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個別報告論文 [105J 

市自了村農業公社による新規参入者研修システムの成立条件に関する一考察

一久万農業公冨アグリビアを事例として一

1. 課題と方法

近年，農業への新規参入者の主要な就農ノレートと

して「農業研修Jを受けた後に就践する形態が挙げ

られる 全国新規就農相談センター[1Jによれば，

新規参入者の 64%が民業研修を受けており，これ

が就段に向けた「入仁IJとして機能している.

農業研修の受け入れ側には多様な主体があるが，

市町村行政が受け入れ主体となるものには「市町村j

がl直接主体となるものと「市町村農業公社jによる

ものがある目 このうち，多くの研修生を受け入れて

いるのは「市町村農業公社jの研修事業である

しかしながら，市IIlJ村農業公社による研修事業に

!認する先行研究は未だ少ない状況にある 柏

副島・柏は，インキュベータ事業1)が新規参

入者を含めた 1.Uターン者の農業への参入コスト

を低減したと評価している.ーブ1で，公社経営が脆

弱であるために研修・教育機能に不{iliiがあると指摘

し公社の経営能力向上や「妥当な」公的投資の必

要性について論じている.

上述の研究では，研修卒業の継続性や運営方式な

ど，いかに事業を継続させるかという検討がなされ

た.このため，研修事業の実質的な「受け手」であ

る研修生が制度やシステムをどのように評価してい

るのかについての検討は充分であるとは言えない.

そこで本稿では，事例調査をもとに，実際に研修

卒業を利服した当事者からの評価liを明らか?こするこ

とで，市fllJ村農業公社による「農業研修」と「就民

支援」の在り方について考察を行なう 次節以降で

は，新規参入プロセスと農業公社の役割を理論的に

検討した上で，研修システム 2)の概要とその評価を

行う.事例として愛媛県久万高原町における久万農

業公園アグリピアの研修事業を対象とする

2.新規参入プロセスと農業公社の役割

近年，農業への新規参入者は，多様な f就農プロ

セス jを経て就農している.

高津 英俊(高崎経済大学大学院地域政策研究科)
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まず¥就農プロセスの第 l段階として「職業選択

の時期jがある 「就農Jz.選択するという意思決

定には大きく分けて 2つの時期が存在し新規学卒

の持点で「農業」を職業として選択する場合(新規

学卒就農)と，一度，他産業に就業した後に「就農j

を選択する場合(離職就農)がある

その後，第 2段階として「就良形態の選択期jを

向かえる.就iESの形態としては，以下の 3点が考え

られる.①自らI22:業技術や民地などの有形.1Hfi形の

経営資源を獲得して農業経営を開始する形態，争将

来的には個別経営での就農を図的とするが，農業技

術の習得などにおjする不安から民業研修を受けた後

に就農する形態、，③民業法人のお:良として民業へと

就業する形態がある.

続いて，錦、3段階は，第 2段階の②から派生した

「就農準備・研修段階」がある.就段取締研修には，

運営主体の性質上の迷いから大きく 2つの方式があ

る:ll.一つは，一般農家や段業生産法人等，民聞が

となるもの，もう一つは，市町村やr/JfllJ村

農業公社， ilS業大学校等の公的なセクターが運営主

体となるものがある 民間主導型の研修では，民業

生産の働き手として?研修生」を佼iRづけ， O]T方

式 .1)によって技術習得をさせている.他JJ，公的セ

クター主導型の研修では研修生」を地域段業の:tB.

いヂとなる農業者としての7守成を目的としている.

このうち，公的セクター主導型の民業研修では，

その性質上，公的支援を比較的円滑に受けることが

できる とりわけ，農地保有合理化事業を行う市町

村民業公社が運営する農業研修では，農地取得が凶

葉(gな新規参入者に対して農地のf'j'介を行っている.

こうした公社型農業研修は，研修教育のみならず，

就農後に課題となる良地問題への対応に大きな意義

があるものと忠われる.
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3. 久万農業公爵における研修事業の実態

(1) r久万農業公園J型研修システムの概要

久万高原町では， 1998年に農業後継者の育成を尽

的に「研修事業」と研修の運営主体となる「農業公

関アグリピア」を整備し，研修および‘就農支援を行っ

ている.その背景には，過疎高齢の進行により地域

内の農業労働力が減少し，夏秋野菜の産地維持が困

難な状況から担い手育成が求められたことがある.

鴎 1には，久万農業公園型研修システムの概要を

示している.伺研修システムには，大きく 3点の特

徴がある それは，技術習得と地域社会への参入を

両立する研修内容，研修中から終了後までの包括的

な就農支援体制，柔軟な研修システムの再編体制の

3ぷである

1)技術習得と地域社会への参入を両立する研修

内容

同研修で重点的に取り組むのは， トマトの養液土

耕栽培である.養液ゴ二耕によるトマトが主な研修Ej

f=1である恕自は，①当該地域の大玉トマトが「マル

キュウトマト jとしてブランドを万引友;しており， JA 

松山市への販売ノレートが確立されていること，②

JA松山市がIIIJ内に選来場を完備しており，研修生

は栽培技術の習得に専念できること，③単身者の労

働力でも栽前ーができる等の理由からである.

研修 l年目は，基礎的な技術習得を目的に，作業

就長室段露書

一就き整形態由
選択期

l 
経営基盤支援の;m;n.

住宅の斡旋

. n量林議後縫者用住宅

司町営住宅{言霊祭者)

性が良く栽培管理が容易な鉄骨ハウスの中で-1'寄木

の定植から出荷までの養液土耕栽培における一連の

過程を学習するような実習内容となっている.研修

2年自には年目に習得した技能をもとに，パイ

プ。ハウスを利用して栽培を行っている.利用する箇i

場が地下水の冠水を来すことや商の本数を増加させ

ることから，厳しい条件のなかで実践的な対応が求

められる内容となっている.

これとは別に，特徴的な研修として「農家回り J

というプログラムがある. これは， 1ヶ月に 2，3度，

トマト栽培を行う地元農家主ピ訪ねて，臨場を見学し

ながら栽培上の疑問を尋ねるものである.研修期間

中に，多くのi爵湯を見て農法や関場設営の比較検討

ができる.また，地元農家とのi飯識を形成する良い

機会となっている.

2) 研修中から就農後までの包括的な就農支援

体制

同研修卒業では，農業研修とともに大きく 4つの

就農支援を受けられる.第 lに，研修生は f久万高

原町新規就農促進条例Jに基づいて，研修段階に応

じた 3種類の「資金支援Jが受けられる. まず，研

修期間中の生活費用をfI出来するために「農業研修補

助金j として町内出身者に万額 12万円， UlJ外出身

者には月額 15万円が交付される.また，研修を終

了すると，施設整備や農業機械購入を釘的に「農業

資金緩助の)ffcn

統産量挙儀・

研修期
: I 鱗術研修(1年隠) i∞ 研修綴隠中(2年間

璽謹璽融量

長整地の仲介

rn霊地保有合翠化率議」

→「研修生j に転貸

1 什 [肉容]室主脅ハウスを利用した u 

i ハ 養液土織埼の蹴研修 11襲
〉 【指翠綴l元J品A指毒導事繍t良電、 地元屋縫差雲索雲 H 関

: I| 麟的峨技鯛惨飢(α2咋年叩 l防∞ り

[l 【F服パ刈イ仇プ

』 締土移舗の離 ごでJI 

町内出身者 (月額12万円)

・町外出身者 (月怒15万円)

就産量時(任意)

陰茎盤援二盈翠髪鐙笠翁毘重
量霊査議300万円 or率言語交の60拍

裁長室 1年呂(任怒)

障斉規まu塁初年度生活資謝

[鐙与]月額15万円(単身者)

罰 1. 久万農業公璽方式の研修システム (2007年現在)

出典:2007年に実施した久万農業公園への聞き取り扱主主に基づき筆者作成
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機械・施設慈備費補助金j として事業費の 60%以内

または 300万円のいずれか低い金額が支給される.

さらに，就農後 1年間は農業経営による生計の縫立

が閤難であると予想されるため「新規就農初年度生

活資金」として月額 15万円が無利子で貸与される

これらの資金支援を受けるための条件として，研

修生には同IHJで5年以上就農することが義務付けら

れている.ただし，研修期間中や就農5年以内のリ

タイアには，ペナルティーとして受給した支援金の

返済義務が生じる.

第2に，研修生に対して良池縫保の支援も行って

いる. 2000年には，公園内に(社)久万高原農業

公社を設立し研修生の農地確保を目的に農地保有

合理化法人の指定を受けている.地元の民地所有者

は，不適正に農地が利用されるのではないかとの懸

ら，地域外から就燥を希望する研修生らとの農

地貸借を敬遠する傾向が見られるため，農業公社が

民地貸借の仲介することで信用を高める効果を付与

している.

第 3に，同研修では，研修生の住宅確保にも支援

を行っている.研修生が単身者の場合には， II!J所有

の段林業後継者用の独身寮への斡旋も手掛けてい

る.また，妻帯者である;場合には，町営住宅への入

間を斡旋している.

最後に，問研修では， 2005年に公器内に設設さ

れた「久万高原町営農支援センター」が中心となり，

研修修了生に対し就農後の定活支援を行っている.

研修終了生に対する支援内容としては，元JAの営

民指導員に委託して研修終了生を巡回して農業経営'

の相談に乗るほか，公園職員も自ら研修修了生のも

とを訪れ，生活相談に乗るなどのサポート体制を構

築している. また，修了主主に対しでも「農家回り」

の機会を提供しており， 2007年も 2度に渡り実施

されている. これらの背景には，研修修了生の中に

農業経営による生計の確立が魁難な者が存在してい

ることがある.このため，就農後数年間を「定着支

援JtiJJとして定めて，経営改善の支援を行っている.

3)柔軟な研修システム再編体制

陪研修制度では，幾度かにわたる研修三五業の再編

が柔軟に実施されてきている.現在までに，①2段

階制の研修方式の導入，②事前研修制度の採用，③

年齢秘阪の撤廃などが笑施されている

現在も，公閣の職員を始め，農協織員，農協共済

(107) 

職員，農業委員，役場職員で構成される「扱い手育

成部会Jを設置して，任意な時期に研修の開始や中

止ができる研修システムの構築と，研修後 5年以内

に同町での農業を辞めたときに生じる支援資金の返

済義務を撤廃することが検討事項となっている.

以上のような特徴を持つ同研修では， 2007年現

在までに， r研修生Jとしてお人を採用している

このうち 3名は研修途中でワタイアしたが，残り

20名は町内に残り， 17名が就農， 3名が現在も研

修中であり，成果を上げている.

(2)研修システムの評価

本会ipでは，久万農業公園の研修システムの評価を，

制度を利用する当事者ーである「研修生Jの聞き取り

調査をもとに切らかにするー

表 1に，研修修了生及び現在研修を受けている研

修生へのヒアリング調査の結果を示している 研修

生の特徴は， 20 歳前半~50 歳前半と幅広い年齢層

である.また，研修以前の設業経験は，アルバイト

経験，市民民間活動，農業大学校や大学農学部で学

んだ者など，程度の差はあるが，何らかの良業経験

者が多い

続いて，表 1をもとに，研修生の制度に対する評

価をみると，次の 3点の特徴が挙げられる.第 lに，

i湾地域の主要作物であるトマト栽培の技術を習得す

る機会を得られたと評悩している (B氏， G氏)

理由は，民業経験を積んだ者でも，研修を通じて同

地域における主要作物の栽;培技術が習得できるため

である.また，農業大学校などの実習は，栽培管迎

などの作業が分組制となっていて，農業技術に不安

を感じている者もおり，彼らにとって実践的な研修

機会は好評を得ている.

第2に， I可研修システムの多様な支援内容を評価

している (A氏， B氏， c氏， G氏).表 2iこは，

就農後の使用している農地の取得方法や経営開始郊

に姿した初期投資の状況を示している新規参入

者」である研修生は，資金聞で!司IllJの補助金を利用

し， s基地面でも公社の農地保有合浬化事業を利用す

るなど，農業公園の支援を活用している.一方の町

内出身者も，就農準備のために資金援助を利用して

いる.以上のことから，研修生が支援内容に魅力を

感じて研修を受けることを決めていることが確認さ

れた.

第 3に， r農家回り」が地域内の農業者との「顔
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表 1. 研修修了生及び研修さたの概況 (2007年 Sfl現在)

(1)新焼参入者

llE語調:ftffill 内容

(1) {I約 :32 h'il. 

(2) tlo))1j リJ1'j

(:3) 111身地 愛知1(→r~'ttiJljr~ .森林組合で就業)

(4)研修JUJliU 2005 "1'~ 2007 "r 
(2i) E~~長経験 1.)" (長野県;11l二村でのアルバイト)

A t1; (6) 主tR~nl!f 11 1ft，会生活のストレス・自分で去を'nしたい

(7)研修双山 支疑似J主に滋)Jを感じたため

(8)研修感悲! 資金媛D)Jや支援内容が充尖していた

(9)経営内作 大正ト 7 ト(11a) 

(J O) 今後の止~:lí!l -q:~~x.の拡大と災3主総'J~~'の徹也

(J) {ド出合 :lli没

(2) i'l})lj フ')1'1

(3) ill身地 大阪(告さ媛以内の大'γ~~~é [R~~~J: ]卒)

(4)研修JUJIIlJ 200:3 {r~ 2005 "r 
B氏 (5) J1~;長級験 イj(苦手ノ lôll!ii~1こ「銚向UE!I:~ぶを絞験)

(6) 就E~~i! ill 食私i自給への司、2主とf民主主の可能1'1

(7)研修JlI'.ilJ ït fJ%支緩への魅)J とトマト i~岐による就段

(8)研修主張:t1t ~ii< i~のJ~動で指導)j主!のぎを!とがあり附惑した

(9)絞れ内科 大eEトマト(:，4a) 

(10)今後のな1"1'lij'iH支術の向上による制収の拡人や

(]) {I荷台 57成

(2) I世主IJ ljJ刊

(3) ill身地 茨城県 (11制定 ，niJ問機総メーカーで'il(;'{;と)

(4)研修JUJIIlJ 2001 {r~ 2刷)2'1 

C氏 (5) E;占業経験 イj(j1flとR!.k L~151!'- と淡城大学の ilf民議FiD

(6) 紘一)l~Jmlll iliLi;段除|での経験からJ;!k;粧をしたい

Dt1; 

(7)研修J'f!111 ;主J霊i¥ilJi.正に魅力を主主じたため

(8)研修感泣! 絞Ltが柔軟に対応してくれたことを，i'YUlliする

(9)経常内科 大正トマト (]5a) 

(10)今後のな!(1J冬場の対策と経常の航u:

(1) "I'P品

(2) t1J)IJ 

(:l) i!l身地

(1)研修}則I:U

(5) E古来経験

(防毒tE:J:m!f11

14 i次

ヲJtI

愛知県(訂Íjl段災機J~ メーカ で閉会)

1999 {I'~ 2001 "1'， (ホウレンソウ抜取の研修)

イ)"(j注業;:':j1主~大"]:!rie(9 {l'IiiJ)) 

好きな災;{，でノLiiを点てたい

(7)研修Jlj!ill ホウレンソウの研修が可能になったため

(8)研修感知 I~!l二的な研修が行えたことを;l'ffllIiしている

(的経鈴内科 ホウレンソウ(延べi市街 70~ 100 a) 

(10) 今後の必:1句述iH'~<，!}の liil!l1tと新たな作物の滋入

(2)町内!l¥身者

E!k家調査.rrill 内容

22成

(2) fJy)lj :JJ!吃

(:3) :uよfJ出 間JIλj

(4) 研修j羽将司 2006 {ト~ 2008 {ド

E氏 (5)段業経主主 {j (淡;ね':j校.1災業大学校)

(研修'1')(6)就段耳HIIJ J:;J:林業で'1.)1を立てたい

(7)研修現1I1 tミ業大学校の';t ~~fに不満を感じたため

(8)研修N&立! 「決議~Im り」により多様な災法が学べた

(9)絞'J;!;内符 大二Eトマト(J5a) .水稲 (30a) 

(J O) 今後のな向地域R!J;~定の小伎となる民業者になる

(J)守的 26 立

(2) tU)IJ :JJ刊
(3) :Il身地 日IJ内

(4)研修lVJlflj 2004 {F~ 2肌)611

FL1; 
(5)淡業経験 イj(段業;'::;1交民業大学校)

(6)就);!klmrI1 幼少刻jから就』誌を止、していた

(7) (Jf((fl'ltlll E!.k::K大'γ校の onl~lに不満を感じたため

(8)研修感泣! ゴミ家i引り JIこより多主義な災担ミが"'1:ベた

(9)経営内科 大二Eト?ト(12a) 

(JO)今後のyJ:!iiJ}件以の鉱大

(]) {I'長官 33 

(2) fliJ}lj 立問

(:l) ill身地 町内 (1IIj)段以内の食品製造業)

(4)研修j担問 1999 'ド~ 2001 {I 

G氏 (5) 1足業経験 11 (f手%Jiのl，t五し、)

(6)就E!k.gHIIJ i，lijXJ!の;:':;u詰化ために船長;

(7)研修耳1[111 資金支主主と J支術ゴi~~?1 に対するj後方

(8)研修感主! l災;わこ関する知識・技能をねられた

(9)経常内科 どんぐりトマト (8a)

(J O) 今後のなi句作淡効ギーの向上と彬)<~の対処

出典:2007年 8月に実施した研修修γ生(研修生)へのFJ¥Jき 取り調査

注:1)良家Rの雨童話は第 2:ffi'i兼業農家であるが， トマトのf'f+Jはない また，淡家 F.Gf土肉親がトマト栽培段家である.

合わせJの場として機能を持っている点を評価して この一方，改善点として，資金助成額の引き上

いる 也 氏 ， F氏).地域農家への訪問では，挨拶 げやトマトの作れない冬場の所得対策を求める意

や会話をしたり，作業上の疑問点を費関するなどの 見があった (C氏). 

交流を通じて，地元農業者との面識づくりに賞献し

ている.

(108) 
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表 2. 研修修了生及び研修生の経営開始期における農地縫保と初期投資の概況

(1)新規参入者 ei1i立:a，万1'9，% 

tz-地 初期投資
1玉"、Iμ5ョ信、

取得方法 国:fJ'f 購入資材・機械 投資額 補助金割合

A氏 公社の{中介 55 a ハウス(11a)，養液システム，運倣lf!，管'Jm機，敵立機，等 600ヌヨIIj 50% 

B氏 公社の仲介 100 a ハウス (25a)，養液システム， トラクター，管理機，等 9007J円 33% 

C氏 公社の仲介 20 a ハウス(15a)，養液システム，動力噴霧器，畝立機，等 〉 コ

DJ3C 県農業会議の{rl'介 110 a ハウス，小型シャベノレ， トラクター 700ヌ51"1 42% 

(2)町内出身者

農地 初期投資
)}!J:~反

取得刀法 国税 購入資材・機械 投資綴 術助金割合

E氏 所有農地 ハウス(15a)，養液システム， 自主t式防除機玖"1:機，守z 650ヌ71了j 46% 

F氏 所有j災地 ハウス(12a)，養液システム， トラクター 200万円 60% 

G氏 所有農地 養液システム，養液F日夕ンク，作業小屋 300万円 60% 

日l典:2007 年 8 月に実施した研修修了 ~lミ(研修生)への聞き取り調査

注:J)ヨ!ì助金書IJ合J は，初期投資額に「久万高原IlfJ新規就及促進条例IJJ の布IlJlJJ悲準をi即日して試~{したものである

4. まとめ

以 l二，久万民業公閣の研修システムの特徴と「研

修生j による制度の評知liについて見てきた 同研修

システムから抽出される民業研修・就農支援システ

ムの見るべき点として次の 2}誌が挙げられる.

第 1に， r研修生j に対して，指導のみならず就

段後の経営基盤の形成をサポートしている点であ

る 同研修では，研修中の資金支援や住宅の斡旋を

行い，生活基盤を提供している.そして，初期投資

に必要な資金を援助していることに加えて，就農後

の民業経営や地域生活に関する相談体i倒的確立し，

研修後のサポート体flllJ~構築している.

~J 2に，研修生の信用能力の術完や{言j有基擦を形

成する一助となっている点である.地域外からの新

規参入者が，就農地域での信用基盤を確立させるに

は一定の期間宮要するため，研修生は就農後に使j有

する農地を確保することが課題となる(内111

この課題に対して同研修は，農地保有合理化法人の

指定を受けた公社が中I'HJ保有する農地の転貸を行う

ことで解決している これは，地域社会での信用基

盤が確立されていない新規参入者への支援策となっ

ている.また「農家@]り Jによって，就農地域の農

業者との面識を築くことは，研修終了後の地域にお

ける信用基擦の確立の一助となっている.

この 2点より，向研修は f就農準備・研修期」に

(109) 

「経常と生活j の基盤の形成とともに，就農地域で

の r1;言用」の確立にむけた支援を行い，就農前に「生

業一体J と言われる農業の経営基盤を整えるような

サポート体制に見るべき点がある

また，同右ψ肋ミら，市町村農業公社による「新規

参入者j研修システムに果たす意義を抽出すると， (1) 

研修生の民地確保に際して， Jl!J:t也保有合理化事業を

活用して転貸し (2) 研修生の意向を反映した研修

システムの再編1が柔軟にできた点が挙げられる.

おわりに，同研修は，研修システムの成:¥1:に向け

ての大きな示唆を提示していると考える.それは，

システムを柔軟に再編することで iM修生J本{立の

システムを作り上げようとする点にある. 2段賠制

の技術研修を導入したり，年齢制限を撤廃するなど，

研修に受ける当事者にメリットのあるシステムへと

郁新を闘ってきた. これにより，経営基金主の形成を

支援するシステムとして質的な舟上を遂げている.

通常，司ilIlJ村行政による良業研修には，公約機関

の「池域農業の維持」という目的と，新規参入者の

「自己実現」という目的との「請書!f:Jが併存してい

る5¥ しかしながら， r地域良業の市ffjマr-Jは，研修

生が地域に就農・定着することにより，はじめて実

現ができるものである.それゆえ，研修内容を充実

させて「研修生j本位のシステムを作ることが，隠

者の目的を果たすことになると思われる.今回検討
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した事例から，市町村農業公社の「農業研修jがこ

の課題に対応し得ると考える.

注1)インキュベータ卒業に関して，柏 [2Jは「直接*JI

i'1'裂の第三三セクター(市町村民業公社)や]A出資

型法人などが，オペレータや研修生や研修生や職

員に O]T方式を適用した後に，農地の「株分け」

的転貸を行うなどして計画的に地域農業の担い手

意IJII:1をIZJる事業Jと定義している

2) 本稿では「研修システムj を rJl!k3芸研修や就農支

援措置からなる段業者育成の支援体系j と定義し

ている

3) 衣川 [5Jは，新規参入者の支援機関として，支援

目的の遼いから①公的部門，②民間部門，①・②

の仁川均形態としての③淡協部['うという類型化を

行っている

4) O]Tは“onthe job training"の略称で，実際に農作

業を行うなかで必要な技能を習得していく職業訓

練を表している

5) 秋洋 [6Jは，ドi司者の白的の;lfe離を「新規参入者と

受け入れMとの思惑のズレJと表現しているーそ

のうえで，氏は「雨者の思巡のズレのなかにこそ，

新規参入者の存在意義jがあり今日の22業界を

変卒する鍵Jとなる可能性があると指摘している
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