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There has been a general tendency， wherein the 

number of new色rmershas been decreasing. As the 

number of new白rmers仕omnon-白rmhouseholds as a 

percentage of all new白rmershas grown， so too has 

their importance as the bearer of Japanese agric叫ture.

This study aims to examine the effects of agricul 

tural training systems delivered by agricultural pro 

duction corporations on new farmers. 

The results of a questionnaire survey administered 

1.はじめに

新規就良者総数の推移は， H18年の 81，030人か

らH22年の 54，570人と減少傾向にある，その内訳

を見ると，農家子弟である新規自営就農者は， H18 

年の 72，350人から H22年の 44，800人へと約 4割も

減少している一方で，新規雇用就民者は H18年の

6，510人から H22年の 8，040人へと増加しており，

新規参入者と合わせて，非農家出身者が農業の担い

手として重要となってきている. これまで国・県や

市町村が主体となって，非農家出身者の新規参入者

を増やす取り組みを行なってきたが，新規参入者数

は， H18年以降年間 2，000人前後で推移している

これに対して，新規雇用就農者が新規就農者全体に

占める割合は増加傾向にある (図 1).

新規雇用就農者数増加の背景として，農業生産法

人数の増加があげられる.農業生産法人を介した就

農には，雇用就農と，雇用就農から独立して自ら就

農するケースが考えられる また近年，農業生産法

人が行なう農業研修制度を介した就農も活発化して

おり，民業研修後に新規参入したり，雇用就農する

among agricultural production corporations， are as 

follows: (1) The rate of new employees in agriculture 

increases after agricultural training by agricultural 

production co叩orationslargely because of long-

term training systems and supports to new farmers， 

and (2) New farmers continue白rminglargely because 

they are highly active in their work， and they have 

established sustainable relationships with the corpo-

rations during their training. 

傾向にある農業生産法人における農業研修制度の担

い手育成効果の重要性が高まってきていることを示

唆していると言える ゆえに，その効果の要因を明

らかにすることは，今後の新規就農支援等の担い手

育成において， 重要な課題である.

しかし，農業生産法人が行なっている農業研修制

度の実態やその就農効果の有無について，これまで

個別の事例研究は見られるものの，就民効果の要因

にまで言及した研究は少ない そこで本研究では，
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等の動きが見られるようになった このことは，新 図 1. 新規就農者数の内訳と雇用就農者数の割合

規参入者数が停滞している現状を踏まえると，増加 資料 ・農林水産省 「新規就農者調査」より作成
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農業生産法人における農業研修制度の担い手育成効

果とその要因を明らかにすることを目的とした.

具体的には， i全国インターンシップ受入台帳j(全

国新規就農相談センタ一発行， 2010年版， 2011年版)

に掲載されている農業生産法人(189社)を対象と

して， 2011年 10月に郵送法によるアンケート調査

を実施(有効回答率は 44.4%)し，農業研修制度の

実態を把握した さらに，同アンケート調査結果の

データを用いて，研修後の研修生の新規就農率と農

業定着率を算出し，それらに影響を及ぼすと考えら

れる農業生産法人の属性及び農業研修制度に関わる

様々な項目との関係性の有無を，統計的に明らかに

することによって，農業生産法人による農業研修制

度が有する就農効果の要因を分析した.最後に，以

上の結果を踏まえて，農業生産法人が行なう農業研

修制度による農業の担い手育成の普及可能性につい

て考察した.

2.行政による新規就農支援と課題

(1)行政による新規就農支援の内容

新規就農者の確保のために，新規就農支援が全国

的に始まったのは， 1987年に全国新規就農相談セ

ンターが新規就農ガイドセンターを設立した以降で

ある.非農家出身者が新規参入をする際には，経済

的条件や農業技術の獲得等，様々な障壌が存在して

おり，それに対して，資金支援制度や就農相談窓口

が各自治体によって整備されてきた しかし， 1990 

年代では，新規参入者や新たに農業経営を開始した

経営主のうち，各種支援等を利用している割合が約

4割程度であり，また，当時の全国の新規就農者数

の内訳を見ると， 40歳以上の離職就農者がその大

半を占めていた. 2000年代以降，資金制度や自治

体主導の技術研修プログラムの整備等，支援メ

ニューの拡充が進められ，若年層の非農家出身者を

中心にそれらの利用率は約 6割に上昇した(島[lJ).

近年，研修体制等を整備する都道府県数が飛躍的

に増加しており，営農技術に関する支援が重視され

ている 1) これまで技術研修は，農業技術センター

や農業改良普及センタ一等の公的機関が，主に農家

子弟や中高年の離職就農者を対象に行なっていた

が，近年，若年層の非農家出身者にまで対象を広げ

ており，同時に民間部門(農家や農業生産法人等)

が実施する農業研修制度への依存度も高まってきて

いる 2)

(2)行政による新規就農支援の課題

行政が主導する新規就農支援は整備されてきてい

るが，いくつかの課題点が指摘されている.

一つは，農業研修の内容に関して，経営面におけ

る実践的研修の不足があげられる.公的機関では，

実践的な経営感覚や先進的な技術が身につきにくい

といった課題が指摘されている(津田 [2J). 

もう一つは，就農後の継続的な支援の不足があげ

られる.新規参入者を専業経営者として成立させる

ためには，資金面や技術面，販売面等の支援を就農

後も継続して行なうことが望ましいが，従来の行政

による支援では，就農後の支援が十分に整備されて

いるとは言えない状態にある(侃鏡 [3J). 

現状では，新規参入者数の停滞に加え，就農5年

固までに農業所得で生計が成り立っているのは，新

規就農を果たした非農家出身者のうちの概ね 30~

40%しかいないことが指摘されている(島 [lJ).

この背景には， このような従来の行政による新規就

農支援に関する課題があることがあげられる.

( 71 ) 

3.農業生産法人に対するアンケー卜調査の結果

(1)回答法人の概要

アンケート調査における回答法人の概要は，以下

の通りである.回答法人の設立年次は 1990年代以

降が 86%，企業形態では株式会社(特例有限会社

も含む)が 76%を占めている.また，農業研修制

度は，回答法人の 70% (84社中 59社)で実施され

ている.回答法人で生産している作物は，全国の農

業法人全体 3)と比較すると，i稲作j，i露地野菜j，i施

設野菜j，i果樹」の割合が大きい(図 2). また，

農業生産以外の経営部門については，経営部門を 2

部門以上設けている法人が，回答法人の 6割以上を

占めている.その内容を見ると，農業法人全体と比

較して， i農産加工事業」や「観光農閤」等の経営

部門を設けている割合が大きく，回答法人では多角

的に経営を展開していると言える(図 3)

(2)農業生産法人の研修制度の実態

1)農業生産法人の研修制度の内容

回答法人が農業研修制度を行なう目的を見ると，

「地域農業の担い手を育成するためj (59.3%)， i法

人の正社員を募集するためj (64.4%)， i法人の労

働力確保j (54.2%) となっていることから，地域
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といった財政的支援よりも，法人の信頼性に基づく

紹介・斡旋が中心であり，新規就農者が地域社会の

中で自らの信頼性を構築する手助けを 目的としてい

ると考えられる.

一方，回答法人が就農後に就良者に対して行なっ

ている提携内容は， i資材等の共同購入j，i作物の

販路請負 (自社ブランドとして販売)jであり， i就

農後の提携は行なっていない」 よりも割合は低く

なっている. しかし，その提携内容は，就農者の経

営安定に繋がるような内容であると言える.

2)農業研修制度の実施・不実施の要因

回答法人における農業研修制度の実施の有無と，

各法人の経営規模や経営内容等との項目聞でク ロス

集計を行ない， χ二乗検定によって，良業研修制度

の実施に影響を及ぼしている要因について統計的に

分析した.有意な関係性を示した回答法人の属性は，

「法人の設立年次j (p値:0.045)， i栽培品目の多品

(72 ) 

農業に貢献するためと同等か，それ以上に，自己の

経営に資するこ とを期待していることが分かった.

回答法人の 9割以上が， 3項目以上の研修を実施

している.その内容を見ると， i圃場作業研修」 は

9割近く実施されており， i加工作業研修j，i直売所・

スーパ一等の販売研修j，i経営理念や思想、教育j，i座
学(栽培知識，作物知識)jは「園場作業研修」や「耕

運機など機械の研修jよりも実施割合が低いものの，

新規参入者全体めが受けた研修内容よりも高い割合

で実施されている.つまり，栽培技術に関わる内容

だけでなく ，加工作業研修や販売研修等の販売 ・経

営 ・管理を含めた実践的な内容に取り組んで?いる法

人の割合が高いと言える(図 4). 回答法人が新規

就良者に対して，就農時に行なう支援内容は， i農

地の斡旋，貸付j，i居住地の紹介j，i作物の販路紹

介」であり， これらは 「就農者に支援は行なってい

ないJよりも割合が高い(図 5). また，資金支援
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自化J(p値:0.025) (図 6)，i経営部門の多角化J(p 

値:0.044) (図 7)であった. 設立年次が 1990年代

以降の回答法人では，研修制度を行なっている割合

が高くなっている. また， 栽培品目が多品目化する

ことや，農業生産以外の経営部門の多角化によって

も，研修制度を実施する割合が高くなっている.

1品目

2品目

3品目

以上

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図6.栽培品目の多品目化と研修の実施有無
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図7. 農業生産以外の経営部門の多角化と研修の実

施有無
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の条件
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一方，研修制度を実施していない回答法人に対す

る設問と して，研修を行な うために必要な条件を尋

ねると， i資本金の余裕J(23.8%)や「農地面積の

余裕J(23.8%) に比べて 「研修事業によって自治

体から資金 ・技術支援を受けられるこ とJ(42.9%) 

が最も多く回答された(図 8). 行政による資金面

等の援助の有無が，研修制度の実施の要因の一つに

なっていると考えられる.

(3)農業生産法人を通じた新規就農の実態

1)農業研修制度を通じた新規就農率

各回答法人ごとの農業研修制度を通じた新規就民

率 5)を「就農者なしJi新規就農率 25%未満Ji同

50%未満Jr同50%以上」に区分し，法人の経営内

容や従業員規模，研修内容等との項目間でクロス集

計を行ない， χ二乗検定によって，新規就農率に影

響を及ぼす要因を統計的に分析した

新規就農率と有意な関係にある項 目は， r研修期

間J(p値:0.021)(図的，r就農時の支援の有無J(p 

値 :0.000) (図 10) であり ，研修期聞が長く，就良

年
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図 10. 就農時の支援の有無と新規就農率
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ず，研修期間の長さと就農時の支援の有無に影響を

受けることが明らかとなった

2)農業研修制度を通じた新規就農者の農業定着率

就農後の新規就農者の農業定着率 6)を見ると，新

規就農者の 80%以上が現在も農業に定着している

とした法人が，新規就農者を輩出した回答法人の

40%に及んでいることが分かつた.そこで，良業定

着率を i50%未満j と i50%以上」に区分し，法人

図 11. 就農における支援や提携の有無と農業定着率 の研修内容や，就良時の支援等との項目間でクロス

資料。アンケート調査より作成 集計を行ない， χ二乗検定によって，農業定着率に

意欲を重視

していない

意欲を重視

している

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図12 研修生の就農意欲の重要度と農業定着率
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時の支援を行なっている法人の方が，新規就農率が

高いことが示された. これらの結果は，農業生産法

人における民業研修制度が，新規就農率を高める効

果を有していることを示していると言える.つまり，

研修期聞が長くなれば，研修生が通年の作業体系を

体得出来，営農感覚を養えるため，研修生の新規就

農の可能性が高まると推測される.また，就農時に

法人から，農地斡旋等の支援を受けることによって，

法人を通じて就民地域における就良者の信頼性を高

めることが出来るので，参入障壁が引き下げられ，

新規就農率が高まると考えられる.

しかし「栽培品目の多品目化」や「経営部門の

多角化」といった研修制度の実施に影響を及ぼす要

因として明らかにされた法人の属性や，特定の経営

作物や農業生産以外の経営部門といった項目は，研

修生の新規就良率に影響を及ぼすという結果が得ら

れなかった また，研修中により多様な内容の研修

を受けることで，新規就農率が高まると予測したが，

研修内容数 (園場作業研修や機械研修等の項目数)

も，新規就農率との聞に有意な関係性は見られな

かった.研修制度を通じた新規就農率は，農業生産

法人の経営内容や研修内容の影響を受けるとは言え

影響を及ぼす要因を統計的に分析した.

農業定着率と有意な関係にある項目は， i就農に

おける支援や就農後の提携の有無J(p値 0.064)(図

11)， i採用時の就民意欲J(p値:0.056) (図 12)で

あった.良地斡旋等の就農時における支援，または，

共同出荷等の就農後の提携を行なう方が民業定着率

は高く，新規就農者が農業を継続する要因になって

いると言える また，研修生の採用時に就良への意

欲を重視している農業生産法人においても，農業定

着率が高く，研修生の意欲も良業を継続する要因で

あると言える.

しかし，技術研修に加えて，座学研修等を行なう

ことによって，研修内容が多様化し農業定着率が

高ま ると予測したが， 座学研修の実施や研修内容の

多様化は民業定着率に影響を与えるとは言えず，ま

た，新規就農率に影響を及ぼす要因として明らかに

された研修期間も，良業定着率との聞に有意な関係

性は見られなかった.研修制度を通じた農業定着率

は，農業生産法人の研修内容やその期間に影響を受

けるとは言えず，就良における支援や就良後の提携

の有無と，研修生の就民意欲の有無に影響を受ける

ことが明らかとなった.

(74 ) 

4. おわりに

本研究では，農業生産法人における農業研修制度

後の新規就農率を高める要因として，研修期間の長

期化と就良時の支援が明らかになった 前者は，地

域農業の担い手育成という目的だけではなく，法人

の貴ー重な労働力を確保するという農業生産法人自身

の目的によって，農業生産法人が Onthe Job Training 

を主体とした長期間に及ぶ研修に取り組みやすいと

考えられる それによっ て，研修生が作期に合わせ

た営農計画を立てることや，年聞を通じた労働配分
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を経験するなど，行政支援では不十分とされていた

経営面における実践的な研修が実現しているため，

新規就農率を高めていると考えられる.また，後者

も行政支援における課題とされていた点で、あるが，

農業生産法人にとっては，就農時に支援を行なうこ

とによって，研修生の経営安定だけでなく，法人の

自社ブランドやマーケットシェアの拡大が見込まれ

るという点で，課題ではなくメリットとして認識さ

れていると考えられる.ゆえに，農業生産法人によ

る積極的な支援が行われ，新規就農率を高めている

と考えられる.

一方，農業定着率を高める要因は，就農者自身の

意欲や，就農者と農業生産法人との良好な関係の維

持であり，農業研修制度が就農者を農業に定着させ

る効果を有しているとは言えない.

以上のことから，農業生産法人における農業研修

制度は，非農家出身者に就農を促す効果は有するが，

定着させる効果は見られず，それだけでは十分な担

い手育成効果を発揮出来ないと考えられる.

しかし，担い手育成を考える場合，まずは就農を

実現することが重要であり，その意味では，農業生

産法人による研修制度への期待は大きく，上述のよ

うに研修制度を行なうことによる法人のメリットが

存在していることから，今後普及する潜在的な可能

性も有していると考えられる

一方で，農業生産法人が自身の研修制度を通じて，

地域農業の担い手や，新規就農者との連携を通じた

経営拡大を目的とする場合には，栽培品目の多品目

化や農業生産以外の経営部門の多角化等，農業生産

法人にとって負担となる課題も存在する.また，研

修制度は経営者のリーダーシップ等の資質に依存す

る部分も存在する. これらの課題を解消する方策と

して，例えば，複数の農業生産法人による研修制度

の組織化 7)が考えられる. これにより，栽培品目の

多品目化や農業生産以外の経営部門の多角化が実現

し，研修生を採用する際にも各法人と研修生との聞

でマッチングを図ることが出来るので，就農効果が

高まることが期待される.

注1)新規就農支援を実施している都道府県で， I研修体

制の整備」は9道府県 (H7年)から 36道府県 (H23

年)と広まった これは，新規就良支援を実施し

ている都道府県の 81.8%に当たるー(全国新規就農

相談センタ-HP H24年7月現在)

(75 ) 

2) 公的機関が単独で実施している形態の研修制度を

持つのはお道府県，民間(先進農家等)との共同

で実施している形態の研修制度を持つは 28道府

県. (全国新規就農相談センタ-HP H24年7月

現在)

3) 全国新規就農相談センター「農業法人等に闘する

調査結果J(法人数，回答率)を全国の農業生産法

人のデータとした.

4) 新規参入者全体とは，全国新規就農相談センター

「新規就農者の就農実態に関するアンケート調査」

(2010年)の調査対象者を指し，ここでは，新規

参入者と自営就農者を対象としている.

5) 回答法人が，当アンケート調査実施時までに，受

け入れた研修生の累計人数を分母にし，その内，

研修後に独立して自ら就良した累積人数を分子に

して算出した値を新規就農率とした.

6) 回答法人が，当アンケート調査実施時までに，議出

した新規就E王者の累積人数を分母にし，その内，向

調査実施時当時も継続して農作業に従事している人

数を分子にして算出した値を農業定着率とした.

7)法人の組織化の例として， NPO法人「阿蘇エコ

ファーマーズセンターJが挙げられる.
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