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[272J 農林業問題研究(第 183号・ 2011年 9月)

新規参入者の受け入れにおける地域の農家の支援参加に向けた課題

一公的機関が主導する支援での橋渡し役の確保に叢臨して一

島 義史(北海道農業研究センター)

Problems of the Local Farmer's Participation in Supporting New Entrants into Farming 

Yoshihiro Shima (National Agricultural Research Center for Hokkaido Region) 

The purpose of this study is to darify the prob司

lems of local farmer participation in a support sys-

tem for the new entrants into farming. 

This study analyzed the intention of the local 

farmers about expectation and support for the new 

巴ntrantsin Kumakogen-cho， Ehime. 

The following solutions are proposed 

1.課題

農業への新規参入支援(以下，支援)は，資金や

農地の提供，農業技術や地域での生活に対する助言

など広範沼に及ぶ.新規参入者が円滑に定着するに

は，地域の農家(以下，農家)との相互理解の下で

関係を構築する必要があり，創業後に新規参入者と

臼常的に接する農家による支援が欠かせない.

新規参入者と農家との関係構築に関して，内山[3J

や深田[4]は，新規参入者が地域からの信用を得

るのに一定期間必姿なこと，農家が新規参入者に求

める条件として，集落社会への適応な重視すること

を明らかにし，新焼参入者と農家や社会との仲介的

な役割を担う人や組織が必婆だと指摘する.また，

仲介役を担う人や組織が主導する支援について，原

(福与) [lOJは，仲介役を担う「後見人Jや「後見

人Jが仲介した組織が新規参入者のサポートネット

ワークの形成を促すことを明らかにしている さら

に，伊庭[lJは，地域との仲介役となる NPO法

人が主導する生活面を中心とした支援の実態を解析

し，支援を効来的，効率的に行う条件を示している.

このことから，公的機関が研修農場を整備して技

術習得の機会を設け，あわせて資金の提供や農地の

斡旋を行う公的機関主導の支援タイプ。においても，

仲介役を通じて農家との連携を留り支援の効果を高

(102) 

Improve supporting activity of“the mediator" for 

three or four years even after the training is over. 

Promote interchange with the new entrants and 

the local farmers from an early stage. 

Organize the support system in a farming group 

and residents' association. 

められると考えられる. しかし，仲介役となる農家

が底部する音労は大きく(波野 [9J)，副島他 [7J

や今井 [2Jによって公的機関主導の支援タイプに

おける仲介役の機能は示されているが，仲介役の確

保とそれを通じた農家の支援参加について十分に検

討されているとはいえない.

そこで，本稿では第一に，質問紙調査をもとに新

規参入者を手助けしてもよい人物かどうかを見極め

る期間(以下，見極め期間)，農地の確保や技術習得，

地域への溶け込みについて支援を行う積極性，新規

参入者に対する判断基準といった農家の支援に関す

る意識を把握する.第二に，弱接調査をもとに農家

が支援に至った経緯や支援の意向を分析し，支援参

加において生じる問題点を抱援する. これらを踏ま

え，公的機関が主導する支援タイフ。において，橋渡

し役の確保と農家の支援参加に向けた課題を明らか

にする.本稿では，農家の中から確保される矯渡し

役乞新規参入者を後見して地域社会と仲介すると

ともに，地域に定着するまで伴走者として新規参入

者をケアする者と捉える.

2.対象

分析対象とするのは愛媛県久万高原町である.同

町は，松山市から南へ約 30kmのや山間地域に立
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地し，減反を契機に野菜作の導入が進み，トマト(大

玉)は西日本有数の産地となっている. 1980年代後

半からトマトの作付面積が拡大し 2000年には 29ha 

になり，収穫監は 2，000tを超えた. しかし，生産

者の高齢化が進み，関係機関や農家の中で担い手確

保の必要性が共有され，新規参入者の受け入れ体制

が構築された

同町では，農業公社が支援のワンストップの窓口

となって町，農協，普及センターと連携している (121

1) 1) 新規参入者の多くはトマト作に取り組む.農

業公社が運営管理する実習農場における最長 2年間

の栽培実習のほか，資金調達，良地確保など各種の

支援が行われている.その中でも新規参入者と良家

との関係構築に関しては，研修期間中に「農家回り j

が行われ，研修(修了)生はI22家との面識を作るこ

とができる(高津 [8J). また，新規参入者に対して

民業技術や生活面での指導・助言を行う橋渡し役と

なる相談農家やアドバイザーを設けている.支援を

本格化した 1998年以降，継続的に新規参入者を受け

入れており，本稿iの分析対象に適すると考える 2)

3. 農家の支援に関する窓識

(l)紫問紙調査の概況

質問紙調査は同IIITH地区を対象として行った

(2008 ij三12月). H 地区は実習農場があり，地区内

で創業した新規参入者も多い.質問紙は農業公社が

全 319戸に配布し，郵送で回収した.回収数 121，

有効回答 103であり， このうち農家 81戸の回答を

用いる.また，別途配布した担い手育成協議会員(以

r，協議会員)7名の回答との比較も行う.協議会

員は，新規参入者の活動状況を把握するとともに，

研修生の受け入れ可否の審査や，研修の企画運営に

関わる公社職員，農業者組織代表などである.

(2)見様め期間と支援提供の積極性

新規参入者に対する農家の見極め期!習をみる(図

2). 研修後 1 年未満や 1~2 年という比較的短い期

間を回答したのは約半分に止まり，残りの 47名は

3年以上としている.

新規参入者は，研修期間中から農協の部会に参加

するなど農家と交流する機会が確保されている.研

修後 3年を見極めに要するとなると，新規参入者が

地域に移住して研修期間を含め 5年程度かかること

になる このことは，新規参入者が農業者としての

能力を形成するなどして経営に g途がつく時期に

護って，農家の支援が得られやすくなることを示す司.

%ill王子i構成
爽委主(人)
40 

比(%) ロロココ幾三ま(~
100 数)

30 

20 

10 

。

80 一隅隅協議会
60 員(実

委主)
40 

一也--I災家(累

20 務終成

。比)
--<トー協議会

l年未満 1~2年 3~4年 5~6年
f.¥(累積

研修後の年数 檎成比)

函2. 克撞め期閣の長さ(農家，協議会員)

資料:質問紙調査より作成

主主:見極め1¥1]1笥は，新規参入者を「手助けしてもよい人

物j かどうか見緩めるには研修施設での研修が終

わってから何年くらいかかるかたずねた回答

i可控い手育成協議会 f設業公社

資料:島 [5Jより引用，一部加去を.

(2000年設立田T，j災協，受託者協議会の出総，
・淡地保有合理化事業，新規立UJ達者の育成，
の貸付など
・主主祭10，幹事2，I1!Jl:l:j向4，1.災協出向1，Jill用 1

関 1. 久万高原町における支援体制

(103) 

<p:z:;z穿Zl( 新規参入希~者 〉
今日留と 、、、~ーー ----〆
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支援の受け手である新規参入者にとってサポートが

必要な時期は，支援の出し手である農家にとっては

見極め期間となる.支援の受け』手と出し手との開で

タイムラグが生じており，橋渡し役による支援が特

に求められる時期だといえる.

他方，農家と協議会員の回答を比べると，協議会員

7名中 5名が見極め期間は研修後 2年までとし，見極

表 1. 支援の積穣性と農家の属性

支援の積極役 積極的
中立・

持号機的

平均年齢(歳) 66.1 66.5 

:'751女(人) 37/6 28/16 

トマト 4.9 6.1 

奴売額からみた トマト以外の野菜 12.2 21.2 

中心{宇物(%) 水稲 73.2 63.6 

その他 9.8 9.1 

30羽未満 12.2 13.6 
年間農作業

30 ~ 149 B 51.2 36.4 
日数(%)

150 B以上 36.6 50.0 

資料:質問紙調査より作成.

主主:支援の積極伎は， 自身が新規参入者に対して支援を

行ってもよいかたずねた回答を用いている 「そう

思うJrややそう忠、うJとした者を積極的， rどちら

ともいえないj とした者を中友， rあまりそう恕わ

ないJrそう思わない」とした者を消筏的とした

表 2.支援の積極性と見様め期間，新規参入者に対

する期待

一一一一

支援の積極性 積主要的
中JL'
消機的

緩見
1年未満 28.2 8.3 

1~2 年 30.8 33.3 
め

3~4年j弱 35.9 41.7 
間 5~6 年 5.1 16.7 

差益塁走を支える
期待できる 70.7 35.9 

対す新規
一員として

中主主・期待
29.3 64.1 

る参 できない

期手寺 者入 生活にかかわ 期待できる 73.2 39.5 

tこ る活動を支え 中立・期待
26.8 60.5 

る一員として できない

資料:質問紙調査より作成

注:新競参入者に対する期待は，新規参入者は町や地区

の農業，生活にかかわる活動を支える一良になるか

たずねた回答で， rそう窓、うJrややそう思うJを「期

待できるJ，rどちらともいえないjを「中立J，rあ
まりそう思わないJrそう忠、わないjを「期待でき

ないj とした.

(104) 

め期間が農家より短い.新焼参入者と早い時期から交

流し，研修の様子を知る機会が差是寓であり， これまで

の新規参入者の活動笑綴を理解していることが，協議

会員の見極め期間を短くしているといえる.

次に，支援の積極性と見極め期間との関係をみる.

支援の積極性と農家のE毒性は表 lに示すとおりであ

る.その中で，支援に積磁的な農家の方が見極め期

間は短い傾向にある(表 2). 支援に積極的な農家の

見緩め期間は l年未満が 28，2%であり， 1 ~ 2年と

あわせて 59.0%が研修後 2年までに見極め期間が終

わるとしている これに対し支援に消極的な農家

のうち 58.4%は見緩め期間が3年以上となっている.

また，支援の積極性と新規参入者に対する期待と

の関係をみると，支援に積極的な農家の方が新規参

入者を地域の農業や生活に関する活動を支える一員

として期待する割合が高い.支援に積極的な農家の

70%以上が新規参入者への期待を示している. この

ことから新規参入者に対する期待の穣成が農家の支

援参加に影響することがうかがえる.

(3)新規参入者に対する判断基準

支援の積極性と農家が新規参入者に対して支援を

行うかどうかを判断する基準との関係をみる(表

表 3.新規参入者に対する支援を判断する基準

支援の積様性
中立・

積極的消極的 t検定

ある程度の段業の技術が
0.73 …0.19 ** あるか

降りの農家とl司じ作物・ I 0.23 0.42 >>ζ 

栽壌方法か

差是協の部会活動にffA機的
0.88 0.22 

カミ

判断 人柄がよいか 1.75 0.93 ネキ

準基
結婚しているか -0.08 …0.38 

地区の滋そうじゃ本メIJり
1.43 0.46 *，事

作業に積極的か

土t!!.1Rの冠婚葬祭やイベン I 0.85 
0.38 * トに積緩約か

地区の紡災や助け合い活
1.29 0.55 本不

動に積極約か

地区に言葉を持っているか 一0.17 -0.15 

資料 質問紙調ままより作成

注:1)それぞれの判断基準について，あてはまる =2，

ややあてはまる =1，どちらともいえない =0，

あまりあてはまらない =-1，あてはまらない

=-2と得点化した平均値

2) 料は 1%，勺主 5%の水準で手iî~主主主があることを

示す.
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3) .人柄に加え潜そうじゃ妨災など集落活動に関す

る項目の値が高い.また，支援に積極的な農家がい

ずれの項目でも中立・消極的な農家を上回り，新規

参入者に対する要求が11幅広いことがわかる.中でも，

「ある程度の農業の技術があるか」や「農協の部会

活動に積極的かj の値も高いことから，農業技術の

レベルや部会活動への参加1状況を重視する点は，支

援に積極的な農家の特徴といえる.

このように，農家による支援参加に向けて，部会

や自治会の活動での取り組みが重要であることがわ

かる. fjf;会や自治会は，活動を通じて農家による新

規参入者への期待が醸成される場でもある.公的機

関主導の支援タイプにおいても，新規参入者の部会

や自治会における活動を助言するなど，支援範囲と

してカバーしていく必要があるといえる

4. 支援参加の経緯と問題点

(1)支援を提供している農家の概況

面接調査は，新規参入者に段地を貸す民地提供者

(4名)と相談農家やアドバイザーといった橋渡し

役 (2名)に対して行った (2010年 2月).対象とし

た支援者の概況を表 4に示す.農地提供者は高齢農

家であり，支援者①・③は子弟が後継する予定はな

表 4. 調査した支援者の概況

民地提供-x 防波し役
支民主}j-

① ② ③ ③ ⑤ ⑥ 

g~J也 日j也 E~J世 t三j也 uこ十主iti
校術1t1i，持

支itのHl!r}1J
íJ~{J l~ fJt {J l~ VE fJ l~ iJJfJl; fl1;f:} 

~I;j丙 1111 の

助言

文}!1を始めた
20rWI' 200411 200711 2005王i 200411三 200.1iI 

n.'iJりj

経常 i水111 46 a 62a 18 a 15 a 

iuifi'i 1 向11 20 a 10 a 50 a 民地l主児

111件 20 ha 2:1 a 30 a 2 ha :10 a ，nに移ぷ

iーなi'H哲 水稲 水flTI )j，!，u トマト

111J }~!}~~ç 品;・ 11三対
立95 k98 

I)J77 2lQさ
リ369

(下線、はWJ衿:者)
2lJlli 五71 ぶ!IT 立76

女60
不IYJ

立66 リJ57 ~J :JO 

{血IW'$c品、 リJ36 VJ60 
リト18

立:14 不明
立45

子<1';0)
x 。 × 。

義主ir'I":.E

支J互を錠jlloす B氏(ト C氏(1
C氏.D氏

A-E氏

る続出参入お
A氏(トマトl'I斗

マト作) マトi'F)
(トマトf'1'l，

合む13名i
E氏(隊長)

トマト fiij 元従!品';;v
特ù~:jP:fi 十I交流

会支出;*て g~指導H
の総数

rm:lliIきJ&り調査より作 I&:

(105) 

く，支援者②・④の子弟は退職後に就良する予定で

ある.いずれも前年まで水稲を作付けていた農地を

新規参入者に貸与している.

また，技術面や生活面での助言を担当する橋渡し

役はトマト部会の支部長や元農協営農指導員であ

り，栽培技術や指導経験を見込まれて選任されてい

る.主に技術指導を行う支援者⑤は地区担当，技術

指導と生活面の助言を行う支援者⑥は全!日Iを活動範

聞としている

(2)農地提供の経緯と意向

支援者①~④について農地提供の実態と意向を表

5に示す.貸与している農地は，支援者④が最大で

40 aであり，支援者①・③・③は新規参入者が確保

している農地の一部を提供している.地代は 2~5

万円 /10aであり，貸借契約更新時に引き下げられ

る傾向にある.

もともと農地の貸付け;志向があったのは支援者①

のみであり，支援者②・④は農業公社からの働き掛

けがあって支援提供に去っている.農業公社の後見

が農地貸付けの不安を軽減させることがうかがえる.

民地提供に対する事後評価をみると，貸して良

かったとする支援者①・②と，袋して後悔している

としづ支援者③・④とに分かれる.事後評価には，

新規参入者の営農状況に加え，周辺農家からの評価i

が影響している.支援者①・②は A氏の農作業の

熱心さを挙げ，支援者②は周辺農家の高い評価も指

摘している.これに対し，支援者③・④は，新規参

入者の良作業，民地利用への取り組みや出荷量と

いった経営成泉への不器仏心配を回答し，支援者④

は周辺農家の評判も後悔の理由として挙げている.

このように，創業時の農業公社による後見が農地

提供の掘り起こしにつながるものの，周辺農家の評

価が農地貸付け後の意向に反映されることから，農

地の継続提供には農家である橋渡し役の後見が重要

だといえる.農地貸付けにおいて闘場周辺の草刈り

を考慮する農家の意向や冬期に農外就業する新規参

入者のライフスタイルについて，新規参入者と農家

の相互理解を進めることも支援の継続性を確保する

上で橋渡し役に求められる役割といえる

(3)栽培技術や生活面の指導・助言における問題点、

次に，橋渡し役となっている支援者⑤・⑥につい

て支援の内容や意向を務理する(表 6).指導や助

言の方法をみると，自身のハウスにおいて新規参入
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表 5.農地提供の実態と農地提供者の意向

支援者一
疑供しているi災地，契約の援要

面積，生産条件 j 地代・期間など

① |官LJtてやる舟水が磁iIiZR::ZJ更新制土 l主主主号?;幾

② 19 a. 1枚だけ離れている.13.6万円， 5年 [長建築公社の{中介があり{言用できる.

③ 

資料:関きJ&り誠3をより作成，

決めていない

12万行， 3年(更新lIIiI主
20万F'l， 5年)水稲が作
れるようにしてJl3遼

貸して後悔している

ため数年i主主更すが，
渓してもらう.殴6む

に巡惑を滋けている
良くない.Jj幼虫絡用も不足しているトマト

をネめに切り上げ他の仕事におる点も不
満 Ct'i;に主主Jiq:すると反発する.

表 6. 相談農家，アドバイザーの支援の内容と窓向

事7燦参入者の印象や指導・助言tこ対する窓、肉
3z:疑者宅

内容

指毒事・助言

方法 指導・助二?の実主主litr

@ 

⑤ 

まを料;r.溶き耳元り調査より作成，

者に作業工程を見せて理解させ，必要に応じ一緒に

作業を行う.また，新規参入者のハウスを訪問し，

技術の指導や生活関での悩みを開き助言を与えてい

る.他方で農地提供者から出される新規参入者の苦

情に対するケアも行っている.

橋渡し役となった経緯をみると，農地提供者と同

じように農業公社からの打診を橋渡し役としての支

援提供のきっかけとしている.農業公社による後見

は橋渡し役の確保においても重要となっている.

指導・助言の実施後に直面する問題をみると，新

(106) 

規参入者の経営成果の補償ができないことに対する

精神的な負担や農繁期にはどうしても指導がそf-薄に

なる点が指摘されている.また，多様な新規参入者

に合わせて支援する難しさが問題となっている.加

えて，支援者@は橋渡し役活動の継続性を考慮して，

自身の後を引き継ぐ者の確保が求められることを挙

げるが，橋渡し役の役割が多岐に渡るため容易では

ないとしている.

このように，公的機関が主導する支援タイプにお

いては，公的機関の後見が橋渡し役の縫保を促すこ
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とができる.今後は負担の軽減と後継者の育成対策

として，公的機関によって選任される橋渡し役を組

織的に支える取り組みが重姿になるといえる

5. まとめ

本稿では，農家が新規参入者に対する支援の提供

の可否を判断する見極め期間を明らかにした.見極

め期間である研修後 3~4 年は，新規参入者が創業

した直後で支援が必要とされるにもかかわらず良家

からの支援は得られにくい. このため，見極め期間

において橋渡し役の活動を強化する必要があろう.

一方で，農家と協議会員の見極め期間の違いから，

新規参入者との関係形成の機会を早くから設けるこ

とで，見極め期間の短縮が期待できることも切らか

になった.民家からの支援提供の円滑化には，久万

高原町において笑施されている研修期間中の rJ;J;家
間り jの充実も求められよう.

また，新規参入者に対する農業や生活面で地域を

支えるという期待が，民家の支援提供の積極性をも

たらすと考えられ，さらに，農家は支援提供の判断

基準として新規参入者の部会や自治会での活動を重

視することが示された.加えて，橋渡し役の確保に

関しては，指導の負担や後継者の育成などが問題と

して挙げられた. これらの点を踏まえると，農家の

支援参加を促進するために，部会や自治会の中で橋

渡し役を中心とした組織的な支援の受けlfllが整備さ

れることが重要だといえる.

本稿の分析から，公的機関が主導する支援タイプ

では，研修期間中や創業時において新規参入者が農

地や橋渡し役を確保するにあたって必要な後見を提

供するという利点が確認された.しかし創業後の

いわゆるアフターケアの課題も示された.支援を主

導する公的機関は，研修期間中から創業後へと，部

会や自治会といった地域の組織への引き継ぎを念頭

に置いた支援の体制やプログラムを整備していくこ

とが必要であろう，

付記

本稿~f土科研費 (22780215) の助成を受けたもので

ある

注1)久万高原町における支援の内容は，島 [5]，高津 [8J

に詳しい.

(107) 

2) 質問紙調査において， これまでの支援状況からわj

断し，どの主体が支援を強化すべきかたずねたと

ころ，公的機関の支援に加え• E~ t1;~の部会や自治

会といった組織の支援を挙げる者が7割近くいた

また，半数以上が回答者自身についても，支援の

強化が必要だと問答している.段栄公社が主導し

て支援が展開されてきたが，今後は私的な主体に

よる支媛充実の必要性が認識され，民家の支援参

加を促す素地は形成されていると考えられる.

3) 新規参入者の経営者能力の形成や定着までの期間

について，原(福与)[loJは定着の目処と考

えられる 5年J，全国新規就良相談センター [6Jは，

f農業所得で生計が成り立つ目安として， 11寺賂では

就及後 3~5 年j とする.
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