地域のリーダーである A氏の仲

介によって農地確保，機械，農業資材の調達が簡

便になり，効率的な営農開始による参入が可能と

なったことから，地域との関係の重要性を認識し

た。さらに，起業塾の参加者や地域内の新規参入

者らとの交流により形成したネットワークをもと

に販売先の確保を達成したことから，地域内の多

様な人材とのネットワーク形成の重要性を認識し

ている。これらのことから，当該年度における CD

を「農業技術の獲得」から「農業に係わる経営技

術の習得」に，「効率的な新規参入」から「地域と

の関係を意識した農業経営の実現」に更新してい

る。

2017年度においては， N農場の取り組みが地元

新聞に掲載されるとともに，実際の作付・販売を

開始した。同時に，前年度によるネットワーク形

成の重要性の認識から地域内の農業者や実需者等

とともに「農業ビジネス研究会」を設立している。

当該年度では，地元新聞への掲載を契機に，地域

の高齢者を中心とした多様な人材にその活動が認
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識され，「農地の増加」や「新規販売経路の確保」

が達成された。このことにより，情報発信の重要

性を認識し，講演会への参加やホームページの作

成， SNSの活用による主体的な情報発信を実施す

るようになった。また，実際に作付を開始するこ

とで近隣農家からの指導やアドバイスを受け，地

域内での農業者間の交流の重要性を認識した。さ

らに，「生産から出荷までのプロセスを経験」する

ことで責任感と継続的な営農に向けた意欲の形成

を果たしている。同時に，ネットワーク形成の重

要性の認識から設立した農業ビジネス研究会の活

動により，地域の農業者や実需者らとのつながり

をもつことによって，新規販売経路を確保するこ

とが可能となり，販売計画を再設計する必要性を

認識し，現在では，安定的・計画的な生産・販売

スケジュールの構築が達成できている。これらの

ことから，当該年度における CDを「作付開始」か

ら「情報発信を重視した経営展開」へ，「販売経路

の開拓」から「多様な人材とのネットワーク形成

と営農計画の設計」に更新している。

注 1)T氏は，大学 2年次に，農業を職業の選択肢と

して認識し，以降，自身の農業における能カ・

キャリア形成のための行動計画を CD として意

識的に実施した。その際， T氏が所属していた

大学で行われていた「キャリア教育」の内容に

関連する書籍を参考に実施した。また，農業系

サークル内での就農・ 参入希望者らとのディス

カッションや，大学 OBや先輩農業者との意見交

第 2表 T氏の適応型キャリアデザイン

偶然や転機

への対応

新しい環境

への適応
I 適応

旦
出所：筆者調査による

地元新聞への
. N農場の活動が地域内外に周知

→耕作依頼が増加

⇒情報発信の重要性を認識
⇒ホームページやSNS,講演会での情報発信を実施

工こ
・地域内での実際の営農が開始

→地域内の農業者から多様なアドバイス，指導
⇒地域内での農業者間の交流の重要性を認識

・作付開始，「生産ー出荷販売」のプロセスを経験

→消費者や実需者との交流の機会が増加

⇒営農に関わる多様な経営技術の獲得の重要性を認識

⇒責任感，営農意欲む醸成
・農業ビジネス研究会所属の飲食店等と連携

→新規販売経路確保
⇒販売計画を再設計する必要性を認識
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換等を通して， CDに関する指導・助言を得た。

III考察

本稿では， CDにもとづく効率的な技術獲得や営

農開始等による新規参入を果たした N農場経営者

である T氏を対象に，新規参入者の CDについて，

準備型・適応型の視点から，その実態について整

理した。

新規参入者は，参入前においては，自身の農業

観・職業観の醸成に係わる CDを設計し，参入前後

における能カ・キャリア形成の方向性について具

体的に検討していた。また，自身に不足している

技術や知識の把握や将来構想の見直しを何度か行

っており， CDを通してこれらをくり返し実施する

ことが効率的な参入につながったと考えられる。

参入後においては，自らに不足している技術・知

識等の獲得を引き続き行うとともに，実際の農業

経営活動を行う中で発生する転機や偶然，環境変

化に柔軟に対処し，経営者としてのさらなる知識・

技術の向上を目指して CD を更新していた。一般

に就農（参入）直後は日々の業務に追われること

が多いと考えられるが，そうした状況の中でも経

営者としての成長に向けた対応がとられており，

CDが有効に機能していることがうかがえる。これ

らのことから，新規参入者による CDは，自らに必

要な知識や技術などを効率的に獲得する有効な手

段のひとつとして考えられ，円滑な参入のための

重要な要因のひとつであることが示唆された。

なお，本稿では，経営開始直後である N農場経

営者の T氏を調査対象としているため，経営の確

立までのプロセスにおける CDの実態や効果につ

いては分析できなかった。また，調査対象者であ

るT氏は新規学卒就農であるため， CDの設計とそ

れにもとづく能力形成が実施しやすい状況にあっ

たといえる。多様な立場で農業外から参入する新

規参入者における CDを明らかにするためには，

参入後に起こりうる様々な偶然や変化に CDがど

のような成果を発揮したのかを明確にする必要が

あり，これらの解明は今後の重要な研究課題であ

る。さらに， T氏は，意識的に CDを実践していた

が，既に地域の農業者として定着し，成果をあげ

ている新規参入者においても，無意識的に CDが

実施されている可能性がある。これらの実態解明

や意識的に実施することの意義・効果についても

今後の研究課題としたい。

［付記］

本稿はJSPS科研費 JP16Kl8756の研究成果である。

［引用文献］

[ 1 J藤岡良 (2014): 「非農家出身学生の就農促進

に関する実践的研究：京都市左京区大原にお

ける自らの就農体験を通じて」，『同志社政策

科学研究』， 16(1), pp. 71-85. 

[ 2 J松本雄一 (2015): 「キャリアデザインと能力

形成」，『通信ソサエテイマガジン』， 8,pp.227-

233. 

[ 3 J日本キャリアデザイン学会ホームページ

(http://www.career-design.org/), 最終検

索日： 2017年 9月 27日．

[ 4 J小笠原慎一・草野謙三 (2013): 「新規参入者

の経営を安定に導く就農前研修のあり方」，

『農業経営研究』， 51(2), pp. 78-83. 

[ 5 J島義史 (2009): 「イチゴ作新規参入者のキャ

リア形成」，金沢夏樹（編）『農業におけるキャ

リア・アプローチーその展開と論理ー』，農林

統計協会， pp.58-66. 

[ 6 J杉浦礼子・安部耕作 (2015): 「日本における

キャリア・デザインの変遷」，『高田短期大学紀

要』， 33, pp.67-78. 

[ 7 J和田竜也・木南莉莉 (2012): 「若者の就農意

識形成に関する研究」，『新潟大学農学部研究

報告』， 64(2), pp. 93-99. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

