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新規参入者の経営を安定に導く就農前研修のあり方

ーネットワーク型組織での研修を事例に一

小笠原慎一・草野謙三

(茨城県農業総合センター農業研究所)

A Study on Support System for 8eginning Farmers CShinichi OGASAWARA， Kenzou KUSANO) 

I 目的と課題

2012年度より， r青年就農給付金J制度が開始

され，これまで以上に若年層が農業に参入するこ

とが想定される。そのため，新規参入者の経営を

安定に導く支援が必要になる。以下では，新規参

入者の支援状況について先行研究を整理し，本稿

の課題を位置づける。

江川[2]によると，新規参入者の支援は，農地の

斡旋や技術習得のための研修制度，資金対応，そ

して住宅支援等の入口対策と，収入安定や地域融

合等の出口対策があるが，就農後の経営を安定に

導く出口対策の取り組みは十分ではないと指摘し

ている。新規参入者の経営を安定させる方法につ

いて，江川[3]は経営管理能力の向上を実現するた

めの研修を指摘しているが，経営管理能力を習得

するための研修に求められる要件については言及

していない。また，津田[4]は独立に向けた研修カ

リキュラムの必要性を指摘しているものの，具体

的な内容については言及していない。

先行研究では，新規参入者の経営を安定に導く

就農前の研修内容について言及した研究蓄積は十

分とはいえない。そこで，本稿は，就農前研修の

内容を確認し，新規参入者の経営展開と就農前研

修の関係性を考察することで，新規参入者の経営

を安定に導く支援内容を以下の手順で明らかにす

る。①露地と施設の栽培方式で就農前研修の内容

が異なるのかを確認する。また，②農業所得のみ

で経営を継続している 2名の経営展開の整理を通

じて，経営の安定に寄与している経営管理能力の

特定を行い，③新規参入者の就農前研修を受入れ

る組織が留意すべき点を指摘する。

なお，新規参入で経営を確立するためには，差

別化を図る必要がある。本稿では，差別化の手段

として有機野菜作での参入を事例として考察する。

E 分析フレーム

梅本[1]と八木[5]は，農業経営の安定要件として

経営管理能力の向上を指摘している。本稿は，梅

本[1]と八木[5]を参考に，新規参入者の経営安定プ

ロセスを第 1図に示した。すなわち，就農前研修

において経営管理能力を習得することで経営活動

が円滑になり，経営活動を革新していく際には経

営管理能力の高度化が求められると考える。

就農前研修で習得が求められる経営管理能力は

以下の通りである。①栽培管理は，土作り，育苗

管理，肥培管理，病害虫対策である。②作業管理

は，作業の段取り，人員の確保と配置，機械操作

である。@販売管理は，在庫確認，顧客管理，販

売計画の作成である。④財務管理は，経営状況の

把握，投資・事業計画の作成である。⑤情報管理

は栽培履歴の記帳に加えて，農地の賃借や技術情

報を得るために，地域のしきたりや規範に基づい

た行動をとれるように情報を収集することである。

経営管理能力と経営活動の関係は以下の通りで

ある。経営資源獲得では，投資・事業計画の作成

といった財務管理や，人間関係を良好にすること
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研修開始2週間は研修修了生の下で作付け計画

や機械操作等の指導を受けた後，夫婦で研修に取

り組む。そして，研修修了後は ]A管内で就農し，

有機部会に参加する。有機部会は 24戸で構成され，

その内 12戸が新規参入者である。なお，部会が必

要とする供給量を上回る部分については，自由に

販売できることから，独立後に収量を向上させ，

自ら販路を開拓し，販売する事例も見られる。聞

き取りから得られた研修内容は以下の通りである。

①栽培管理の習得支援は，定期的な座学等はな

く，研修修了生がメンターとなって作物の生育段

階で問題が発生した際に助言を行っている。また

有機部会では，講習会を通じて栽培に関する知識

と技術の向上を図っている。なお，メンターは，

作物選択の変更等で担当が交代する場合がある。

②作業管理の習得支援は，メンターや有機部会

員の経営を参考に時期ごとの作業内容の把握やJ

Aが作成している栽培暦を活用している。

③販売管理の習得支援は， ] Aが作成した販売

計画に基づいて，出荷の 1週間前までに出荷計画

を個人ごとに作成し， ] Aへ提出する。出荷計画

は，技術が未熟な研修生や就農したばかりの研修

修了生が優先的に出荷できるようにしている。

④財務管理の習得支援は， ] Aに経営情報が集

約されるため，研修中から経営改善の助言がなさ

れる。また，独立後の投資計画の相談なども実施

されている。そして，青色申告会への加入によっ

て，経営状況の把握を意識付けている。

⑤情報管理の習得支援は，栽培履歴を記帳し，

それを ]Aに提出している。また，メンターや研

修修了生からは，水はけや日照条件が良好な農地

の情報が提供されるとともに，研修中に就農地の

土壌改善をしなければならないので，土壌改善の

日程と工程が助言される。

「ゆめファームやさと」の研修の特徴は以下の

通りである。① ]Aから作付け前に提示される単

価や日量を基に生産計画の立案が可能であること。

②生産計画を実行するための栽培管理や作業管理

を部会の講習会やメンターへの相談によって習得

できる。つまり，販路が確保されている有機部会

のネットワークを通じて，経営管理を習得すると

ともに，市場への参入が実現している。
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で農地の確保を円滑にする情報管理が必要である。

技術情報収集では，生育方法といった栽培管理や，

適切な作業を行えるような作業管理が求められる。

資材調達では，栽培に適した資材を選定するため

に情報管理が要求される。生産では，適切な生育

管理をする栽培管理と生産計画を実行していくた

めの作業段取りといった作業管理，そして作業内

容を蓄積し，作業改善を図っていく情報管理が必

要になる。出荷・調製では，人員の確保や配置と

いった作業管理が求められる。販路開拓と販売で

は，在庫の確認，顧客管理，販売計画の作成とい

った販売管理が必要となる。
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②作業管理④財務管理

分析フレーム第 1図

JAの研修と経営安定の関係皿

「ゆめファームやさとj の研修内容

「ゆめファームやさとj は， ] Aやさとが地域

農業の維持と有機農業の振興を目的に行っている

研修事業で， 10年以上の実績がある。研修期間は

2年間で， 1年に 1家族，妻帯者が対象となる。

研修中は1.8haの研修圃場を 2組の研修生で担当

し，農産物は]Aを通して販売される。研修中は，

県の助成金を活用しながら， 1年目は月 16万円，

2年目は月 14万円が ]Aから支給されるが，助成

分を差し引いた残額は]Aからの貸付金である。

貸付金の返済は研修中の販売収入で行われ，貸付

金を上回った金額が，研修生の就農準備金となる。

1 
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2 新規参入者A氏の経営展開

A氏は 30代で就農8年目の研修5期生，前職は

塗料販売の営業である。家族構成は妊娠中の妻と

子の 3人である。販路があることに加えて，独立

している修了生がいることから研修を開始した。

A氏の経営展開は以下の通りである。就農初年目

は70aから開始し， 10品目の栽培で，販売金額は300

万円である。主力作物はニンジンと小松菜である。

A氏は研修修了生から水はけや日照条件が良好

な農地で就農するように助言を受けて，営農に適し

た農地情報を収集した。そして，農地は管理が杜撰

にならないことを条件に借りることができた。農地

を確保できた背景には， J Aの研修生であったこと

から，地主から適切な管理がなされるという期待が

ある。独立後の農地管理は雑草を生やさないように

することで信頼されるようになり， 3年目に隣接す

る30aを， 5年目に隣接する80aを借り受けることに

なる。地主だけでなく，その子息とも良好な関係を

築けていることから，農地の返還要請がないと判断

し， 5年目に井戸を設置した。

就農に当たっては，自己資金で出来る範囲から経

営を始め，営農活動で得た利益を投資に活用した。

販売金額が500万円を超えて，農業所得のみで経営

を継続できるようになった就農5年目には，栽培ノ、

ウスや管理機，井戸を整えた。労働力は夫婦2名で，

A氏は関場管理から出荷・調製作業まで全般を担い，

妻は子育ての関係もあり，出荷・調製作業のみに従

事している。現在は， 180aに10品目を栽培し， 700 

万円の販売金額である。

技術情報は，有機部会の講習会に加えて，インタ

ーネットや書籍を通じて収集している。就農3年目

までは園場特性の把握や作業段取りが不十分で，作

業時間に余裕がないため，技術は研修の延長線上に

留まり，新たな技術の導入に至らなかった。設備が

整い，作業時間に余裕が生まれた就農5年目からは，

透明フィルムを土壌に被覆し，太陽熱によって，雑

草の繁茂を防ぐとともに，土壌病原菌を死滅させ，

品質向上を図る技術である太陽熱消毒の導入を試

行するなど，技術導入に取り組んで、いる。資材につ

いては， J Aやホームセンターから購入している。

出荷・調製は夫婦で担い，販売はJAを通じて行う。

A氏の経営が安定した要因として以下の 2点を

指摘する。①農地の選定は JAが斡旋するのではな

く，研修生が自ら確保する。 A氏は営農に適した農

地を確保することができたが，研修修了生の中には，

営農に適した農地に関する情報を誰が持っている

のかを把握しておらず，農地情報を十分に取捨選択

することができなかった者もいる。そのため，営農

に適さない農地で就農することになり，現在も農地

条件によって収量や品質が左右され，その改善を課

題としている研修修了生もいる。以上のことから，

研修中に農地情報を収集し，農地の情報を取捨選択

する情報管理が就農地の選定に必要となる。

②生育環境を整える資本形成に関して， A氏は粗

放な農地の管理を避け，地主と良好な関係、を築くこ

とによって，農地の返還要誇を防いでいる。農地の

返還リスクを低減することによって，農業機械等の

作業性の改善に対する投資だけでなく，井戸を設置

し，生育環境を整える投資が可能になる。 A氏は井

戸を設置するまで，濯水のために水を運んでいた。

そのため，運搬に時間がかかるとともに，生育状況

から濯水が必要と判断しでも適切な対応ができな

かった。井戸の設置により，適切な時期に濯水を行

うことで，生育が安定するとともに，作業時間に余

裕を生みだし，太陽熱消毒等に取り組むことができ

た。太陽熱消毒を導入し，作物の生育状態を記録し

ていく中で，生育管理の方法を改善した結果，規格

外品が減少した。その結果，ニンジンの出荷量が 3

倍に培える成果を得ている。

一方，井戸の設置等，資本形成が不十分な研修修

了生は，濯水が必要な時期に実施できないことから

発芽不良や生育不良が生じている。また，対応が後

手になることで，作業時間に余裕がなくなり，適切

な対応がとれないことから，収量や品質が安定せず，

就農から10年が経過しても貯金を活用する等，農業

所得だけで経営を継続できていない。

A氏の事例から，露地野菜作で新規参入し，経営

が安定するためには，第2図に示すように段階を踏

んでいく必要がある。まず，就農に当たっては，優

良農地を確保するために，農地の情報収集を行う必

要がある。また，地主との関係構築に取り組むこと

で，農地の依頼が寄せられ，規模を拡大することが

できる。次いで，経営が安定するまでの移行期にお



いては，農業機械をはじめとする作業性の改善に対

する投資に加えて，生育環境を整えるために井戸等

の濯水設備に投資が必要になる。これにより，生育

状況に応じて，適切な時期に，適切な対応が可能と

り，作業時間に余裕が生まれる。時間の創出によっ

て，技術の導入を試行できる。技術導入によって作

物の生育状態に変化が見られるのかを記録・観察し，

栽培管理を改善することで，品質向上と収量が安定

する。以上の段階を踏んで経営が安定に向かう。

第2図 露地野菜作参入における経営安定要件

N U社の研修と経営安定の関係

1 研修内容

U社は，施設野菜作の有機栽培を中心に新規参

入者を受け入れて育成し，フランチャイズ農場を

展開している。有機栽培の契約栽培を中心とした

フランチャイズ制度のため，新規参入者の生産状

況が，直接， U社の経営にも影響を与える。その

ため，独立後の経営を安定させる就農前研修の実

施が想定されることから，適切な事例と判断した。

U社の研修は県の助成金を活用しながら，月に

約 15万円が支給され，社員と閉じ週休2日制をと

り，作業時間は社員よりも 1時間早い開始で行わ

れる。研修を週休2日制にしている理由は，研修

生に計画的な作業の実行を意識させ，休日を取る

ために効率的な作業体制のあり方を考えさせるた

めである。研修の 1年目は社員の下で収穫や調製，

包装作業に従事し， 2年目は担当ハウスが割り当
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てられて，社員に相談しながら研修生が自ら生産

計画や作業計画を立案し，パートの配置を行うな

ど独立後の経営展開を意識させている。そして，

3年目以降に農場長として就農する。 2005年から

研修制度を開始し， 7名が就農している。聞き取

りから得られた研修内容は以下の通りである。

①栽培管理の習得支援は，実地での技術習得と

月に 1回，座学での知識習得が図られている。ま

た，研修を修了し，独立した農場長が集まる会議

に参加することで，独立後に直面する課題と解決

方法の理解が図られている。

②作業管理の習得支援は，ハウスごとに 1年間

を52週に区分した生産計画が立てられ，誰が，何

を，いつまでに実施するのかを明記した作業指示

書を作成し，活用している。研修2年目からは，

研修生が作業指示書を作成し，それを社員の確認

をとってから，作業が実施される。この作業管理

では，計画立案とその計画を実行するためにパー

トの配置等の作業管理の習得が促されている。

③販売管理の習得支援は，研修中も独立後もU

社を通じての販売となるため，顧客管理や販路開

拓などを具体的に意識した研修内容とはなってい

ない。研修中も独立後も契約日量の供給を義務づ

けているが，違反した場合のペナルティはない。

④財務管理の習得支援は，簿記講座など外部研

修の機会を活用しているが，独自の研修はない。

ただし，独立後5年間の期間でどういう作物を，

どれくらいの生産量を目標にしていくのかという

事業計画の作成支援は実施している。

⑤情報管理の習得支援は，日々の作業内容をコ

ンビューターで記録し，いつ，どういう作業を実

施したのかを栽培履歴として記帳させる。また，

地域社会と良好な関係を築くために，住民や地主

への配慮について指導している。

U社の研修特徴は以下の通りである。①販売先

との契約を履行するために，週単位の作業計画を

立て，パートの配置や作業内容に関する作業指示

書の作成を通じて，無理，無駄を避ける方法を理

解させる。②独立した農場長と関係性を持つこと

で，独立後の経営を意識した研修が行える。つま

り， U社のネットワークを活用して実践的な経営

管理を習得するとともに，市場へ参入している。
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2 新規参入者B氏の経営展開

B氏は 30代の未婚で，就農6年目の研修1期生，

前職は製薬会社の営業である。 U社を研修先とし

たのは，販路が確保されており，研修手当が支給

されること。また，農地斡旋があるからである。

B氏の経営展開は以下の通りである。経営資源

獲得に関して，農地はU社の紹介で確保した。農

地を確保することができた背景には，地主がU社

の事業に対して信頼を寄せており， U社の研修生

ならば適切な管理がなされるという判断があった。

就農施設等資金の800万円でハウス 12棟を建設す

るとともに，隣接地にU社が建設した 12棟のハウ

スをリ}スで借り受け，初年目は 24棟で、小松菜，

ほうれん草，水菜を栽培し，販売金額は 720万円

であった。労働力はB氏と収穫作業に地主夫婦2

名を4時間/日で年間雇用して確保した。 2011年

にリース 12棟を買い上げ， 2012年には隣接地に

U社が所有していた8棟を買い上げた。現在はハ

ウス 32棟で，小松菜，ほうれん草，水菜を年間6

作栽培しており，販売金額は 1，000万円である。

労働力はB氏に加えて，収穫作業に地主夫婦2名

と女性1名を4時間/日の年間雇用である。

技術情報は，就農初年目はU社が中心で、あった

が，年数が経つにつれて病害虫が発生した場合に

は県の研究機関に相談を行い，資材はメーカーか

ら情報を得て， U社の系列会社から購入する。ま

た，出荷・調製作業はU社が請けおい，販売はU

社を通じて行うため， B氏は生産に集中できる。

B氏は就農初年目から黒字化を達成し，経営は

安定しているが，その要件を第3図に示した。 U

社の販売機能を活用して就農することで，何を，

いつ，どれくらい供給すればいいのかが明確にな

っている契約取引である。そのため，ハワスの回

転率を向上させることで，安定した農業所得が可

能となる。また，毎年の経営成績について， U社

の社長から改善点の助言を得ることで，キャッシ

ュフローの円滑化を図っている。

生産計画を達成するためには，ハウス回転率を

向上する必要があり，生育上の問題を回避するた

めの栽培管理と作業の進捗状況に応じた作業管理

が求められる。ハウスの回転率を上げる技能習得

については，生育に問題が生じる前の栽培管理と

作業の遅れを防ぐために作業管理の習得支援が指

摘できる。まず，栽培管理について，研修から就

農した現在に至るまで， U社の総農場長が週に 1

回巡回を行い，作物の生育状況を確認し，生育に

遅れが出ている場合には，総農場長から保温資材

の活用方法等の助言を得ている。また，独立した

農場長7名が毎週集まり，栽培履歴に基づいて，

病害虫の発生状況や対策を共有し，栽培管理の向

上を図っている。また，生産計画を達成するため

に，誰が，何をするのかという作業の進捗確認と

週単位での作業計画を立てている。例えば，研修

中に行っていたように播種目から逆算し，肥料散

布，耕起，鎮圧の作業日程が遅れないように，ど

の作業を優先するのかを考えて行動している。

栽培管理と作業管理の能力が向上していく中で，

ハウスの増設によって販売金額を高めることがで

きる。ハウスを増設するためには，財務状況から

適切な投資時期を判断することに加えて，キャッ

シュフローの円滑化が求められる。キャッシュフ

ローの円滑化については，資金の流れを把握する

ために，県が開催する簿記講座に参加している。

また，次年度の経営展開については， U社の社長

から毎年，経営成績に基づいた助言を得ている。

例えば，人件費が膨らんでいる場合には人の使い

方を改善じている。さらに，ハウスの場設といっ

た投資時期を判断する際には，財務状況の把握に

加えて， U社の社長に相談を行うことで，無理な

投資を避けている。

販売起点の就農

-作物の状態から管理時期
を見極め，適切な対応能力
を身につけること

-時間単位の作業計画に
沿った作業実施

-経営体質の改善

・投資時期の判断

第3図 施設野菜作参入における経営安定要件



V 考察

本稿は，有機野菜作に関する就農前の研修内容と

新規参入者の事例調査を通じて，新規参入者の経営

を安定に導く就農前研修のあり方を明らかにした。

露地野菜作で参入する場合には，①就農時に優良

な農地を確保する必要があること。②作物の生育段

階に応じて，適切な時期に，適切な対応がとれるよ

うな環境を実現する経営管理能力が求められる。

①経験が乏しく，技術が未熟な新規参入者の場合

には，営農に適した農地で就農することによって，

品質や収量を安定させることができる。農地の選定

については，水はけや日照条件を判断するために，

農地の情報収集を行い，情報の取捨選択ができるよ

うに優良農地の条件を理解させる必要がある。

②農業機械に代表される作業性の改善に対する

投資に加えて，井戸等の作物の生育環境を整える資

本形成を支援する必要がある。井戸は農地に固定さ

れる設備になるため，投資が回避されやすいが，生

育状況に応じた潜水を行うことで，時間的余裕が生

まれる。時間に余裕が生まれることで，技術の試験

導入が可能となり，栽培管理の改善によって，品質

や収量が向上し，経営が安定に向かう。

施設野菜作で参入する場合には，施設建設に投資

することから，計画的な借入金の返済に向けて，①

ハクス回転率の向上と②キャッシュフローの円滑

化を実現する経営管理能力の習得が必要である。

①ハウスの回転率を向上させるためには，生育に

問題が生じる前の栽培管理と作業の遅れを防ぐた

めの作業管理の習得支援が必要になる。例えば，生

産計画を達成するために，誰が，何を，いつまでに

行うのか。そして，どの作業を優先して行うのかを

理解させる必要がある。

②キャッシュフローの円滑化は，経営体質を改善

するために，計爾よりも余計に費用が発生している

部分を特定することが求められる。また，財務状況

に応じた投資計画を立案するために財務管理の習

得支援が必要になる。例えば，研修中に生産費の項

目ごとに目標を示し，目標を達成するためにどのよ

うに経営をしていくべきなのかを独立後も継続し

て指導することが必要である。
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VI 結語

本稿の事例である ]Aや農業法人での研修は，出

荷時期，規格，品質，数量，価格といった契約取引

を通じて市場へ参入している。以上のことから，新

規参入者の経営を安定に導くためには，市場への参

入に向けて，安定した販路を持ち，技術や知識，ノ

ウハウを共有できるネットワーク組織での研修が

望ましいといえる。

今後，新規参入者の就農前研修を受入れる組織が

留意すべき点、として以下を指摘する。

露地野菜作の研修受入れ組織は，①水はけや日照

条件が良い優良農地で就農し，営農に適した農地で

規模拡大するために，人間関係の構築を円滑にする

情報管理を習得させ，情報の取捨選択を行えるよう

にすること。②品質と収量を安定させるためには，

作業性の改善に加えて，生育環境を整える必要性を

理解させ，井戸等の設置を含んだ資本形成を迅速に

行えるような財務管理の習得支援が求められる。

施設野菜作の研修受入れ組織は，①計画通りの作

業を通じてハウスの回転率を向上させるために，作

業の優先順位を理解させる作業管理を習得させる

こと。②計画的に借入資金を返済するために，生産

費の各項目の目標を提示し，経営体質の改善方法を

理解させ，キャッシュフローの円滑化を実現するた

めの財務管理の習得支援が必要になる。
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