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　本冊子は、農村高齢者の能力活用を促進するためシニアのおかれている状

況（統計とアンケート調査）、定年退職シニアの活動、高齢者が活躍する集落

営農、特産品生産事例をとりあげ、シニアがいきいき活動する場の創出をど

のように確保するか、その場合、有効となるワークショップの方法など実証

結果を踏まえて取り上げた。

■事例の出典

　①掲載した事例

　　平成 20 年度　高齢者活動優良表彰事例のうち農村地域部門

　　　定年帰農者活動の事例を掲載

　②その他の事例

　　社団法人　全国農業改良普及支援協会で運営している

　　　EK-SYSTEM「普及現地情報データベース｣　（2008 年以降 )

■高齢者とシニアの表記について

　●高齢者：統計上の「65 歳以上」をさす。

　●シニア：「60 歳以上」をシニアとし、記述の対象とした。
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 1

図１ 1995 年、2000 年、2005 年の基幹的農業従事者年齢階

層の推移（農林業センサス） 
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図２ 男女別年齢階層別シニア

の基幹的農業従事者数の推移（農

林業センサス） 

Ⅰ 農山村シニアのおかれている状況
 

 

１．統計で見るシニアの状況 

 

（１）農業従事者の減少とシニア依存 

基幹的農業従事者数という統計から

みると、1995 年に 296 万人いた農業従

事者が、2000 年には 240 万人、2005 年

では、224 万人と減少を続け、この 15

年間に約 72 万人が減少している。この

大半は、高齢者の離農である。しかし

ながら、その年齢階層を見てみると、

シニア（高齢者）への依存が大きくな

っている。シニアというのは、統計上

65 歳以上の年齢層をさす。その割合は

1995 年に 39.7％、2000 年に 51.2％と半数を超え、2005 年には

57.4％、約６割を占めようという状況になっている（図1、参照）。 

基幹的農業従者というのは、農産物の販売に従事している人で、

農業生産に従事した人（農業就業人口）のうちふだんの仕事が農

業を主としている人をさす。この定義だと他産業に従事している

兼業者は数値に反映せず、他産業に兼業できないシニアが多くな

る傾向になるが、日ごろ食料農業生産を支えているという意味で

は、「基幹的」である。 

５年間ごとのシニアの数は、1995 年 25 万 6 千人、2000 年 24

万人、2005 年 22 万 4 千人と減少している。この統計をシニアに

焦点を当て、男女別に示したのが図２である。1995 年では男女

とも 65～69 歳層が多数を占め、加齢にしたがって減少していた。

つまり、高齢に伴い農業を辞することができた時代ということが

できる。それが 2005 年になると男では逆転し、75 歳以上の年齢

層がもっとも多くなる。女は、３つのシニアの年齢階層がほぼ同

じ規模になっている。基幹的農業従事者数の全体から見た割合を

男女あわせた数でみると 75 歳以上層は、1995 年 7.61％、2000

年 12.74％、2005 年 20.60％と２割を超えた。これは、15 歳以上

５歳刻みで設定した年齢階層で も多いものである。食料農業生

産において高齢化が極度に進み、なおかつ、75 歳以上に大きく依存する傾向が強くなったことを示して

いる。このような大きな変化は、何を示しているのだろうか。シニアはどのような状況で食料農業生産

に従事しているのだろうか。 
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図３ 年齢階層別基幹的農業従事者数の推移 2000 年、

2005 年（農林業センサス） 

（２）定年退職者の就農と新たなシニアの問題 

シニアだけを対象にしてこうした状

況を把握するには、無理がある。同じ

基幹的農業従事者数の全年齢階層で示

したグラフをもとにシニアのおかれて

いる状況を見てみよう。 

図３は、先の基幹的農業従事者数を

2000 年、2005 年の全年齢階層での実数

を折れ線グラフで示している。2000 年

では、70 歳になると従事者数は減少し

て、離農ができていた。それを支える

ことができたのは、彼らの子供世代、

45～49 歳層の従事者の存在であるこ

とが推定される。 

しかしながらそれが 2005 年になると

シニアの離農が減少し、しかも 75 歳以上層への依存度が増す。シニアの離農を支えた子供の世代の就

農従事が、少ないことがその背景にあることが推定される。つまり、後継者世代が兼業先の退職時期が

近づいても定年帰農が芳しくないことを物語っている。 

全国の年齢階層別数値を５歳刻みで整理して、５年間の変化をみる作業で、例えば 2000 年に 65～69

歳の年齢階層は、2005 年には 70～74 歳層に移行する。その数値の変化は、同年齢層の５年間の変化と

してみることができる。こうして得た数値をみると全国で 70～74 歳層を除き、いずれの階層でも増加

に転じている。つまり、同じ年齢層では基幹的農業従事者は増加し、全体の減少は、高齢となって離農

するものがほとんどであるといえる。特に大きい値を示すのは、60～64 歳層で、全国で 6万 5千人とな

る。その前後の年齢層を足し合わせると 11 万人に達する。いわゆる定年帰農をする人を中心に新たな

就農とみることができる。数値は大きくなるが、全体で離農する 15.8 万人のカバーに匹敵する規模と

なっている。しかしながら、こうした層が離農する高齢者の技術水準をカバーしているとはいいがたく、

75 歳を超えても離農できない状況が存在していることが読み取れる。 

こうした状況を 47 都道府県別に同じグラフで作成し、動向を見てみた。紙面の都合上、それを提示

することはできないが、2000 年から 2005 年にかけて全体の基幹的農業従事者数が、増加に転じた県が

存在する。増加の割合の高い順に示すと三重県 6.49％、島根県 5.68％、滋賀県 5.36％、千葉県 4.30％、

茨城県 3.38％と続く。増減がほとんどない県が福井県 0.38％、福島県 0.30％、奈良県 0.00％、神奈川

県-0.60％である。全国的に基幹的農業従事者が減少する中で、増加県が複数あることに一縷の希望を

見ることができる。 

特に、著しい過疎と高齢化問題の象徴的な存在であった島根県が増加に転じたことは注目に値する。

島根県の場合、基幹的農業従事者の増加を支えたのは、定年帰農者といわれる年齢層が新たに就農を支

えている。周知のように島根県は、著しい過疎化、高齢化に対応して昭和 50 年からいわゆる集落営農

の原型ともいうべき対策がとられてきた。定年となって農業に従事する姿が地域農業の新しい形が見え

てきたことによる効果が大きいと思われる。 
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図４ 「農山村シニアの暮らしの実態調査」の構成 

２．アンケートに見るシニアの暮らしの実態 

 

以上のような動向の中でシニアはどのような暮らしをしているのか、実際にどのような暮らし方をし

ているのか、アンケートと後の述べるシニアのワークショップに参加するひとから実状をとらえようと

試みた。 

（１）暮らしの実態アンケート 

シニアがどのような暮らしをして

いるのか、近年の調査結果がないこと

から、暮らし全般について簡単なアン

ケートを試みた。アンケートの構成を

整理したのが図４である。 

アンケートの対象は、60 歳以上とし、

病気等により回答できない人を対象

からはずして行った。性別はもとより、

シニアの年齢層も①60～64 歳、②65

～69 歳、③70～74 歳、④75～79 歳、

⑤80～84 歳、⑥85～89 歳、⑦90 歳以

上と統計より詳細に設定した。 

シニアの問題で大きいのは健康との

かかわりである。また、シニアと同居している家族構成、シニアの暮らしを支えているものは何か、も

重要な項目である。シニアが食料農業生産、農作業で果たしている役割、家の農地の管理、地域の農業・

暮らしの展望、そしてシニアが暮らしに望むもの等についてたずねた。 

■アンケート実施地域と配布機関 

アンケートを実施した地域は、九州佐賀県佐賀市の中山間地域、富士町の下無津
し も む つ

呂
ろ

、大串
おおぐし

、柚木
ゆ の き

３集

落で、稲作兼業を主体にした地域であり、集落営農など地域農業の再編にこれから立ち向かう地域であ

る。佐賀駅から車で 40 分から 1 時間の距離にある山間地域である。かつては、地域の特性を活かした

多様な農林業が営まれ、林業の重みが大きな地域であった。木材価格の下落で、林業は暮らしを支える

ことはできず、佐賀市、唐津市などの通勤先が 1時間という地の利を活かして、稲作を主体とする兼業

地帯となった。この地域を管轄する佐賀県農業協同組合富士町統括支店は、農業振興に積極的で、 近

特に全国的に注目されている新種野菜、アイスプラント（地域でのブランド「プッチーナ」）を産み出

した農協として、テレビにも紹介された。 

アンケート調査は、三神農業改良普及センター（北部担当）事務所に依頼し、佐賀県農業協同組合富

士町統括支店が、同支店の「営農に関するアンケート」と併行して実施された。ここでは、この地域の

シニアの暮らしを把握するために「営農に関するアンケート」結果の一部を同支店の好意により使わせ

ていただいて述べてゆく。 

配布したアンケートは 160 票、回収されたアンケート票数は 102 票、そのうち集計に用いたのは 96

票である。 
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図５ 年齢階層別シニアの職業 
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図６ 年齢階層別「暮らしを支えるもの」 
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■対象地域のシニアのおかれている状況 

回答者は、96 票のうち、男性が 50、女性 45、性別不明 1票である。 

 

表１ 「農山村シニアの暮らしの実態調査」の基本属性 

  60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 計 

男 12 (24.0) 12 ( 24.0) 7 (14.0) 10 ( 20.0) 7 ( 14.0) 1 (  2.0) 1 (  2.0) 50 (100.0)
女 8 (17.8) 7 ( 15.6) 11 (24.4) 8 ( 17.8) 10 ( 22.2) 1 (  2.2) 0 (  0.0) 45 (100.0)

ＮＡ/ＤＫ 0 ( 0.0) 1 (100.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 1 (100.0)
計 20 (20.8) 20 (20.8) 18 (18.8) 18 (18.8) 17 (17.7) 2 (  2.1) 1 (  1.0) 96 (100.0)

※ （ ）内は％ 

●対象者の職業 

96 名の対象者のうち農林業に従事するものは 30 人（31.3%）、男 19 人、女 11 人である。年齢層は、

80～84 歳層まで分布する。他産業に従事するものは、24 人（25.0％）、男 15 人、女 9 人、80～84 歳ま

で従事している人がいる。これに対して「何もしていない」という人は 40 人（41.7%）であり、男 16

人、女 23 人で、75～79 歳層から顕著になり、うち 29 人（30.2％）がこの層である。このことから 75

歳以下で健康な人は、何らかの職業に従事している。図■でみると、75 歳未満で農業を中心に何らかの

職業に従事しており、75 歳を過ぎると「何もしていない」層が増加するのがわかる。 

●暮らしを支えるもの 
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図８ 年齢階層別健康 

図７ 年齢階層別「自由になるお金」 
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暮らしを支えているものは、96 人中 61 人（63.5%）が「年金」と答えている。これについで「仕事か

ら得る収入」と回答したものは、28 人（29.2％）であった。それに次ぐのが「自給を中心とした農業」、

5人（5.2％）であった。「これまでの貯え」1人、「子供からの仕送り」および「株や債権などの金融取

引」はなかった。対象者の多くは仕事ができる限りの収入と年金が頼りで、子供や仕事以外の他の収入

への依存はほとんどないなかで暮らしている。「仕事から得られる収入」は、70 歳未満までで、「年金」

への依存は 75 歳以上の大半となっている。 

●自由になるお金 

シニアの自由になるお金は、一ヶ月に１万円から 3 万円を中心に分布している。80 歳未満層で、「自

由になるお金はない」としており、70 歳未満層で「一月に３万円から５万円」の使える人が顕著である。 

 

 

 

 

●健  康 

健康については、①健康

である、②仕事をする上で

問題ない、③足腰が弱くな

った、④新聞などが読みづ

らい、⑤杖など補助がない

と歩けない、⑥病院などに

通っている、⑦薬を飲まな

いと調子が悪い、⑧介護･

支援の認定を受けている、

の８項目を設けて複数回

答で質問した。すべての回

答をグラフにすると煩雑

になるので、農作業ができ

るか、否かをみるために、

このうち、③、④は、年齢

層にかかわらず、回答があ
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るため、また⑧については、アンケートの対象を除外したので回答はなかったため除外した。さらに、

農作業従事という視点からグラフのように項目を並び替えて表示した。また、85 歳以上の年齢層は少な

いためにまとめて集計をした。 

「①健康である」および「②仕事をする上で問題はない」との回答は、84 歳以下にみられ、69 歳以

下で特に顕著な結果が得られた。また「⑥病院などに通っている」は、80 歳以上で顕著になり、「⑤杖

など補助がないと歩けない」は、同様に 80 歳以上にだけ回答があった。 

●対象者の家族構成 

対象地域では、「夫婦二人」の構成が 96 人中 36 人（37.5％）と も多い家族構成である。続いて「子

供、孫と同居している」という三世代家族が続き、25 人（26.0％）となり、「子供と同居している」は

22 人（22.9％）となり、二世代同居と、三世代同居が 46.9％を占めている。これに対して「単身世帯」

は、６人（6.25％）となり、65～69 歳が 1人、70～74 歳が 2人、75～79 歳が 2人あり、85～89 歳の年

齢層のシニアが 1人ある。地域が兼業可能な地域であり、３人以上の同居が大勢を占めている。 

●介護・支援および家族員の介護の状況 

介護支援のサービスを受けている対象者はなく、デイ・サービスを受けている 80～84 歳層の女性が 1

人だけである。また、家族員の介護をしている対象者は 8人となっており、少ない。 

 

アンケート回答が可能な対象者だけの回答から見る限り、この地域の 60 歳以上の対象者は、年金を

暮らしの支えとして、子や孫と同居をしている状況がうかがえる。兼業先が比較的近くに存在している

ことが大きく影響している、と言えよう。 

 

■対象者の暮らしの状況 

●農業･農作業への従事 

「農業・農作業はしていない」人は 96 人中 13 人（13.5％）と少なく、対象者の多くは、「家庭用の

野菜などをつくっている」、96 人中 52 人（54.2%）と回答し、特に、80～84 歳層で 12 人、70.6％とな

っている。いわゆる「昭和一桁世代」である。「農産物販売をしている」は、全体で 12 人（12.5％）、

79 歳以下の年齢層となる。「後継者等の農業経営を手伝っている」は、23 人（24.0％）、84 歳以下まで

が手伝いをしている。 

 

表２ 農業・農作業の従事 

  

①農業･農作

業はしていな

い 

②農産物を販

売している 

③ 後 継 者 等

の農業経営を

手伝っている

④ 家 庭 用 の

野菜などをつ

くっている 

⑤ 直 売 所 に

出す野菜など

を作っている

⑥味噌･豆腐

など加工品を

作っている 

⑦趣味として

農作業をして

いる 

ＮＡ/ＤＫ 

①60～64 歳 2 ( 10.0)  5 ( 25.0) 1 (  5.0) 8 ( 40.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0)  5 ( 25.0)  1 (  5.0) 
②65～69 歳 1 (  5.0)  3 ( 15.0) 3 ( 15.0) 11 ( 55.0) 2 ( 22.2) 1 (  5.0)  5 ( 25.0)  2 ( 10.0) 
③70～74 歳 1 (  5.6)  3 ( 16.7) 8 ( 44.4) 10 ( 55.6) 4 ( 22.2) 1 (  5.6)  3 ( 16.7)  0 (  0.0) 
④75～79 歳 4 ( 22.2)  1 (  5.6) 6 ( 33.3) 10 ( 55.6) 0 (  0.0) 0 (  0.0)  4 ( 22.2)  0 (  0.0) 
⑤80～84 歳 3 ( 17.6)  0 (  0.0) 5 ( 29.4) 12 ( 70.6) 0 (  0.0) 0 (  0.0)  5 ( 29.4)  1 (  5.9) 
85 歳以上 2 ( 66.7)  0 (  0.0) 0 (  0.0) 1 ( 33.3) 0 (  0.0) 0 (  0.0)  0 (  0.0)  0 (  0.0) 

計 13 ( 13.5)  12 ( 12.5) 23 ( 24.0) 52 ( 54.2) 6 (  6.3) 2 (  2.1)  22 ( 22.9)  4 (  4.2) 
※この設問は、複数回答であり、構成比は、年齢階層の数値で計算したものである。また、85～89 歳、２人、90 歳以上、1人と少ない

のであわせて「85 歳以上」とした。（ ）内は％。 
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図９ 年齢階層別「趣味や楽しみ」 

0 5 10 15 20 25 30 35

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①読書　（小説、解説本など）

②音楽･演劇･映画

③登山･ハイキング、ウォーキング

④競馬･競輪･競艇、パチンコなど

⑤旅行（国内、海外）

⑥ジョギング･マラソン

⑦パソコン、インターネット

⑧バードウォッチング、山菜採り･きのこ狩りなど

NA/DK

(人）

図 10 年齢階層別に見た「つきあい」 

0 2 4 6 8 10 12

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①家族･親せき

②職場や仕事の関係の友人

③隣り近所の仲間

④学生時代の友人

⑤趣味や楽しみで知り合った仲間

NA/DK

(人）

●地域等の役職等へのかかわり 

高齢者の役職就任状況は、半数近くが役を持っていない。⑥その他、が 16 人とあるが、この中には

役を持っていないものも含まれると思われる。①集落内の自治会の役職についている、15 人、ほとんど

が 70 歳未満の人である。中には 80～84 歳層で 1 人この役をしているものがある。④老人会の役職につ

いている、75 歳から 84 歳に多くあり、地域の中でも高齢者の活躍する場は多い。 
●技術経験 

高齢者が持っている技術経験について、①大型車両の運転免許が 11 人、男性のみ、84 歳以下に見ら

れる。次に多いのが⑤パソコン操作、で 5 人、70 歳未満だけに限られる。③経理事務、簿記や記帳は、

3 人あり、65～69 歳層にだけ見られる。⑥行政や法律関係の仕事(税務、官公庁勤務)も 3 人見られる。

集落営農組織における事務関係の仕事にも対応できる高齢者が存在することがわかる。 
●趣味や楽しみ 

半数近くの人は設問として用意した趣味や楽しみについて行っていない。もっとも多いのは⑤旅行(国
内。海外)、同じく、⑧バードウォッチング、山菜採り、きのこ狩りが 19 人となった。ついで①読書、

②音楽･演劇･映画が 16 人で同数である。 
●つきあい 
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図 11 年齢階層別農業に対するイメージ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①安全･安心、おいしい食料を作る大切
な仕事だ

②頭も知識もからだも使う望ましい仕事
だ

③自然と接して、環境を維持したりする
重要な仕事だ

④所得を得るための仕事だ

⑤地域の暮らしを維持していくために欠
くことができない仕事だ

NA/DK

(人）

図 12 年齢階層別シニアが望む「したいこと」 

0 5 10 15

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①収入の得る仕事がしたい

②地域が活性化するような仕事がしたい

③趣味や楽しみができる暮らしがしたい

④農に親しむ暮らしや仕事がしたい

⑤どこか会社などに勤務する仕事がしたい

⑥地域に伝わる行事や技術、技を伝える仕事がしたい

⑦地産地消にかかわる仕事がしたい

⑧人にわずらわされないでひっそりと生きたい

NA/DK

(人）

高齢者のつきあいは、①家族や親せき、33 人、ついで③隣近所、31 人、②職場や仕事の関係の友人、

⑤趣味や楽しみで知り合った仲間 14 人と同数が続く。職業が①農林業の人は、家族･親せき、そして隣

近所が高くなり、仕事をしている高齢者は職場や仕事の関係の友人が多くなる傾向がある。年金を中心

に暮らしている人は、家族･親せき及び隣近所の人とのつきあいが大半となる。 
■農業と将来意向 
●農業に対するイメージ 

高齢者は農業についてどのようなイメージを持っているのだろうか。第 1 位になるのが半数の人が指

示する①安全･安心･おいしい食料を作る大切な仕事だ、68 人（70.8％）、ついで③自然と接して、環境

を維持したりする重要な仕事だ、28 人（29.2％）と続く。⑤地域の暮らしを維持していくために欠くこ

とができない仕事だ、26 人（27.1％）、④所得を得るための仕事だ、25 人（26.4％）と続く。年齢階層

による大きな傾向は少ない。 
●高齢者が現在望むもの 
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図 13 年齢階層別農業でしたいこと･できること 

0 5 10 15

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①収入の得られる農業経営

②自家用の農産物をつくる

③都市の人や新規に就農する人たち
に農的な暮らし、農作業を教える

④子供たちに農業の仕方を教える

⑤営農グループに参加して農業をする

⑥地域の農業を支えられる仕事は何で
もする

⑦集落営農などみんなで協力し合って
できる農業

⑧地域の農作業を手伝いたい

NA/DK

(人）

高齢者が現在の条件で望むものは、③趣味や楽しみができる暮らしがしたい、42 人（43.8％）と第 1
位、①収入を得る仕事がしたい、30 人（31.3％）、④農に親しむ暮らしや仕事がしたい 27 人（28.1％）

と続く。②地域が活性化するような仕事がしたい、という回答は、19 人(19.8%)と以上の項目に続くが、

これは年齢層を超えて指示される項目となっている。①収入や③趣味については比較的若い年代で指示

される憧れのようなのぞみであり、高齢になるとこの 2 項目は他の項目の中にうずもれていく。用意し

た項目の中で⑧人にわずらわされないでひっそりと生きたいは、11 人で（11.5％）を占める。70 歳以

上層で顕著になる項目である。 
シニアは、１割程度、「ひっそりと生きたい」と回答するものがあるが、「農に親しむ暮らしや仕事」、

「地域が活性化する仕事をしたい」等の項目にも回答し、健康や体力の条件があるものの、地域の暮ら

しの向上に貢献する仕事を望む意向がうかがえる。 
●農業･農作業でしたいこと、できること 

「②自家用農産物をつくる」が 56 人（58.3%）で、どの年齢層でも高い割合を示す。ついで「①収入

が得られる農業経営」、39 人(40.6%)となる。⑦集落営農などみんなで協力しあってできる農業について、

では 19 人（19.8％）、年齢階層が前期高齢者を中心に支持がある。ここで注目されるのが「⑥地域の農

業を支えられる仕事は何でもする」という 60～64 歳層の存在である。兼業という視点から地域農業に

目が移行して、改めて地域の農業を見たことがこのような回答を産み出した、と見ることができる。こ

の年齢層は「⑦集落営農などみんなで協力し合ってできる農業」についても反応が高い。地域農業を考

えるために中心になる層であることがわかる。シニアがいだく貢献は、自家用野菜づくりを中心に農に

かかわる仕事を求めているといえるだろう。可能であれば、地域農業の振興に何らかのかかわりを持ち

ながら余生を過ごしたいと考えているといえる。シニアのこうした意向を反映できる地域農業振興策が
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0 5 10 15 20

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

①わたしが管理する農地はな
い

②家族の後継者に農地を譲り
たい

③地域内の他の人に農地を
貸したい

④農地を売りたい

⑤農業はやめるが、農地は所
有していたい

NA/DK

(人）

図 14 年齢階層別「農地の将来」 

0 5 10 15 20 25

①60～64歳

②65～69歳

③70～74歳

④75～79歳

⑤80～84歳

⑥85～89歳

⑦90歳以上

①集落は、将来も農業を中心に続い
ていく

②問題はあるが、集落は、将来、み
んなで協力して続いていく

③集落は、将来、農業をするものもい
なくなるが、暮らしは続いていく

④将来、農業もだめになり、暮らしも
できなくなる

⑤近い将来、農業もできなくなり、人
もいなくなる

NA/DK

(人）

図 15 年齢階層別地域の将来 

求められている。 
●農地に対する意向 

②家族の後継者に農地を譲りたい、64 人（66.7%）と 3 分の 2 が回答している。①わたしが管理する

農地はない、と回答した高齢者は 2 名いるがいずれも女性である。この回答から高齢になっても農地管

理はシニアにあることがうかがえる。また、④農地を売りたいと考える高齢者は 3 人しかいない。多く

のシニアが農地の将来において意志決定していない背景には、「もうからない」という農業経営に対す

る状況が存在する。もうからない農業だが、資産としての農地は保有し、継承したい。しかしながら、

後継者に現在の状況のまま、譲ることができない、相談ができないでいる状況と見ることができる。地

域の農業をどうするのか、ビジョンがないところで農地の継承はとどこおり、シニアに負担が大きくな

っていく構造が存在することの大きな背景と見ることができる。 
●地域の将来 

「②問題はあるが、集落は、将来、みんなで協力して続いていく」、49 人（51.0%）と も多く、現

実的な選択をしている。多くのシニアは、将来においても農業が地域に残ることをイメージし、そのた

めには、地域のみんなで協力し合うことを意向で示している。 
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0 10 20 30 40 50 60

24歳以下

25-34歳

35-44歳

45-54歳

55-64歳

65-74歳

75歳以上

不明

①明るい・楽しい・やりがいが
ある。

②上記ほどではないが、農業
をする価値はある。

③暗い・きびしい・もうからな
い・つらい。

④上記ほどではないが、農業
する価値は見出せない。

⑤やらなければならないか
ら、やむなくやっているだけ

不明（複数回答含む）

(人）

図 16 農業に対するイメージ 

（２）地域の営農意向調査結果から 
佐賀県三神農業改良普及センター（北部担当）と佐賀県農業協同組合富士町統括支所ならびに佐賀市

富士支所が地域の担い手農家を中心に将来の地域営農をどのようにするか検討をする「佐賀市富士町集

落リーダー･担い手等経営研究会」を組織し、支援している。同研究会が中心となって、20 歳以上の農

業従事にかかわらず「営農についてのアンケート」を「農山村シニアの暮らし実態調査」と同じ下無津

呂、大串、柚木の３集落において、先行して実施した。アンケートの作成、結果の入力、単純集計は、

「集落営農育成サポートツール」（平成 18、19 年度農林水産省補助事業で開発）を用いて行った。この

調査結果をさらに、全国農業改良普及支援協会が借り受け、基本属性を中心としたクロス集計をし、そ

の分析に協力した。 

この中から①農業に対するイメージ、②今後の自宅の農業経営について、③今後の集落の農業の進む

方向、④集落営農への参加についての結果をとりあげる。分析の対象となる性別、年齢階層別の件数は

表３のとおりである。 

なお、この調査項目は、兵庫県が集落営農育成の初期の段階に実施するアンケート項目を参照して、

地域にあうように修正したものである。 

 

表３ 営農についてのアンケート回答者の性と年齢 

  24 歳以下 25-34 歳 35-44 歳 45-54 歳 55-64 歳 65-74 歳 75 歳以上 不明 計 

男 4 ( 3.2) 10 ( 8.1) 6 ( 4.8) 36 (29.0) 30 (24.2) 20 (16.1) 17 (13.7) 1 ( 0.8) 124 (100.0)

女 0 ( 0.0) 6 ( 6.1) 9 ( 9.2) 20 (20.4) 23 (23.5) 18 (18.4) 19 (19.4) 3 ( 3.1) 98 (100.0)

不明 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (25.0) 3 (75.0) 4 (100.0)

計 4 ( 1.8) 16 ( 7.1) 15 ( 6.6) 56 (24.8) 53 (23.5) 38 (16.8) 37 (16.4) 7 ( 3.1) 226 (100.0)

 

●農業に対するイメージ 

83 名（36.7％）が「②上記ほどではないが、農業をする価値はある」とイメージしていて「①明るい・
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図 17 年齢階層別自宅の農業経営の将来 

0 10 20 30 40 50 60

24歳以下

25-34歳

35-44歳

45-54歳

55-64歳

65-74歳

75歳以上

不明

①規模を拡大したい。

②現在の農業を維持したい。

③規模を縮小したい。

④近い将来、農業をやめたい。

⑤わからない。

不明（複数回答含む）

(人）

楽しい・やりがいがある」を加えた割合は 42.9％となる。これに対して「③暗い・きびしい・もうから

ない」および「④上記ほどではないが、農業をする価値は見出せない」の合計割合、25.2％となり、半

数近くが農業の価値を認めている。こうしたイメージは、世代を超えてみることができる。特に、45
歳以上層において①が見られる。 
「⑤やらなければならないから、やむなくやっているだけ」と義務感をイメージに価値を認めていな

い層は、全体で 23.0％あり、特に 45～54 歳の年齢層と 75 歳以上の高齢年齢層に 3 分の 1 を超えて存

在する。地域における農業の将来展望のなさが反映している。 
●今後の自宅の農業経営 

約回答者の半数に近い 46.5％の人が「②現在の農業を維持したい」と回答している。また、回答者の

三分の一にあたる 34.1％の人が「⑤わからない」および「不明（複数回答含む）」と回答している。現

状維持を望むけれどわからないとするものが大半を占める。「①規模を拡大したい」と回答したものが、

7 人（3.1％）あり、担い手は少ないながら存在している。一方、「③規模を縮小したい」とするものは

15 人（6.6%）あり、経営は厳しいことに変わりがない。「④近い将来、農業をやめたい」は、22 人（9.7％）

となっている。全体の回答から戸別での農業経営の将来性を判断しきれないこと、地域全体の農業の将

来ビジョンがどうしても必要なことを示している、と言えよう。 

●今後の集落の農業 
この設問で 88 人（39.0%）の人が「⑧わからない」および「不明（複数回答含む）」と回答し、地域

の農業になると判断ができないものが も多くなる。89 人、39.4％の人が、現在の戸別経営から地域全

体をカバーする農業経営を望んでいる。現状どおり「⑥個人の農業は個人で行う」の回答は、19.9％と

なっている。集落を単位とする農業のやり方をすぐに検討しなくてはならないことを示している。この

時期を逃すことはできない緊急性の高い回答としてみることができる。この回答を受けて、集落リーダ

ー・担い手等経営研究会は、検討を開始したが、どこから手を付ければいいか、その手がかりを得られ

ない状況にある。数が少ないが、若い年齢層も加えて、シニアも参加した集落単位のアンケート結果の

検討会が早急に開催され、問題意識を共有化する作業、問題点をさらに掘り下げていく作業が必要であ

る。単に、意見を述べ合うのではなく、後述するように、集落でのメンバーが、現状の問題点を分析し、

その結果を共有化する作業から着手することが望まれる。 
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図 18 年齢階層別今後の集落の農業のあり方 
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35-44歳

45-54歳

55-64歳

65-74歳

75歳以上

不明

①共同作業や機械を利用して、全員
で集落全体の農業を行う。

②営農組合が中心となって、オペ
レータが集落全体の農業を行う

③集落内の数戸が、集落全体の農
業を行う。

④転作の団地化など土地利用のみ
を決め、あとは個別に行う。

⑤大規模農家に、集落全体の農業を
まかせる。

⑥個人の農業は個人で行う。

⑦その他。

⑧わからない。

不明（複数回答含む）

(人）

図 19 年齢階層別集落営農への参加 
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35-44歳
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55-64歳

65-74歳

75歳以上

不明

①ぜひ加入したい。

②利用料金や使用方法がおりあえ
ば、加入したい。

③手持ちの機械が新しいので加入
しない。

④共同はわずらわしいので加入しな
い。

⑤規模拡大を目指したいので加入し
ない。

⑥その他。

不明（複数回答含む）

(人）

●集落営農への参加 

今後の集落の農業のあり方についての設問の後、それでは、集落営農はどうかとたずねたものである。

226 人の回答者のうちちょうど半数の 113 人（50.0％）が「①ぜひ加入したい」、「②利用料金や使用方

法がおりあえば、加入したい」の回答を得た。また、「①その他」および不明（複数回答含む）は、54
人、23.9％あり、判断がしかねない人も存在している。 
何らかの理由で加入しない（③、④、⑤の合計）と回答したものは、59 人（26.1％）である。中でも

「④共同はわずらわしいので加入しない」の回答が 31 人（13.7％）あった。 
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■事例１ 男性 72 歳、昭和１２年７月生まれ。（佐賀県佐賀市富士町 Ｍ・Ａさん） 

 

●農業と家族：田が３反、自家用菜園、２畝。妻と二人暮らし 
●これまでの仕事：今は、山仕事中心。71 歳まで生コンの運転手の仕事、20 年位していた。それ以前は、唐津で学

校教材、備品などの営業の仕事。 
●１日の暮らし：朝は６時半に起床。朝食は７時。昼食は１２時。夕食は６時。 

午前中、畑や山仕事をしている。山仕事というのは、田の中の仕事、草刈ったり、清掃したり、畑の仕事をする。

午後も２時ぐらいから山仕事。雨降ればコタツ番が仕事。夜はテレビ、就寝は９時から１０時くらい。 
農繁期（田植や稲刈りのとき）は、６時くらいにおきて田の仕事。５時ぐらいまで。 

●楽しみ：晩酌。パチンコなどは全くしない。昔は貸し本屋で本を借りて、徹夜しても読んだ。山を歩くことは足が

衰えたのでしない。鳥などは、土地の名前だけれどもすべてわかる。ヒヨドリ、ここら辺ではカチョウという鳥が

よく見られる。 
●つきあい：隣近所の人たち。以前、この村には「三夜待ち」という行事があった。村の中を３つぐらいに分けて、

みんなで酒を飲む。自分の属していた三夜待ちは６人がメンバーで、一月に１回当番の家に集まり、夫婦で楽しん

だ。六人のメンバーのうち３人が死んでしまい、今はしていない。 
●もっている技術：生コンを運転できる大型免許を持っている。昔は狩猟免許を持ち、うさぎ、鳥、鴨などをとって

遊んだ。夕方持ち帰り、それを肴に酒を飲んだ。しかし、イノシシが出る前に免許の更新をやめた。 
●旅行：２年前に集落営農の研修旅行があり、帰りに別府温泉に泊まった。研修先は豊後高田市の蕗というところ。

集落の人たちと一緒だった。 
●楽しかった旅行：生コン会社を定年で辞めて、妻と北海道に出かけたこと。 
●唐津から帰ったとき：父が 68 歳で死んだ。帰るときは農業を覚悟していた。その当時は田が５反ぐらいあった。

兼業でやらなくてはならず、田に杉を植えて減らして今の面積になった。 
●とにかく晩酌だけが楽しみ：今は車に乗れば飲めないので、佐賀市に買い物に出ても、すぐ帰る。妻がレストラン

でおいしいものを食べようといわれても酒が飲めないと楽しくない。家に帰り、晩酌をしたいのでそういうところ

にもよらない。 

（３）実際にシニアの暮らしの実態をたずねる 
「農山村シニアの暮らしの実態調査」に併行して実際に地域の農業をどうするか、をテーマにしたシ

ニアのワークショップを佐賀県佐賀市富士町須田集落と福井県Ｋ集落で実施した（Ⅲ章、参照）。参加

者のうち 70 歳以上の４名に、どのような暮らしをしているか、直接たずねた。佐賀県では男性２人、

女性１人で経営規模は５反未満と零細で役職にはついていない人でいずれも夫婦二人の世帯、福井県で

は男性１人で地域の自治会長で経営規模は１町を超える規模と属性が大きく、子供とその配偶者、孫と

同居する三世代の世帯構成と異なる。佐賀県の実態調査対象集落とは異なる集落である。 

４人とも自宅の農業を中心とした仕事を担っており、それぞれの条件にあわせた質素な暮らしぶりが

うかがえる。男性３人は、定年まで他産業で収入を得ていた。農業の従事は、若い頃から作業に参加す

る経験豊富な経歴を持っている。それゆえに、農業に対して抵抗がなく、退職前から農作業に従事して

きた。暮らしを支えているのは、経営規模にかかわりなく「年金」である。農業経営から得られる収入

はほとんどなく、むしろ年金を農業維持に用いている。他産業に従事することが少なかった男性のＳ・

Ｔさんは、年金の額が少なく、隣家の作業請負で生計を維持している。４人とも共通するのが、自給用

野菜づくりに多くの作業時間をあてていることである。少しでも収入を補完することと、農作業の技と

経験をいかす場としていきがいをもって従事している。直売所は販売していないのも共通している。特

に、福井県のＩ・Ｔさんは、年間で 60 作もの自給用野菜をつくっており、冬場にわずか購入するだけ

である。 

●佐賀県佐賀市富士町須田集落 

起床は、日の出が遅い冬場では、女の人は 6時 30 分、男性は 7時から８時近く近くで個人差がある。

女性のＳ･Ｔさんが語るように、おテントウさまが上ればおき、沈めば、家事をしに戻る。 

日常での楽しみは、朝の連続テレビドラマである。男女とも共通している。 
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■事例２ 男性 74 歳、昭和９年５月生まれ。（佐賀県佐賀市富士町 Ｓ・Ｔさん） 

 
●農業と家族：田２反７畝 畑２畝。小作をしないと食べられないので小作を含めて。もっているのは１反ぐらい。

妻と二人。 
●これまでの仕事： 初は、山師、林業の仕事をしていた。伐採や木や山林の手入れの仕事だった。個人の山に頼ま

れて仕事をしていた。５町ほどの山林を請け負っていた。それから製材所に入り、山関係の仕事をした。それも５

年ぐらい。その後、左官の仕事を習い、自分で商売を始めた。63 歳まであっちこっち飛び回った。西は武雄市、

東は北茂安の方まで、久留米や唐津など日帰りでできるところは左官仲間と一緒に仕事をした。 
●１日の暮らし：起床は７時 50 分、朝の連続ドラマが見たいのでその時間に起きる。それをみながら８時ぐらいか

ら朝食。普段はそれから山仕事、田や畑の仕事をし、イノシシ柵をつくってあるのでそれを見て回る。12 時 30 分

ごろに昼食。午後は２時ごろから午前中の仕事を続ける。 
●山仕事：山仕事というのは、新しく生えてきた杉を抜いたり、竹が多いのでそれを刈り取ったりして整理する。木

材が安くて価値がないが、昔から山で育ったのでそれをしている。枝打ちなどきつい仕事は森林組合に頼む。今は、

機械が枝打ちをするが、昔は木に登って作業した。山林は５反ほどある。 
●楽しみ：テレビを見るくらい。孫のところに行くのは楽しみだけれども酒が飲めない、車で行かなくてはならない

ので。晩酌がやっぱり楽しみ。１合の日本酒を飲む。２～３年前に腸閉塞をわずらい１ヶ月ほど入院した。まだ薬

を飲まないと調子が悪い。病気では酒は、１合ぐらい楽しむのはよいと勧められた。昔は村のみんなでする「三夜

待ち」は楽しかった。一月に１回だが、当番の家に行き夫婦でおしゃべりをした。そんなときにむらをどうするか、

問題ができたことなどを話し合うことができた。今は隣近所でそんな風に話しをする機会はほとんどない。 
●旅行： 近の旅行は集落営農の研修旅行で豊後高田に出かけて別府温泉に泊まったこと。 
●今まで一番うれしかったこと：孫が生れたときは本当にうれしかった。 

■事例３ 女性 74 歳 昭和９年生まれ （佐賀県佐賀市富士町 Ｓ･Ｔさん） 
 
ショウブで生れた。見合いで結婚、私たちの時代は親が決めた。夫と二人暮らし。 

●１日の暮らし：起床は６時 30 分から７時。おてんとうさんみて暮らしている。日が出ればおきて、日が沈めば家

に入る。朝食は８時、テレビドラマを見ながら。午前中は自家用の畑を見たり、草刈ったり。昼は 12 時～12 時

30 分ごろ。１時 30 分までテレビドラマを見てまた、畑仕事。 
●「流れ須田」：この村は流れ須田といわれている。道路の片一方だけに家が連なり、上から下へ水が流れる。だか

ら仕事をしていても隣が見えない。仕事も家族で、楽しみも家族で、かつてみたいにみんなですることはなくなっ

た。昔は「三夜待ち」があった。当番になると酒の肴や食事を用意しなくてはならないけれどそれ以外は御呼ばれ

をする。当番の手伝いもしなくてすんだ。今では、法事も家でしない。仏さんの仕事もなくなった。 
●今まで一番うれしかったとき：孫が生れて鯉のぼりを用意したりしてうれしかった。 
●漬物などの技術：隣近所の女の人たちから習うことが多い。どうしたらいいのか、今日も漬物の漬け方で、漬ける

ときに大豆を入れる。うちは生のまま入れていたけれど大豆を炒ってから入れることを知った。そうすると漬物の

つける水がにごらないしおいしいという。昔は生活改善活動というのがあった。婦人会から代表２人がその会合に

出て料理の仕方や様々なことを学んでみんなに伝えた。昆布巻きの作り方などの記憶がある。今は自己流にやって

いる。 
●苦労したこと：舅の看病が長く続いて苦労だった。わたしは肺炎をしたくらい。あとはお産のとき。子供は娘一人。

娘は看護婦になって結婚し出て行った。 
●農作業：機械はできないけれどほとんどの農作業はできる。 
●一番遠くに出かけたこと：大阪に夫の姉が嫁いでいるのでその結婚式や葬式に出たこと。 

佐賀県の２人の男性は、晩酌が 大の楽しみである。妻が、買い物で佐賀市内に出てもレストラン等

で食事をしないことを訴えていた。男性は車を運転しなくてはならないので、酒が飲めない。おいしい

酒を飲むために、自宅に帰って食事がしたいという。 

須田集落には、かつて「三夜待ち」という行事が毎月行われていた。集落の中に３つグループがあり、

その日は、夫婦で当番の家に集まって、会食をした。６人がメンバーで、その会合で地域の問題など話

し合うことがなされていた。メンバーのうち３人が他界して、現在では、こうしたコミュニケーション

の機会は、ほとんどなくなった。特に、須田集落の場合、「流れ須田」ということばがあり、棚田に向

かい道路の片側にだけ住居がならび、住居の前にセンジャ畑という自給用の畑を持ち、そこで作業する
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事例 4 男性 70 歳 昭和 13 年生まれ （福井県Ｋ集落 Ｉ・Ｔさん） 
 
●農業と家族：JA を退職後、農業に専従。現在は１町ほどの稲作をしている。家庭菜園でほとんど野菜は自給。

直売所には出さず、子供や知り合いにあげている。ほとんど野菜を買うことはない。現在、町内会長、地区の

町会長の会長、市の区長会、副会長をして、その活動が多い。家族は、妻と長男夫婦、その子供二人の６人家

族。農業は、家庭菜園を含めて本人の仕事としてやっている。田植や稲刈りなどの農繁期にもほとんど自分で

作業をこなす。地区でも早くから直播を取り入れて、作業が楽になったし、収量もかわらないという。農業は、

地域で集落営農の話があるが、個人で経営している。赤字でなんとかしなくてはならないと集落の他の農家に

呼びかけて集落営農を立ち上げる準備をしている。 
●暮らしを支えるもの：生活費は、年金で月に 22 万円ほどと個人年金が年間 100 万円ぐらい入るので、この地

で暮らしていくには、質素に暮らせば何とかなる。生活できればよい、と考えている。農業の赤字は困るけれ

ど、儲からなくてもいいが、その改善ができればと集落の有志と検討を重ねている。儲かる組織になると地域

から離れてしまうことが、もっとも心配で、農業が持続できる方式、集落の全体からはなれずに、一緒にやれ

る方式がいいと思っている。会社組織になると、地域から離れてしまうのでそれだけは避けたいともいう。 
●農業の後継：後継者には迷惑をかけないように自分ができることをする。集落では農業の手伝いをする後継者

も 50 歳を越えると手伝うようになる。稲作専作地域なので、退職が近づくと農業をおぼえようとする意識が出

てくるようだ。 
●町内会長の仕事：とにかく町内会長をしていると雑多な仕事が多数ある。現在区長になって４年目だが、 初

の年は年に 280 回、２年目は、300 回、３年目は 330 回と様々な催しや会合に出席しなくてはならず、３年目

では、１割ほど減らしてなんとか 300 回を越えないようにとした。それでも増える一方だ。昨年は葬式が 13
回あり、個人的な関係を加えると 21 回葬式に出た。区長だとすべての葬式でなくてはならない。この数を見て

も多忙である。区長も４年目に入り、後継者候補もできたので４年目でやめようと考えている。 
●家庭菜園：区長の仕事をぬいながら家庭菜園をしている。作業は、本人だけがするようにしている。作形で数

えると５０～６０ぐらいになる。 
●1日の暮らし：今のような農閑期は、起床は６時、朝食は７時。子供夫婦が共稼ぎで出た後に妻と朝食をとる。

朝食は、嫁が作る。昼食は 12 時、夕食は６時である。できるだけ夕食にみんながそろうようにしているが、長

男は、仕事の関係でほとんど一緒には食事ができない。土日は、全員が集まって食事ができるように心がけて

いる。平日の昼食と夕食は妻が作る。土日は、嫁がつくる。午前中に会合や行事のないときは新聞などが読め

るが、午前中からお呼びがかかることが多い。午後は、ほとんど何らかの会合や催し物に出席する。 
●楽しみ：旅行は楽しみ。１年に１回ほど泊りがけで催し物に参加する形でする。 近では、伊豆と鎌倉に２泊

で出かけた。横浜の中華街で昼食を食べた。なかなか行くことができないので楽しんだ。妻とは、日帰りが多

い。町内会長を辞めたら年に２回ほど妻と旅行に行きたいと考えている。海外旅行もしたいと思っている。 
●つきあい：つきいは、区長の活動の関係が多い。同窓生や近所の人たちとの会食が中心だ。農協の職場の関係

は、ほとんどない。農協の OB の会、営農指導員 OB の会、県 JA の関係者と会食があるが、なかなか都合は

つけにくい。面白い仲間がいて、定年退職したときに雇用開発機構の研修を受けた仲間と年に２～３回あう。

気心が知れてそれには、自分が一番年配なのだけれど出るようにしている。同じような関係で農協で働いてい

たときに農水省の地域営農活性化研修に出席した石川県や長野県など人と交流が続いた。しかし、今はほとん

どしなくなった。 

ことが多く、そのために隣家でも顔を合わせることがめったにないことを意味する。つまり隣近所でも

なかなかあって話すことができないことを意味した。三夜待ちは男性ばかりではなく女性にも楽しみな

行事であったという。須田集落には、佐賀県一帯に残る民俗芸能、天衝舞浮立が富士町の５地区に伝承

され、須田もその一つである。須田鐘浮立と呼ばれており、行われる秋には、出ていた家族も戻ってく

る。 

 

●福井県Ｋ集落 

地域の自治会長をしているＩ・Ｔさんは、その役職職に付随する仕事に多くの時間が割かれている。

新聞をゆっくり読む時間さえ少ない。つきあいも役職関連の人たちが中心になっており、かつての友人

たちとのつきあいを懐かしんでいた。日常では、テレビ、特に朝の連続ドラマを見るのが楽しみになっ

ていた。 
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Ⅱ 定年退職者が活躍する事例と普及組織の対応
 

 

本章では、食料農業生産ならびに農山村においてシニアがいきいきと充実した暮らしをしていくには

どうしたらよいのかを検討する。まず取り上げるのは、団塊の世代が中心となる定年退職者が食料農業

生産、あるいは村づくりにどのような貢献をしているのかについて平成 20 年度いきいきシニアの活動

表彰の事例を取り上げる。そして、こうした活動を推進する都道府県の普及事業における定年退職者へ

の技術研修や就農に対する呼びかけなどを現地活動事例からとりあげる。 

また、多様な担い手が参加する集落営農について都道府県がどのようにシニアの技と経験を活かしな

がら育成しているのかについてみてみることにする。 

 

１．定年退職者シニアが活躍する事例 

 

シニアがいきいき食料農業生産、暮らしの場面で活躍していくためには、シニアの仕事を受け継ぐも

のが必須である。若い年代での後継者が、暮らしができるように就農条件を整備することに加えて、よ

り多くの就農がある定年退職者が食料農業生産に従事することによって補完し、シニアの活動を受け継

ぐ状況をつくりだすことが必要になる。こうした状況をつくりだすために、都道府県の普及事業、農業

協同組合等は多様な事業を展開している。その成果として定年帰農者の活動事例を「農山漁村いきいき

シニア活動表彰」からみてみよう。ここで紹介するのはつぎの４つの事例である。 

 

①ＪＡ中野市いきがい農業者の会 （長野県中野市） 
②東平梨の里保存会 （埼玉県東松山市） 
③定年帰農集団 新鮮組 （静岡県富士市） 
④農林水産物直売所 メル・カピィあおかた利用組合 （長崎県上五島町） 

 

①「いきがい農業者の会」は、ＪＡ中野市が定年退職者を農家、非農家を問わず、シニアのいきがい

創出と地域農業振興のために、特定野菜を設定し、徹底した営農講習を行い、大型店舗の直売コーナー

を活用して販路を確保し、特に、農薬の使用基準を徹底して、管内全域で取り組んでいる事例である。

地域農業の振興とシニアのいきがい創出に貢献している。 
②「梨の里保存会」は、高齢化や後継者がいない特産品である梨の生産に、全くの非農家集団が、梨

園を借りて、プロ農家にも引けをとらない梨を生産するまでに至った事例である。労務管理や栽培管理

記録など他産業就業経験をいかしたプロ農家にはないアプローチが効果を促進したことも注目される。 
③「新鮮組」も、他産業就業者が中心に市民農園でえた技術を試験研究など、元普及員や元高校教師

（農学博士）の農業論指導の下で、実践活動し、なおかつ市と共催で「帰農学習講座」を実施して、退

職就農希望者に対する実践的な講習を実施しているユニークな集団である。 
④「利用組合」は、漁業を定年退職したものが中心になって直売所に出す野菜生産と直売所活動をす

る事例である。直売所は、Ｉターン、Ｕターンしたものや定年退職者のうち農業に関心があるものに出

荷登録を呼びかけ、普及センター上げての支援を受けて量の確保と質の向上をめざす事例である。 
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ＪＡ中野市いきがい農業者の会 

 
定年退職した人などが農業活動に参加。地元で活動する場を構築 

 
長野県中野市 団体構成員 209 人 高齢者割合 100％ グループ結成 平成 11 年３月（９年）

 
「ＪＡ中野市いきがい農業者の会」の活動 

●目的

遊休農地・耕作放棄地解消

とシニアのいきがい創出

◆徹底した技術講習

・講習会

　作物別講習会（給食向け）

　支部別講習会（春・夏野菜）

・研修視察

　■市民農園活動

　・遊休農地解消

　・地域農業の啓蒙

　・農作業体験

●活動

　① 特色ある安心安全な

　　　野菜づくり推進

　② 有機野菜生産販売活動

　③ 学校給食野菜供給

　④ 食育活動

　⑤ 交流活動

●活動を支える仕組み

　① 主要品目の設定

　② 徹底した技術講習

　③ 研修視察

　④ 生産力に応じた販路

　⑤ 消費者・地元交流

　⑥ 持続的なシニアの参加

　定年退職した人などが

農業活動に参加し、地元

で活動する場の構築

対象：

　これから農業を始めよう

とする人

農業以外の定年退職者

現役を退いた人

女　　　　性

 
 
●特  色 
シニアによる地産地消活動の典型的な事例である。本事例の特色は、農家非農家を超えた定年退職者

を中心に、有機野菜の生産、その学校給食、直売コーナーへの供給、販売であり、ＪＡ管内全域に及ん

でいる。参加シニア数が 209 人の規模であり、年々参加者が増加している。販売額も増加の一途をたど

り、３億４千万円に達している。こうした活動の背景には、主要品目の設定（12 品目）、それに対する

徹底した技術講習・研修制度である。学校給食供給向けの作物講習会（5 品目）、支部単位の春・夏野菜

現地講習会（９ヶ所）等がＪＡ営農指導員により行われている。 
こうした活動の発端は、平成 11 年に市、市農業委員会、ＪＡ、北進農業共済組合、中野ぽんぽこス

タンプ会に担当の普及指導センターが加わり、非農家向けの市民農園活動での農業体験を遊休農地解消

のために「ふれあいイン菜の花」という市民の農作業体験に 70 名が参加し、植え付けと収穫をした 70
名で「いきがい農業者の会」である。 

（平成 20 年度農山漁村いきいきシニア活動表彰 農村地域部門 農林大臣賞） 
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東平梨の里保存会 
 
構成員が全員非農家で、梨 50a を全員で管理 

 
埼玉県東松山市 団体構成員 ７人 高齢者割合 100％ グループ結成 平成10年11月（９年）

 
「東平梨の里保存会」の活動 

◆設立当初の支援
・地元梨組合の手厚い指導

・会員の熱意

・農家ができない消費者交流

　■地元関係機関の支援
　・東松山農業公社

　・梨組合員との合同管理

　　作業、栽培講習

　･普及指導センター

　 技術指導

●目的
放任された梨園管理と地域

社会の貢献活動

●活動
　① 栽培管理から販売まで

　② 日曜日を休日

　③ 労働時間は自己管理制

　④ 作業記録記帳で見直し

　⑤ 報酬の配分等労務管理を

　　　基礎に

　⑥ もぎ取り販売･農作業体験

　⑦ 小学校での食農教育

　⑧ 利益の一部を社会福祉事

　　　業に寄付

●活動を支える仕組み
　① 元会社員の経験

　② 労務管理･福利厚生

　③ 機械整備と維持管理

　④ 前職の特技をフル活用

　栽培されていない梨園を
非農家が借りて活動

会員：

　本職に負けない本格的

営農活動を築いた独自の

食味研究

　梨生産者と産地協議会

が新規就農希望者に体験

研修の実施。その先駆的

役割を果たす。

農業以外の定年退職者

 
 
●特  色 
全くの農業経験のない非農家の定年退職者が、管理ができない梨園を借りて、梨栽培の技術を習得し、

独自の食味研究により、他のプロにも負けない梨に成長した。高齢者であることから単なる生産活動で

はなく、会員相互の親睦と健康管理を行うことが明記されている。これを実行するために、日曜日を休

日とし、労働時間も自分の体調に合わせたり、他の用向きができるように、自己管理で、始業、終業も

会員各自の自由となっている。 
利益配分は、徹底した労働時間量により支払われる。機械も持たずに、始まったが、現在では軽トラ

ック、防除機（スピードスプレーヤー）を導入することができた。 
梨園の借りるのに（財）東松山農業公社が、梨組合との合同の管理作業や栽培講習会等を重ねて、管

理技術を見につけていった。普及指導センターの技術指導も支えになった。 
（平成 20 年度農山漁村いきいきシニア活動表彰 農村地域部門 奨励賞） 
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定年帰農集団 新鮮組 

 
定年退職した人などが農業活動に参加。地元で活動する場を構築 

 
静岡県富士宮市 団体構成員 16 人 高齢者割合 94％ グループ結成 平成 16 年４月（４年）

 
「定年帰農集団 新撰組」の活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●特  色 
定年帰農したシニアが会員専門家の指導と実践により就農希望者への支援をする事例である。本事例

の特色は、シニアの実践的活動が中心であるが、会員であり元高校教師（農学博士）と会の顧問をして

いる元普及員が、農業理論の徹底とその実践の指導に当り、なおかつ定年就農希望者を対象とした「帰

農学習体験講座」を市とともに共催し、地域農業の振興を支えている点にある。会員も講座に参加し、

体験技術実習を支え、自らの体験を就農希望者に話しかけている。 
市民農園活動が基になり、発展したグループで、男女同数による分業による生産から加工、販売まで

の活動をカバーしている。地域内外の活発な交流活動で、地域内のコミュニケーション活性化に大きく

貢献している。 
（平成 20 年度農山漁村いきいきシニア活動表彰 農村地域部門 奨励賞） 

●目的

定年を迎えたシニアによる

農村地域の活性化

◆農業理論と実践技術習得

・会員専門家と実践集団

・試験研究の実施

・市と共催の農業体験講座

・就農希望者への技術支援

　■市民農園活動、

　帰農学習体験講座の共催

　・定年帰農者支援

　・地域農業振興支援

　・地域コミュニケーション

●活動

　① 減農薬・有機野菜栽培研究

　② 地域の伝統技術,農作物の

　　　掘り起こし

　③ 農産加工で野菜有効利用

　④ 販売活動

　⑤ 食育・食農体験受入れ

　⑥ 市民対象の農業基礎講座

　⑦ 男女共同参画活動

●活動を支える仕組み

　① 新機能性野菜の栽培定着

　② 男女共同参画

　③ 栽培から加工,販売まで

　④ 会員専門家の指導・講習

　⑤ 農業理論の習得と実践

　⑥ 多彩な地域内・間交流

　定年退職した人などが

高度な技術習得で地域農

業をリード

会員：

　地域農業を指導する人

材の輩出

農業以外の定年退職者

市民農園の参加者

農学博士、普及員
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農林水産物直売所 メル・カピィあおかた利用組合 

 
農産物･水産物･特産品の直売所設置により、漁業定年退職者等の就農を促進 

 
長崎県上五島町 団体構成員 94 人 高齢者割合 60％ グループ結成 平成 15 年９月（５年）

 
「メル･カピィあおかた利用組合」の活動 

●目的
農産物、水産物、特産品の

直売と地域農業振興

◆農産物出荷者技術講習
・栽培講習会

･安全安心な農産物生産

・量と質の確保

　■普及センターの支援
　・安全安心の取組

　･栽培履歴記帳推進

　・地域農業の啓蒙

●活動
　① 農産物･水産物･特産品販売

　② 生産技術向上講習会

　③ グループの試食品提供

　④ 感謝祭による消費者交流

　⑤ 給食センターに食材供給

　⑥ 観光客向け交流

●活動を支える仕組み
　① 異業種経験者による助言

　② 販売状況を個人ごとに通知

　③ 高齢者･女性の所得向上

　④ 島の暮らしに即した

　　　少量多品目生産

　⑤ 消費者・地元交流

　定年退職者、Iターン･U
ターン、新規就農者の技

術向上に貢献

対象：

　これから農業を始めよう

とする人

漁業定年帰農者

Iターン･Uターン

異業種企業

 
 
●特  色 
直売所を活用した定年帰農者の技術向上の事例である。利用組合は、定年漁業退職者が中心の「農業

を楽しむ会」が中心になってつくられた直売所である。直売所は新規就農者の技術向上に果たす効果は

大きい。離島という暮らしを支えるために少量多品目の自給的な農産物生産をしてきたが、直売所を通

じて一般消費者、観光客への販売が拡大する中で農産物出荷をするシニアの技術向上が必須である、出

荷量の季節変動、安全安心な農産物向上のために栽培履歴記帳など、直売活動を通じた普及指導が直売

所活動を支えている。 
直売所には異業種の経験を持つ会員がおり、販売の仕方、加工品に対しても多彩な助言ができる体制

となっているのも大きな特徴である。定年漁業者だけではなく、増えつつある I ターン、U ターン、異

業種参入者の技術向上ために普及センターは利用組合への登録加入をすすめている。 
（平成 20 年度農山漁村いきいきシニア活動表彰 農村地域部門 奨励賞） 



 22 

２．定年退職シニアに向けた都道府県普及事業の支援活動 

 

都道府県の普及事業では、他産業退職者、定年帰農者向けの技術講座を開催し、多様な担い手の育成

をすすめている。またシニアが地域農業振興に参加しやすいように多彩な事業を組んでいる。特に、特

産品生産への参加促進、集落営農でのシニアの参加による経営の複合化、多角化等である。 

 

（１）他産業退職者･定年帰農者向け技術講座 

他産業退職者･定年帰農者向け技術講座 

  事例タイトル 事例内容 備考 

1 

気仙地方新規就農

チャレンジセミナー 

【岩手県】 

農業者の高齢化等により農業生産が減少する対策として、他産業従事者や

Ｕターン者、「団塊の世代」の定年帰農等、就農者を対象に基礎的知識の習

得機会として農業基礎講座「新規就農チャレンジセミナー」を開催。気仙地方

の新たな農業の担い手の育成を図る。 

多様な就農者確

保。受講者研修希

望。販売方法伝

達。地域振興作

物。 

2 

ぐんま農業実践学

校（利根沼田地域

校）の開催  

【群馬県】 

群馬県では、団塊世代を対象に「群馬農業実践校」を県内５地域で開催して

いる。対象者は定年前後で就農を希望する、５０歳以上６５歳以下の人。農業

の多様な担い手を育成する観点から、比較的取り組み易い露地野菜栽培の

体験実習を５回実施。 

露地野菜栽培技

術。多様な担い手

の確保。 

3 

.鴨川定年帰農者等

の就農支援  

【千葉県】 

定年退職者や新規参入者等の就農を促進するため、鴨川市と共催でいきい

き帰農セミナーを開催した。鴨川市在住者はもちろん、市外、県外からも移住

して農業を始めたい人があつまり、農業の基礎地域や技術について研修会

を開催した。 

販売目的農業者

への支援。田舎暮

らし支援係の設

置。 

4 

定年退職者等の新

たな就農支援講座 

【東京都】 

農業者として孤立しがちな高齢就農者を、講習を手段とすることで、地域の篤

農家との交流を促進。今後、これらの就農者が集団としてまとまりを保ちなが

ら、生産・販売能力を高め、更なる地域の活性が図られるよう支援していく。 

篤農家との交流 

グループ育成 

5 

定年就農者が地域

農業の担い手とし

て活躍するための

技術修得支援 【新

潟県】 

①シニア農業塾の開催。稲作講座を開催。昨年度は室内での研修を中心に

行ったが、今年度は稲作の理論を学んだあと、現地ほ場で実物を見ながら研

修するスタイルを導。南魚沼産米のさらなる品質向上をはかる。②農業生産

組合における定年就農者の確保・育成。定年就農者育成のために技術修得

用機械を導入。先輩組合員が定年就農候補者２名に対して機械の操作等を

指導。 

市(農業委員会)と

の連携。アンケ－

トと定年就農者リ

ストの作成。情報

の共有。営農生産

組合での研修。 

6 

.地域農業を支える

農業チャレンジャー

発掘の取り組み 

【岐阜県】 

団塊世代を対象とした「農業チャレンジャー発掘プラン｣。主要品目の新規栽

培者確保、地域農業の担い手を確保することができた。①農地を保有し、今

後農業を本格的に始めようと考えている人を対象にしたプランは、普及センタ

ーは「東濃の農業」見学ツアー、「水田農業」体験ツアー、②多様な担い手確

保プランは、座学と実習を組み合わせた「なかつがわ就農支援セミナー」、③

農業経営活性化プランは、「農業やる気発掘ゼミ」、「帰農塾」を企画。、これ

らをリンクさせ、一体となった就農プランとした。「農業チャレンジャー発掘プラ

ン」としてポスターを作製、管内工業団地（６団地、４２社）と大手企業３社を訪

問し、ＰＲを行った。 

主要品目の栽培

者確保。関係機関

との連携「就農連

絡会議｣。企業訪

問とポスター活

用。生活スタイル

に合わせた就農

提案。 

7 

団塊の世代よ来た

れ －露地野菜づく

り講座開講－  

【愛知県】 

定年帰農者（定年後に農業に意欲的に取り組み、将来販売を目的とする者）

に対して栽培技術の習得並びに地域生産組織への加入定着を支援し、もっ

て地域農業の新たな担い手の育成確保及び産地強化を図ることを目的とし

て「露地野菜づくり講座（平成 19 年５月～平成 20 年２月）」を実施した。栽培

計画を立てるなどして円滑な定年帰農ができる者を３年間で 30 名確保する。 

露地野菜づくり。

地域生産組織へ

の加入誘導。新た

な担い手確保。 

8 

.定年帰農者への就

農支援  

【和歌山県】 

農業の担い手が不足し、耕作放棄地が増加している中で、これらの人が地域

農業の新たな担い手となることが期待されている。しかし、それらの人は農業

技術や経営技術について習得する機会が少なく、その支援を実施。それらの

人は農業技術や経営技術について習得する機会が少なく、その支援が求め

られている。 

団塊の世代をター

ゲット。定年帰農

者リストの作成。

就農相談。HP で

の PR。 

9 

新庄村いきいき帰

農塾開催  

【岡山県】 

定年退職者等による農業参入を促進し、意欲的な農業帰農者を対象に、就

農に向けて必要な基礎的知識・技術を習得する地域帰農塾を開催し、就農

者を養成。 

直売所 
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（２）千葉県及び兵庫県における退職者対象の技術講習 

 

定年退職を迎えている団塊の世代は実際の農業従事経験がほとんどない世代である。こうした世代を

どのように集めて、どのように技術講習をしたらよいのか、の材料提供である。 

 

●はつらつ農業者講座 （千葉県君津農林振興センター振興普及部） 

平成 19 年度から「いきいき帰農者支援事業」

の一環として「はつらつ農業者講座」を開催し、

20 年度も継続して実施された。この講座の目的は、

「定年退職後などに趣味だけではなく農地を活

かして販売まで行う農業者の育成」である。座学

だけではなく実際に実習圃場で作物に触れなが

ら講座を行っている。シニアが参加しやすい直売

所などへの出荷方法（束ね方や袋詰め）など、具

体的に活用できる技術を学べるようにカリキュ

ラムを組んでいる。６月から３月まで、月２回、

19 回の講座となっている。講師は、振興普及部の

普及指導員が当たった。 

平成 20 年度の「はつらつ帰農者支援事業」参加者の参加動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者は男性７人、女性 15 人の計 22 人で、夫婦 1組である。参加の動機をまとめると「農業の勉強」

８人、定年帰農６人、専業農家４人、直売所への出荷２人、就農準備２人となっている。 

No. 性別 年齢層 参加した動機

1 女 55 自家菜園に取り組んでいたが直売所に出すようになった

2 女 55 昨年度途中まで参加した

3 女 40代 昨年 夫が参 加したの で今 年は自分が参 加して農 業のことを知 りたいと思っ
た。

4 男 60代 退職後農業をしているが

5 女 50代 手伝い程度にやっていたが農業のことをきちんと勉強したかった

6 男 退職後のことを考え参加したかった　資料

7 男 60 退職後農業しているがきちんと勉強したことがないので勉強したい

8 男 63 退職後体調を崩したが何とか農業を続けたいと参加

9 女 65 昨年参加してよかったので夫とともに参加

10 男 60 退職後農業しているが昨年の参加者に進められて参加

11 女 58 農業している専業ですが水稲のことはわかるが野菜の ことなど きちんと勉強
したい

12 女 50代 　　同上

13 女 50代 　　同上

14 女 60代 　　同上

15 女 60代 今までも農業していたけれどきちんと勉強したことがないので

16 男 76 退職後妻とともに農業に取り組んでいるがきちんと勉強したことがな かっ たの
で

17 女 63 　同上

18 女 60代 今取り組んでいるがもっと基本的なこと農業のこと知りたい

19 女 40代 今自家菜園程度取り組んでいるが今後もっと取り組みたい

20 女 50代 基本が知りたかった。先に来ていた人に誘われて

21 女 50代 基本が知りたかった　先に来ていた人に誘われて

22 男 60代 講座をしり農地があるのでやってみたいと考え参加

※16と17は夫婦 資料提供　千葉県君津農林振興センター振興普及部

写真 「はつらつ農業者講座」の実習風景 
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●農業･知る場カレッジ 兵庫県龍野農業改良普及センター 

兵庫県では平成18年度から団塊の世代を

対象にした「兵庫県農村シニアカレッジ推進

事業」が開始された。龍野農業改良普及セン

ターでは、隣接する山崎農業改良普及センタ

ーと合同で、「農業･知る場カレッジ」と命名

し、技術講習を実施してきた。「知る場」と

高齢者を意味する「シルバー」を重ねた名称

でわかるように、シニア向け農業技術講座で

ある。６月から２月まで月一回の講座で、60

分、２講座で６回開催された。参加者数は、

22名である。実習圃場がないために、講座生

が講義で聞いた技術を自分の圃場で実践し、

次の講座で質問する形式をとっている。 

◆参加者の募集 

募集対象は①定年･退職した人で就農･帰農希望者（個人事業者、主婦でも可）、②年齢55歳から65歳

程度、➂管内に在住している人、④地域で農業に向き合い（向き合わなければならない人）で、農業の

基本を知りたい人、⑤男性、女性にかかわらず、としている。退職者で農業に従事したい人に呼びかけ

るためには、新聞等のマスコミを利用している。 

◆講義の内容 

野菜、水稲･大豆、きのこ、果樹、花きの作物別に、農薬の安全使用、環境にやさしい農業、肥料の

基礎知識と利用法、農機具の効率的な利用と安全、農政時事、県政PR、現地研修などになっている。講

師は普及指導員が主に当たるが、ＪＡ農機センター、地元生産者などにも及び幅広い範囲である。昨年

度は村づくり講座もあったが、今年は農業技術を中心にした。 

◆「囲炉裏場たいむ」と講座生のネットワーク作り 

講義を聞く際に４つのグループにしている。これは、講座生が仲間をよく知りあい、コミュニケーシ

ョンを講座終了後も保つことができるように配慮されたもので、グループは１度組みかえられる。この

グループは講義の後、20分間、用意されている「囲炉裏場たいむ」のためでもある。これは、農業をす

ることと自分の生き方との関係を語り合うもので、多様な経験を持つ講座生が講座を終えて実践の場に

なったとき、どのように農業と接するのか、まとめあげていくことになる。 

講座生が一人ずつ自分の農業への思いを語っていくが、これが講座終了後のネットワークの基礎とな

る。このネットワークを通じて普及指導センターは、技術指導を実施していくことになる。 

 

退職者対象の技術講座には、退職者ばかりではなく、シニアの専業農業者も参加している。技術講習

を受けたシニアは、自らの技術が以下に自己流であったかを知り、講座で得た技術をさらに向上させよ

うと意欲を示している。農業･知る場カレッジの囲炉裏場たいむでは、就農後どのような農業をするの

か、と同時に農業にかかわりながら、どのようにいきるのかまで突っ込んだ内容にもなることがあると

いう。これからのシニア世代には、不可欠な講座内容である。 

 

 

写真 農業･知る場カレッジ（兵庫県たつの市） 
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（３）特産品生産にシニア･定年退職者活用 

定年退職シニアの活躍する事例の中に、特産品の梨園の維持にまったくの非農家がグループを作り、

特産品生産の技術を維持し、耕作放棄される樹園地を維持した例をとりあげた。特産品生産に定年退職

者が担う試みは、その他にも都道府県の普及事業の中に見ることができる。技術指導や退職シニアの他

産業経験がいかされる場がつくられつつある。 

 

特産品生産にシニア･定年退職者活用 

  事例タイトル 事例内容 備考 

１ 

ブランドの向上と産

地の活性化  

【岐阜県】 

海津市・輪之内町ではパイプハウスおよび露地で甘長とうがらし・春菊・な

ばなの栽培を行っている。高齢化により栽培農家数は減少しているが、定

年退職者の就農が増加傾向にある。農薬の安全使用、品質向上に向けた

肥培管理等を中心に普及活動を行った。 

低技術農業者へ

の普及指導 

２ 

.イチゴ・ナス新規就

農者研修会  

【奈良県】 

県の主要品目であるイチゴ促成栽培と夏秋ナス栽培は、高齢化と担い手

不足から年々栽培面積と生産者が減少。新たな栽培者の育成ため、団塊

世代の新規就農者を対象に、イチゴおよびナスと品目を絞った研修会を実

施。日常の普及指導活動で新たに取り組む人の情報収集や栽培経験が２

年以内の生産者で本研修会の対象となる人をリストアップ。プロ農家の育

成を目的とし対象者を栽培規模が５ａ以上、市場出荷を行う者とした。イチ

ゴ・ナス栽培技術講習会として１年間とおしての研修。研修の時期は、イチ

ゴ、ナスともポイントとなる作業時期に合わせた。 

新規栽培者の情

報収集。対象者の

リストアップ。市場

出荷作物に照準。

座学と実習。普及

活動で接触のな

い人の確保。 

３ 

定年帰農者に梨栽

培研修会を実施 

【愛知県】 

ナシ産地の担い手不足や農業者の高齢化の進行に伴い遊休農地が増加

する中で、団塊の世代には定年を迎えるにあたり農業に関心・意欲を持つ

方もを対象に栽培指導研修会を年間８回開催。栽培技術の習得を支援す

ることにより地域農業の新たな担い手として育成確保し、ナシ産地強化を

図る。 

定年退職者向け

栽培技術研修。同

世代講師との意

思疎通。実践的栽

培技術指導。 

４ 

足腰の強い産地を

目指したみず菜、

万願寺とうがらしの

生産振興 【京都

府】 

京野菜生産拡大に向けＪＡ各営農センター（支店）への聞き取り調査を実

施。①企業退職者をターゲットとし、中丹にある大きな事業所（従業員約

300 人以上）に退職予定者に対するアンケート・就農に関するリーフレットの

配布が可能な企業が見いだした。② 経営モデルを作成、③ＪＡ等の関係

機関と連携して、農家に万願寺トウガラシの新規栽培を呼びかける戸同じ

に退職者向けに①京野菜就農勧誘パンフ・ポスターを作成。中丹の企業を

対象に説明、配付。②企業で就農セミナーを実施、退職後の就農意向調査

を実施。１～３年後に退職する人が 700 人以上いることが判明。③京野菜

栽培に関心のある人のリストアップ。④京野菜ハウス見学会、京野菜新規

栽培セミナーを開催。  

関係機関との連

携。企業退職者に

照準、アンケート。

退職者向けパン

フ・ポスター活用。

退職者セミナー。

関心ある人材リス

ト作成。 

５ 

土地の生産性向上

のための水田裏作

ブロッコリーの導入

推進 【長崎県】 

水稲地帯であるが、水稲後作を全く作付けがなかった。土地の生産性向上

と冬場における所得確保を目指し、後作ブロッコリー栽培を導入。また、当

地区だけでなく、普及センター便り等による情報提供で他地域でもブロッコ

リー栽培が普及した。研究会では栽培管理や栽培上における課題につい

て検討し、また島外出荷に向けてＪＡや市と協議し、「高齢農家のため、水

田の一面（約２０a)に作付するには労力が足りない」との声が上がったた

め、省力化のための定植機等の導入に向けて関係機関と検討中。 

水稲裏作の導入。

高齢化労働力不

足に機械導入を

検討。 

 

３．集落営農へのシニアの参加と普及活動の対応 

 

シニアが参加することによって集落営農が経営の複合化、多角化がなされていく、あるいは集落営農

が土地利用型農業だけでなく地域特産品を取り入れていくなどにシニアは大きく貢献している。集落営

農は稲作や麦大豆などの転作作物だけでは、活動は停滞する傾向にある。集落営農を活性化するにはシ

ニアの参加抜きには、それは達成できない。シニアができる活動をどのように創出するか、が経営に幅

ができ、日常活動として持続的な活動とシニアの実践経験をいかして活力のある集落営農が形成されて



 26 

いる。いかに高齢者や女性という多様な担い手を確保して、活動の場をつくることが大きく貢献するこ

とが示されてきた。 

 

（１）シニアが参加し集落営農経営を複合化･多角化 

シニアや女性が集落営農に参加することにより、シニアのもつ技と経験が多様な活動を生み出す。土

地利用型の集落営農活動に花が咲いたように活性化する例が多く報告されるようになった。 

 事例タイトル 活動内容 備考 

1 

高齢者主体の営農

組織が戦略作物を

導入 【秋田県】 

中山間地に設立された高齢者中心の（農）ファーム院内岱を対象に戦略

作物の栽培技術習得と向上、効率的な作業体系実現、経営管理能力の

向上、を主とした重点普及活動を実施した。その成果として、戦略作物（大

豆、キャベツ、小なす、アスパラガス、山うど、ねぎ）への取り組み面積が

年々拡大し、単位面積当たりの売り上げが増加、さらに作業分担が実施さ

れ、作業の効率化が図られつつある。また、組織に後継者が参入し、弱い

部分であった経理を担当することとなった。 

中山間地。戦略作物

の導入。効率的な作

業体系確立。経営能

力の向上。後継者参

加基盤の創出。 

2 

集落営農組織によ

る上牧集落の活性

化 （上牧営農組

合） 【栃木県】 

佐野市で集落の農地を自分たちで守るため、上牧集落農家数 46 戸中 44

戸が参加。特定農業団体を設立。定年帰農者による担い手をはじめ、高

齢者や女性等の多様な人材を活用して、集落ぐるみ型の集落営農を実

施。農地２６ha で米・麦・そばを中心に栽培。集落員のほぼ全員が参加す

る農用地利用改善団体の農地を、営農組合が一括利用する仕組みがで

き、７０歳以上の高齢者や定年帰農者を中心としたオペレーター８名が活

躍、高齢者や女性の労働力を活用して、新たに野菜栽培を始めるなど、

組合活動が盛んになった。定年帰農の組合員や集落内の女性の労働力

を活用し、経営の安定を図るため新規に野菜栽培を導入している。高齢

者や女性の労力活用のため男女共同参画・高齢者活動支援事業で導入

したハウスを利用し、直売向け夏秋トマト、かき菜を導入。また、なす栽培

が開始され、農協に出荷。濃密な栽培指導により、安定した収量を確保。 

高齢者や女性等の多

様な人材の活用。複

合経営を展開し法人

化を目指す。 

3 

集落営農組織にお

ける省力・低コスト

技術を活用した園

芸複合部門の導入 

【石川県】 

水稲、大麦、大豆を基幹経営部門とする集落営農組織、矢田野地区営農

組合を対象に園芸作物の栽培による経営の複合化を進めることとし、県

の戦略品目に選定している「源助だいこん」の栽培を提案し、試験栽培に

取組んだ。その結果、省力・低コスト技術の導入により、源助大根部門とし

ては労賃等の生産コストを賄うだけの収益性が確保できた。また、農閑期

の労働力の有効活用が図られており、だいこんの間引きや収穫後の選

別・洗浄・箱詰めなどの作業で、女性や高齢者層の雇用が広がっている。 

戦略園芸作物の導

入。省力・低コスト技

術。女性・高齢者の

雇用拡大。 

4 

高付加価値化で 

高齢者従事  

【福井県】 

集落営農組織の育成が各地で進められている中、当管内の農事組合法

人三留（みとめ）生産組合では、経営の多角化を目指して加工部門の導

入に踏み切った。しかし、加工品の製造はもとより販売に係る経験が全く

なかったために、まずは起業活動に係る基本的な知識や技術の習得を目

指して支援を行った。集落内の女性・高齢者たちに加工活動についての

意向調査を行い、意欲あるメンバーを募集し、結果、集落内における雇用

の場の創出と生き甲斐づくりが達成された。当初、集落内の女性や高齢

者たちの労働力を有効活用することが目的で始まった加工活動である

が、その結果、活動を通じて生じた労働賃金が、集落内にフィードバックさ

れる仕組みが出来た。更に、集落内の女性や高齢者たちの新たな就労の

場となり、生き甲斐活動へと繋がりつつある。 

加工部門導入。意向

調査によるメンバー

募集。労働賃金が集

落内にフィードバック

される仕組み。高齢

者の収量の場確保。

5 

法人組織の育成と

経営の多角化支援 

【山口県】 

土地利用型作物の規模拡大による集落営農法人の経営確立が困難な中

山間地域で、都市部に近いという条件を活かし、水稲、農産加工、直売等

の経営部門を柱とする集落営農法人を育成した。経営の多角化に際して

は商工会など農業以外の異業種分野との連携を図った。 当該地域は、

土地利用型作物の規模拡大等による集落営農法人の経営確立が困難な

中山間地域。地域資源が豊富で恵まれた条件を活かし、水稲、農産加

工、直売等の経営部門を柱とする今後の周辺地域における担い手組織育

成の範となる集落営農法人が育成された。また、商工会などとの連携も図

りながら取り組み、同法人では、水稲以外の採算部門として、岸根栗やら

っきょうなどの地域特産部門、餅やかるかん等の農産加工部門、またこれ

らの産物を販売する部門などに取り組み、経営の多角化が図られた。 

中山間地。経営の多

角化。異種分野との

連携。特産品生産。

農産加工。 
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シニアが参加し集落営農経営を複合化･多角化（続き） 

 事例タイトル 活動内容 備考 

6 

中山間地域におけ

る集落営農組織の

設立と園芸品目の

導入支援  

【高知県】 

中山間地域において、農地の保全管理、稲作機械コストの低減、農作物

の生産振興による地域活性化を目指して、集落座談会や学習会を開催し

た結果、住民主導による新たな組織「荷稲米・米クラブ」が設立され、集落

営農組織の活動が始まり、経営の安定化に向けて露地野菜の栽培がは

じまった。 組織設立にあたって、既存の個人機械を持ち寄り、補助事業

で倉庫と必要最小限の機械を導入し、初期投資をできるだけ抑える取り組

みを進めた。組織の経営安定に向けて、水稲だけでなく露地野菜（ナバ

ナ）栽培に取組んだ。 

中山間地。初期投資

の少ない露地野菜導

入。集落座談会、学

習会。 

7 

資金繰りのために

タマネギを導入そ

の担い手は女性高

齢者 【大分県】 

宇佐市（農）橋津営農組合「よりもの郷」は、大規模稲作農家を中心とする

全戸参加型の営農組合。水稲・麦・大豆主体の経営では資金繰りがうまく

いかないことから、新規品目として玉ねぎを導入。栽培を始めて３年、新た

な品目（早出し玉ねぎ）も加わり、品質向上と一層の経費削減により収益

性を高め、経営改善に取り組んでいる。玉ねぎ栽培、野菜生産成功のカ

ギを握る大きな要因は「労働時間」と「販売単価」である。労働時間につい

ては組合員の女性・高齢者の労力を始め、シルバー人材センターを活用

することで短縮が図られた。 

資金繰り対応。露地

野菜導入。シルバー

人材センター活用。

市場単価の高い作物

導入。 

8 

集落営農の多角経

営にむけた組織育

成の事例（農事組

合法人「どんどんフ

ァーム古殿」) 【鹿

児島県】 

鹿児島県初の特定農業法人として構成員５４戸＋１団体で設立。機械作

業や軽作業，農地・用水の維持など個人ができる範囲で役割分担し，仕

事に関わる事ができるため，農家だけでなく，非農家，高齢者，女性など

多くの集落住民が参加している。水稲，加工用甘しょ，大豆，サラダたまね

ぎ等を栽培し、加えて生産から加工・販売まで展開を指導。① 経営計画

検討会(新規品目導入にむけた検討)、②生産物の活用促進にむけ，試作

研究に取り組む組織づくりを誘導、③ 先進地視察研修の実施、④ 組織

づくりにむけた話し合い活動(組織の目的，活動計画づくり)、⑤ 生甘酒の

加工及びサラダたまねぎのドレッシング試作検討、⑥加工販売にむけた

手続き等の情報提供を実施。 

非農家、高齢者、女

性の参加。生産から

加工、販売まで。消費

拡大のためのブレー

ンストーミング。六次

産業化。 

 

（２）シニアが参加し特産品生産･環境保全型農業を集落営農で推進 

特産品生産や環境保全が農業を集落営農に取り込む事例においても、シニアや女性の参加で実現して

いく例も見られる。 

 

 事例タイトル 活動内容 備考 

1 

集落営農の育成と

イチジク産地の強

化－新たな担い手

育成と新規生産者

の開拓 

【福岡県】 

兼業化、高齢化が進む行橋市において、集落営農組織の育成やイチジク

産地の強化に取り組んだ。その結果、新たな集落営農組織の立ち上げや

野菜の導入により女性や高齢者等の労働力の有効活用をはかった。更

に、イチジクの新規生産者の開拓やフライト便の関東出荷が始まった。新

たな集落営農組織の立ち上げや野菜の導入により女性や高齢者等の労

働力の有効活用をはかった。集落営農組織の余剰労力の活用を図るた

め、野菜導入支援を行い、6 組織 240a の作付けが行われ、直売所やイン

ショップ、加工業者等へ販売した。 

女性・高齢者の参加

の場創出。野菜導入

支援。直売所。インシ

ョップ。加工業者への

販売。 

2 

営農組織を中心と

した地域の農地保

全、環境保全型農

業の取り組み  

【岐阜県】 

恵那市明智町小泉地区では基盤整備事業を機に、用水の効率的利用等

を目的とし営農組合を設立、地域の農地保全に努めてきた。農地・水・環

境保全向上対策で当地域では唯一となる減農薬減化学肥料栽培による

先進的な取組を実施。水稲栽培においては、地元ＪＡと連携して特別栽培

米に取り組み、大豆においては他町の営農組合の協力を得て地元での本

格的な生産に入った。水田営農としては条件的に不利な地域であるが、

組合長を中心として精力的に活動を実施、作業従事者は６０代の高齢者

が中心であり、若い世代には現在の高齢者の活動を模範として、将来的

には地域営農に携わってもらいたいと考えている。 

中山間地。減農薬減

化学肥料栽培。特別

栽培米。後継者の手

本をめざす。 
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（３）シニアを配慮した集落営農 

シニアの活動を集落営農に取り組む事例は、集落営農活動全体に活気を生み出している。シニアが参

加しやすいように、シニアや女性の意向を重視したり、シニアが従事できるように初期投資のかからな

い活動などが選択されている。 

 

 事例タイトル 活動内容 備考 

1 
みんなで楽しむ営

農組合 【兵庫県】 

宍粟市には 135 の農業集落があり、そのうち 53 集落で営農組合が組織

され活動を展開している。しかし、どの組織も水稲の作業受託、農業用機

械の共同利用、農地の利用調整が中心で、活動が低調となり、国の考え

る担い手としての集落営農組織とはほど遠い。そこで、担い手育成型ほ場

整備事業に取り組む青木集落を宍粟市のモデル集落営農組織と位置づ

け、３年後の法人化を目指し関係機関で緊密なタッグを組み支援を行っ

た。営農組織設立とその運営についてもやればできる精神ができてきた。

リーダーの熱意と実行力はもちろん集落内の高齢者、女性たちも参加で

きる体制がとれたことが大きく、集落に活気がみなぎっている。作業のとき

には 20 人以上の人が集まる組織体制ができあがった。今集落の中は「や

ればできる」「まずやってみよう」というすべてに前向きな考えにあふれて

いる。 

成人すべてを対象に

アンケート。地域特産

品生産の営農体制整

備。やればできる精

神。シニアができる特

産品生産。直売所。

交流農業。 

2 

初期投資のかから

ない集落営農組織 

【岡山県】 

中山間直接支払制度加入組織が中心となり、集落の課題を検討し、営農

組織立ち上げることになった。農業就業者の高齢化、耕作放棄地の増加

が進む中、１戸あたり農業機械所有台数が非常に多いことが課題となって

おり、これから、農地を維持するための担い手も不足していた。そこで、な

るべく機械投資をせずに所得の維持ができるような組織づくりを支援し

た。出資金が少なく、無理のない経営にするため、機械施設の増強なしに

できる営農計画の作成。高齢者・女性が中心になることから、省力で軽労

働の作物の選定。必要最低限の機械装備が必要なことから、公的資金や

補助事業の導入支援。 

無理のない営農体系

作り。機械投資が少

ない計画。省力・系労

働の作物導入。 

 

（４）シニアが中心になった遊休農地活用と集落営農 

シニアの力を活用して遊休農地を活用する例もある。草刈りや経験のない肉用牛飼育に取り組むなど、

その活動は広い。 

 

 事例タイトル 活動内容 備考 

1 

地域資源掘り起こ

しによる遊休農地

解消推進 【和歌山

県】 

 那賀地方は高齢化や担い手不足により耕作放棄地が増加傾向にあり、

現在、管内の耕作放棄地面積は 689ha、経営耕地面積に占める割合（耕

作放棄地率）は 16.6％である。こうした状況の中、紀の川市貴志川町西山

地区でほ場整備済み水田周辺の耕作放棄地を対象に、モデル地区として

西山集落営農推進協議会が実施主体で放牧による草刈レスキューモデ

ル事業および遊休農地解消総合対策促進事業により遊休農地解消を推

進する。 

遊休農地解消。放牧

による草刈レスキュ

ー。 

2 
牛を活用した地域

興し 【大分県】 

高齢化が進行する集落において、耕作放棄地を活用した放牧に取り組

み、今後、放牧を活用した肉用牛飼育を行い、牛を活用した地域興しを図

る。65 歳以上の占める割合は 69.4％と高齢化が進行。放牧開始後約３ヶ

月程度で耕作放棄地が解消、鳥獣害防止、景観保全も図られた。元来、

無家畜地区であったが、放牧をとおし、肉用牛飼育に関心ができ、中山間

地域での新たな所得確保を図り、牛を活用した地域興しに取り組む予定。

＜生産組織名＞国東市国見町中岐部地区「１０日会」、構成員数、６名、

放牧面積 ２ｈａ（２箇所）、放牧頭数、４頭、構成員の年齢構成、６０歳以

上、４名。 

耕作放棄地活用。肉

用牛飼育。 

 



 29

（５）シニアへの農作業支援組織 

シニアが活動しやすくするためにはシニアの活動を支援する組織（集落営農）も存在する。シニアが

経営する柑橘栽培の作業受託をする組織で、単に集落営農組織の中にシニアを取り込むばかりではなく、

シニアの経営を支援する方法もシニアの活動の場を広げるためには、必要になる。 

 

 事例タイトル 活動内容 備考 

１ 
ヘルパー組織で柑

橘生産 【愛媛県】 

脇新田地区は担い手への農地集積率は 86.1% と高く、遊休農地率も

7.4%(11.5ha)と管内の平均よりは低い(9.7%)。農家の高齢化や後継者不足

対策として脇・新田農地ヘルパー組合が中核となり、①中山間地域等直

接支払制度を利用、②かんきつ園地の利用集積を進める、➂病気や、高

齢者が困難な作業を引き受け、④耕作放棄地防止を進める、⑤今後作業

受託がスムースに行えるよう援助を行う。部分受託の要望が増えている

が、全受託は増えていない。しかし高齢化等で、栽培管理ができなくなり、

全受託を希望する可能性が高い。法人化後は、認定農業者として申請を

するとともに、他地区の集落営農のモデルとして指導援助を行う。 

農地ヘルパー組合。

耕作困難地の解消。

未収益期間の解消の

ための露地野菜導

入。全作業受託に対

応準備。 

 

シニアに対する都道府県普及事業の対応の事例は、全国の普及指導員の活動に

利用されている ek-system の「普及現地情報」のデータベースである。検索のキ

ーワードとして「高齢」と「集落営農」によって過去 1 年間に報告された事例を

とりあげる。昨年度の事例を収集する作業では、同じ語で検索しても「高齢」は、

集落営農組織化の要因としての「高齢化」であったが、この 1 年の事例では、シ

ニアの参加する集落営農がいかに活性化するか、の事例が多く見られるようにな

った。 
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Ⅲ 集落営農にシニアが参加するには
 

 

集落営農は山間地帯の零細な規模の農家が多い地域、水田をはじめとする土地利用型農業が有利な地

域では集落営農は異なったあり方をする。また、メンバーのリーダーシップや他産業での経営、販売活

動経験、保有する技術条件などによっても大きく活動内容が違ってくる。こういう中で重要なのは、メ

ンバー内でのコミュニケーションや意思決定の方法などがうまくゆくかが成功の鍵となる。 

集落営農は土地利用型農業の基本である農業機械の運用が重要視され、いわゆる兼業者でも可能な機

械操作の分野が重視され、比較的若い世代が中心に組織化される。この世代を先行させて組織化する方

法が多く取られてきた。Ⅱ章で見たように、土地利用型農業だけでは、活動が停滞し、経営基盤も弱い

ことがわかってきて、 近では、シニアや女性を活動に組み込むことにより、経営の複合化や多角化、

特産品生産などに展開するように指導する例が増えてきた。 

集落営農組織設立準備段階にシニアの意向や考え方、技術や経験を反映することにより、地域農業の

条件にあった現実的な対応が生まれてくる。規模の大きい安定兼業地域では、経営が成り立たない水田

の継承をどうするか、次世代に大きな負担を強いる結果にもなりかねないために、現在中心になってい

るシニアの経営主が、次世代に相談できず、この問題を抱え込んでしまうところがある。 

農林業センサスの統計でも見たように、 も高齢の年齢階層が も大きい割合を示す状況は、こうし

た問題が個別農家においても集落農業においても存在することをうかがわせる。 

 

Ⅲ章では、シニアを中心とするコミュニケーションおよび意思決定にかかわるワークショップを開催

し、多様なシニアの技と経験がいかせる集落営農育成を実証的に検討した結果を扱う。 

これまでシニアを対象にしたワークショップを続けてきた。特に、都市シニアとの交流の実証では、

どうしてよいのかわからない状況の集落の活性化を促してきた。シニアが保持している技と経験を引き

出し、彼らの活動できる場を確保することは、地域を活性化することにもなる。 

今回は、集落営農を検討している地域を選定して実証活動を行った。実証地域のワークショップ課題

を整理すると以下のようになる。 

 

 農業生産状況 ワークショップの対象 集落営農の準備状況 

１ 中山間地域で棚田兼業地域 集落営農準備組織とシニアグループ 
集落営農の意向がほぼまとまった段

階 

２ 平地村の水田専作地域 農業経営をしているシニアグループ 集落営農を検討し始めた段階 

 

１の地域は、佐賀県佐賀市の中山間地帯、富士町に位置する須田集落である。後継者世代が中心にな

って集落営農設立の意向がほぼまとまった段階で、これまで参加していなかったシニアを対象にワーク

ショップを開催した。後継者世代の希望で、この世代もあわせて集落営農計画のためのワークショップ

もあわせて実施した。 

２の地域は、福井県の平地村で、シニアが中心となって集落営農を検討し始めた段階で、現在の状況

では、集落のコンセンサスが得られていないために、Ｋ集落とした。 
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１．若い世代がリードする集落営農にシニアの参加        佐賀県佐賀市富士町須田集落 

 

（1）地域の概況 

佐賀県佐賀市富士町は、佐賀駅から北に車

で 40 分走ると古湯温泉がある。温泉街から嘉

瀬川を渡ったあたりから東の谷間が須田集落

となる。谷間に民家が点在する本須田、嘉瀬

川沿いに御殿（みどの）、矢櫃（やびつ）の３

つの地からなる。戸数 44 戸（内農家 19 戸）、

耕作面積約 13ha、平均経営面積５反歩を超え

る程度と零細である。零細であることから兼

業に頼り、稲作だけ行ってきた地域である。 

須田集落が現在建設されている嘉瀬川ダム

建設の残土置き場となり、その見返りとして圃場整備がなされ、平成 22 年度に完成する。150 枚の田が

45 枚程度にまとめられた。換地委員会は「山里（須田集落）を永遠に継ごう子や孫の会」（以下、「子

や孫の会」と略す）という名に変更され集落営農の検討が行われている。子や孫の会は、すべて男性で、

30 歳代から 60 歳代まで、兼業しているもの定年退職したもの 10 人程度で構成されている。 

●集落の農業の概要 

集落カードでみた場合、販売農家数では、12 戸、総戸数は 44 戸（2000 年）で、ほとんどの、農家

は稲作のみの農業を主に兼業で営んでいる。農業を維持している年齢層は、ほとんどが 65 歳以上の人

である。かつて、須田集落は、山間地の地勢を活かして稲作のほかに果樹園、麦類、イモ類、豆類、野

菜類、肉牛、採卵生産、および林業など多様な農林業が営まれていた(1970 年代)。 
●農業に従事する高齢者 

現在では、棚田での稲作が実施され、果樹園も少し残るが、かつての多様な山間地の農業の姿はまっ

たくない。農業の中心となっている高齢者層は、男 7 人、女 6 人であり、農業に従事する高齢者率は

92.3％で 40～59 歳層に女性が一人いるだけである。高齢者は自家用野菜を自給用につくっており、農

業経験は豊富な人もいる。この地域では自給用の畑を千菜畑（せんじゃばたけ）と呼んでいる。 
●高齢者の役割 

水田作は、圃場整備後、後継者を中心に、集落営農の方向で検討できるが、この高齢者層を単に稲作

の管理作業だけでよいのか、検討をすることが重要だ。須田集落の近傍には古湯という温泉地があり、

湯治客などへの農産品、加工品などの販売活動ができるのではないか。圃場整備後の稲作が、正常の生

産に回復するまでは、高齢者により野菜、漬物などの簡単な加工品などの活動が育つことにより、集落

営農の安定的な基盤ができるものと思われる。 
（２）ワークショップの準備 

●ワークショップの目的 

シニアが参加するワークショップの目的は、圃場整備後、農業にどのような役割をするのかを自ら考

え、結果を子や孫の会と一緒に検討することにある。 

◆シニア世代のワークショップ 

シニアの農作業経験を拾い出し、水稲の管理作業以外に何ができるか、つまりどのような転作作物を
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第２回シニアのワークショップ風景 

写真 三神農業改良普及センター上瀧普及指導員 

担当するかを明確にする。 

◆「子や孫の会」のワークショップ 

集落営農の経営計画を立て、圃場整備後の集落営農の姿を描く。特に子や孫の会で「集落営農緊急育

成サポートツール」（サポートツール）を使えるようにしメンバーが用いて、稲作中心の経営計画を作

成する。シニアのワークショップ結果を今後の集落営農計画に反映する、ことを目標にした。 

●ワークショップの参加者 

ワークショップには、助言者として２つの機関が参加して実施された。 

◆三神農業改良普及センター 

◆佐賀県農業協同組合藤統括支所 

●第 1回ワークショップ 

◆「子や孫の会」 

①集落営農の現時点での課題とは何か 

カード記入方式で、書いた人が説明する。結果は省略。 

②「サポートツール」を用いて経営試算を自ら作成することの説明会 

◆「シニア」 

①集落営農の説明と意見を検討するワークショップ 

「子や孫の会」が検討中の集落営農の内容を説明、それに対してシニアが意見をカードに書いてまと

めた（結果１参照）。 

②シニアが耕作している作物名を個別にカードに書き出すワークショップ 

（結果３参照） 

●第２回ワークショップ 

◆「子や孫の会」 

①サポートツールの試算例の説明 

◆「シニア」 

①シニアができる転作作物 

集落営農で転作作物の導入についてカードを

用いて全体で検討し、その結果をまとめた（結

果２参照） 

②シニアが考える圃場整備後の土地利用 

シニアに集落の地図を配布し、圃場整備後に水

稲と転作作物について土地利用図を個別に作成、

それをまとめた。 

●第３回ワークショップ 

◆「シニア」 

①これまでのワークショップのまとめ 

シニアができることを中心に転作作物を決定するまで、直売所に出す野菜や加工品など、現在圃場整

備が進行中であるが、今すぐできる活動として検討することになった。すでに出荷するものを検討して

いるシニア、漬物を昼食時に試食して漬け方の方法を検討するシニア、すでに旅館に出している加工品

を持ち寄るシニアが生まれた。 
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★結果１ シニアの集落営農に対する意見（第１回） 

 

■ 組織の問題
資金運営金はどうするのか →詳細経営試算

消毒代金はいくらかかるか。 →組織で一括

共同育苗はどうなるか →直播を検討

当地は耕作実績がない。造成地で

あるので計画しにくい。
留意点として保持

■ 高齢者の仕事
自作地はほんの少しだけ。小作農

が主体で80歳を過ぎて米がないの

は不安。でも息子がいるのでなん

とかなるだろう。

→農作業計画を作成→詳細経営試算へ

　　　　　　　　　　　　　→高齢者の役割の明確化

高齢者をどこまで引っ張りできるの

か。仕事がなくなるのではないか。
→　　同上

■ ルールや考え方
地主さんはこの制度に前向きに承

知されるのか

→地主の形態（自作、小作に出す、小作をする)

　→委託管理料支払のルール

後取りがいないとき、所有地はどう

なるのか
→地権者に地代を支払うルール、組織が買い取るルール

５～10年後に耕作する人はいるの

か
→「子や孫の会」の趣旨

■ 保有米の問題
保有米の問題　　収量が違う　　味

が違う
→委託管理作業の内容と役割の問題

自分で作った各種の米を手に入れ

られるか

→自分が作った米への愛着と意識の変換（シニアの役割明確化）

→もち米等、米のバラエティの問題？

■ 集落営農後の小作問題
小作料の件　個人地主の計算方

法
→小作をしている人のリスト、小作方法の調査

小作料が払えるのか不安(委託者) →集落営農の仕組みの理解への努力

今まで4反に少し切れる程度の小

作で地主さんへ毎年３俵づつやっ

ていたが、今後地主さんへの小作

料がぷつんと切れた時、地主の反

応に私は反対しない。

→小作をしている人のリスト、小作方法の調査

　　（集落外の小作も含めて調査）

■ 転作地
ほ場整備をされない田圃はどうな

るのか
→集落営農の仕組みの理解への努力

転作地に何を作るか →次の課題

形態の違う田圃の条件はどうなる

のか
→集落営農の仕組みの理解への努力

■ イノシシ対策
イノシシ対策　共同で電牧をはるよ

うに
→被害の実態の調査は必要

イノシシ対策はどうなるか →被害の実態の調査は必要

■ 水問題

須田の場合水の不安な地にある。

(転作問題)もし大干ばつにあった

場合、米作だけでは運営できない

事もあるだろう。そのときの対策

は、減反して何を作るか。

→災害など共済制度の説明　→転作問題

最大の問題は、水の問題だろう。

水の不足はどうんるだろう。
→現在では解答できない問題

 

■解説 

シニアは第1回ワークショップで初めて

集落営農の説明を受けた。その意見をカ

ードに記入し、整理した。 
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結果２ シニアグループ（第２回） 

■ 現在「子や孫の会」で進めている集落営農において、シニアの役割は大きい。
●水稲生産　「中間管理作業」 生育状況の点検、除草作業、追肥、水管理

●転作作物の担当 シニアの経験がいかせる作物とは何か

■ 転作作物は何がよいか
●農協出荷も可能な露地野菜

タマネギ →露地で作れる　どこでもつくる

レタス →露地で作れる　資本がかからない

ホウレンソウ →露地物

里芋

トウキビ　キビ →とうもろこし

●自家用に作っているもの発展させる
ユズの栽培 →ユズはどこの家にもある

タケノコ →孟宗竹のタケノコ

干し柿 →須田で昔作っていた。今でもつくっている

大根の漬物　レダル →糠漬けの大根　須田でつくっている　★名称がよい

椎茸 →どこの家でもつくっている。　日陰でもよい。

■ 転作作物を検討する考え方
地域の発展に「即｣もうかる農産物

は無理と思う

段階的に事業を進めたほうが安全

確実だと思う

施設の必要な作物よりも収入は少

ないが最初は手ごろな作物から始

めては

(レタス、里芋、小豆、⇒経験をして

から施設園芸に進む)

→直売所向け野菜から手始めに

直売所には少量単位で出せる農

産物

芋の子―４、５個　キュウリ―２本

位（買いやすい単位にする）等

→直売所に売られている野菜は、家庭で使うには多すぎる。小さい単位

で売る。

→直売所に出すのでも「須田」の名前で統一。「子や孫の会」の名前見

も検討。

「シニア」の手元にいくらかでも残る

なんかがないかな
「会」と作業担当者の配分ルールを決める

■ 転作作物と将来ビジョンに向けて
富士町の中心(古湯)でありダムサ

イトもある「地の利｣を生かした何か

を考えては

★直売所を経営する

★観光客向けに農家レストランをつくる

★旅館向けの加工品をつくる 味噌、漬物

ひとりでは無理なので地域で、行

政で取り組む方法

→役場、農協、普及センターと相談しながら進める

　こうした関係機関にばらばら伝えるのではなく、須田の将来ビジョンを

つくり、それに即して相談することが効果が上がる

将来は自給自足の時代が到来す

ると思いますので、生産･加工･販

売の可能性を考えたい

→観光客よりも地域の人びとが必要なものを提供することをベースに

することが基本という考え方
 

この考え方が、検討さ

れるようになった 

「子や孫の会」は、サポートツールを使い、経営試算を自ら 初からつくりあげ、合意形

成を促進した。機械導入についても行政との協議が開始された。シニアは、今でもできる

ことの活動を開始した人も出てきた。「子や孫の会」は、シニアのまとめた考え方を尊重し、

圃場整備後の集落営農立ち上げの準備に入った。しかし、こうした動きを阻むのはイノシ

シによる被害である。その対策について関係機関と協議をはじめた。普及指導員、農協の

きめの細かい支援が、実りだしてきた。 
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結果３ シニアグループ（第１回） 

 
結果４ シニアグループ 集落農地の利用図（第２回） 

 

( )内の数字は提
出された枚数 

地図は参加者ひとひと

りが地図に土地利用を

記入し、それを 1枚の地

図にまとめあげた。 
最後のワークショップ

では漬物などを持ち寄

り、独特な作り方があ

り、加工品の候補とな

った。 
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●問題把握のワークショップ 

①自己紹介 
（名前、年齢、現在の経営面積、農作業を中心と

なってはじめた年齢、定年前の仕事、農作業に

ついて思うこと） 

②農林業センサスから地域の農業をみつめる 

③農作業で困っていることは何か 

④シニアは何をしたいか 

⑤具体的検討はどうしたらよいか 

２．農業経営を支えるシニアが模索する集落営農                 福井県 K集落 

 

（１）地域の概況 

Ｋ集落は旧村の中心集落で、都市的な地域と高速道路によって分離されている。近年、住宅団地など

が増加してきているが、水田を中心とする農地は十分に確保されている。 
●集落農業の概要 

販売農家数では、57 戸(2005 年)、総戸数は 274 戸（2000 年）で、ほとんどの農家は稲作のみの農業

で兼業を中心に営んでいる。農業を維持している年齢層は、60 歳以上が主力で約８割が高齢者である。

農業に従事する人は、男女同数で、１戸当たり 1.37 人が従事していることになる。ちなみに農家の平

均世帯員数は 5.21 人で全国平均（4.30 人）、福井県平均（4.70 人）よりも大きく上回っている。Ｋ集落

の多くの農家には後継者家族が同居し、若い人は他産業で、高齢者は農業を分担している 
Ｋ集落の農業の変遷を見ても、稲作以外の作物生産の経験はほとんどなく、80 年代、90 年代全般に

麦類と豆類が減反作物として導入された。かつては、野菜生産をする農家も 80 年代初頭まで見られた

がその規模は小さい。 
●農業に従事する高齢者 
家族内における明確な農業生産の分担が家族員の多い農家世帯のくらしを充実させている。北集落の

農業は高齢者のなかで労働力を再生産しなくてはならない。かつては定年退職したら農業をするという

生活規範のようなものがあった。シニアは農業経営の見通しがない現在、後継者に農業経営を託するこ

とを躊躇している･ 
 
■シニアのワークショップ 

地域でどのようなワークショップをするのか、地域リーダーと担当する普及指導機関と協議をした。

①集落で想定される 30ha の集落営農経営試算を仮に設定して、それをもとに検討を開始する、②アン

ケートにより地域農業の将来意向をたずねてみる、③シニアが集まり、問題点を検討するワークショッ

プを開催する、などのアプローチを検討したが、地域における実状が明確にならないために、シニアが

集まって問題点を検討するワークショップのみを行った。 

●シニアの問題点把握のためのワークショップ 

普及指導員も加わり、シニアが「問題把握のワー

クショップ」を実施した。自己紹介で話は、発展し、

③の困っていること、将来どうしたらよいのか、の

内容に広がった。集落営農をどのようにして検討し

ていくのか、シニアの意見はほとんど一致していて、

その質問に終始した。 

シニアを中心に「勉強会」を設けることでこのワ

ークショップではまとまった。 

次頁は、シニアの自己紹介の部分をまとめたもの

である。 
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参加シニアの自己紹介 

●Ａさん　70歳。田1.2町を経営。

　農業は18歳から手伝い始める。経営の中心になったのは40歳頃から。自治会長。地区

区長会会長。

●Ｂさん　64歳。田６反ほど。

　農業をするようになったのは、父親が死んでから。つとめながらの兼業で。機械の更新
部分だけが赤字。集落営農について区長から検討するように言われてきた。自治会協議

会で農業部門を担当。

●Ｃさん　72歳ぐらいにしておいて。1.5ha。

　私は親が歳行ったころに生まれた。1.5haほど稲作をしている。農業は小さいときから仕

込まれてきた。17～８歳まで農業の勉強だった。18歳から本格的に農業に従事。ほめられ

たこともあった。農業はもうからない商売だと感じた。米不足で農業としてはよい時期だっ

た。しかし短い期間だった。米ではやっていけないと感じ、塗装の技術を勉強した。40年ぐ

らいそれを続けてきた。もちろん百姓をしながら。だんだん悪くなってきた。何とか成らん

のか？

●Ｄさん　68歳。1haの水田。

　65歳まで会社勤めをしてきた。兼業農家だ。父が死んで農業をするようになった。父が

死んで25年たつ。定年になって百姓と年金で生計を立てている。田ばかりではなく自家用

野菜を作っている。田植、から刈り取り、乾燥調整まで一貫して農業をしている。息子は、

田植、刈り取りだけ手伝う。私が農業ができなくなったら継承されない。だから集落営農を

していきたいと考えている。

●Ｅさん　68歳。１町1反の経営。

　18歳から農業に従事、兼業でずっとやってきた。45歳のときまで父母が中心だった。60

歳で会社の定年となり自分の家だけではできないので請負をして全部で２町２反してい

る。息子と同居している。息子は百姓はもうからない、やっていけないといわれている。どう
しようもない、集落営農をしたいという思いで一杯である。

●Ｆさん　68歳。１町１反の米作り。

　よそのから借りてもやっている。昨年１１月までパートをしながらしていたが、今は米だ

け。15年前に手術をし、Iさんに田を作ってもらっていた。35歳のときに父が死に、兼業だが

Iさんにずっと作ってもらってきた。いまは、トラクタに乗ることと管理作業はしている。子供

はもう農業はしないといっている。まとめてやってもらう方法があるといい。

●Ｇさん　６６歳。昭和１８年生まれ。　２町、請負５町　　(認定農家)

　中学卒で農業従事。兼業でずっとやってきた。父は身体が悪かった。27歳のときに死ん
だ。農地は２町あり、請負を５町している。もみすりをして賃耕で生計を立てている。60歳ま

では兼業農家、一般社会の勉強、勤めていた。妻がハウスをしている。稲作に大豆、賃耕

が主体。かつて北町協業組合を作った。息子はついでくれるかは知らない。在所に２人と

も住んでいる。農業はもうからない、魅力はない、自然と一緒にできることが楽しみだが、

経営はうまくいかない。経営はごまかせない、農地を増やせば増やすで赤字は大きくな

る。

●シニアから出た意見 

◆以前の協業組織の経験 

現在施設は残っている。

協業組合は、補助金を取り

込むために組織された。経

営はすぐに赤字、認定農家

は補償金 45 万円を得た。

緑ナラシの積立金 15 万円

があり、実質 30 万円ぐら

いしか得られなかった。百

姓は哀れだと思った。所得

保障がない時代である。直

播をうたった集落営農で

配分の差が大きいので空

中分解した。参加希望者は

この形式ではいない。 
◆新しい集落営農の形態 

協業組織の経験は集落

営農といってもまったく

個人経営中心の見かけ上

の組織。これではだめだ。

財布を一つにして、現在の

減反でできるかと思う。

（普及センターに）指導し

てもらわないと、組織がつ

ぶれる話を良く聞く。解散

するならしないほうがよ

い。 
◆集落営農への期待 

昔はなんだかんだで闇

米等でしのげたときがあ

る。今は、それはできない。

われわれシニアは、年金が

あるからどうにか農業が

やっていけるが、後はやっ

ていけないものばかりだ。30～40ha が目標となる。参加者も 40 戸ぐらいの合意が必要になる。まずは

勉強会を開始したい。 
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●シニアの特徴
　◆多彩で豊富な技と経験を持つ

　◆健康･体力に差がある

　◆時間的な余裕がある

　◆社会的な貢献を期待している

　　（「暮らしの実態調査」より）

●ふたつのシニア世代
　◆農業経験豊富な戦前生まれのシニア

　　　（65歳以上）

　◆他産業経験豊富な団塊のシニア

　　　（65歳未満）

 ■定年退職者向け支援
　
　◆非農家を含めた退職予定者へのアプローチ

　　　事業所での出張農業説明会

　　　市民農園などでの技術指導

　　　退職者向け農業技術講習会

　　　（直売所など販売するまでの説明、

　　　　農業論としての説明を加える）

　　　講習会履修者のネットワーク形成

　　　履修者への技術指導フォローアップ

　　　特産品生産の担い手育成普及指導

Ⅳ シニアがいきいき活動できる場の創出
 

 

シニアがいきいきと充実した暮らしを実現するには、シニアにまかされている地域農業の問題を解決

し、同時にシニアがいきいき活動できる場の創出が重要で緊急な課題である。現状では、シニアが持っ

ている技や経験を失うことにもなり、今後の食料･農業生産にとっても大きな損失になる。シニアが安

心して老後の暮らしができ、地域社会の中で自らもっている技や経験が活かされる場をつくるには、シ

ニアが参加できるコミュニケーションの方法を用いることが重要である。Ⅱでも見てきたが、シニアが

集まり地域農業に参加することによって、集落営農を始めとして地域農業が活性化されてくる。普及指

導機関、関係機関がシニアに働きかけて活動の場を創出してきた。 

 

１．シニアの特徴とふたつのシニア世代 

シニアの特徴を簡単に記したのが右のボックスである。健康、

体力に差があるものの、それに応じた活動の場を設定すると活

動がはじまり、活性化する。島根県の集落営農では車椅子に乗

りながら赤唐辛子の収穫調整作業をしているシニアがいた。ハ

ンディキャップを負っていても社会的な貢献に寄与する活動を

期待している。なんといっても有利なのは、時間的余裕がある

ことである。 

現時点での農業経験から見た場合、シニアには２つの世代が

混在している。1番目の世代は、65 歳以上のシニアで、農業の経験が豊富な世代である。戦前、戦中に

生まれ、終戦直後の食料増産時代を経験している。75 歳以上はいわゆる「昭和一桁世代」である。農業

技術を豊富に保持している世代であり、この世代が離農の時期になっている。これに対して 65 歳未満

のシニアは、他産業に兼業として出て豊富な他産業経験を持っている世代で、いわゆる「団塊の世代」

である。農業経験は浅い。定年退職就農として期待される世代である。これ以降の若い世代の就農は、

量的には芳しくなく、この二つのシニアによって当面、カバーしなくてはならない状況が続く。 

Ⅱ章で見たように定年退職シニアの活動は、今までにないユニークな特徴を持っている。特に、非農

家の定年退職シニアの活動も存在し、地域の関連機関がこうしたシニアにも参加ができる場がつくられ

ることによって可能となることが示されている。 

定年退職シニアを農業にリクルートするため地元企業で

就農説明会などの活動がＪＡ、普及指導センターが連携し

て各地で行われている。こうした定年退職就農希望者を対

象とした就農技術講座がやはり多くの地域で開催されてい

る。農業に従事するには農業を基本にどのような暮らし方

をするか、の内容も講座で取り上げられており、これまで

にはない動きも出ている。就農したくても技術や制度、行

政サービスをどのように受けたらよいのか、わからなかっ

たと受講者は語っていた。 
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 ■シニアが参加しやすい
　　　　　ワークショップのすすめ

　話し合いだけでは、合意形成は難しい。参加する

シニアの個性が強くなり、言語表現が苦手な人の

意見やアイデアは無視されてしまう。技を持ったり

実際の行動力のある人は寡黙であることが多い。

　
　◆ワークショップとは

　学校の授業の班活動が見本。テーマを決めてグ

ループで話し合いながらまとめ、ひとつの作品をつ

くり、他の人に伝える作業のこと。作品として結果

が残り、他の人に伝えやすい。見直すことも可能

になる。

■シニア参加の仕組みの主体
　
　◆集落全体が一体となって問題解決

　◆若い世代が中心となってシニア参加を促進

　◆シニアが若い世代に呼びかける

 ■目標
　地域農業にシニアが参加して現状の
問題を解決しよりよい方向を決め、実行
する仕組みをつくる。

　◆シニアの技、経験をいかす

　◆シニアが活躍できる場をつくる

　◆シニアの活動を認知し支援する

■できることからはじめる

　ワークショップだけで終わるのではなく、いますぐ

できることをリストアップする。何から行うか、活動

に移せない問題の除去も活動のうち。活動に移せ

ない最大の壁は、コミュニケーション不足、情報不

足。

　シニアは時間があり、ひとたび活動が始まれば、

連鎖の動きとなっていく。

２．課題はコミュニケーションの持続 

集落という現場で戦前生まれのシニアと団塊の世代のシニア、あるいは他の世代とのコミュニケーシ

ョンをどうとるのか、ここでおすすめするのがシニアの参加するワークショップである。 

 

より若い世代へ

シニア
(昭和一桁

世代）

シニア
（団塊の

世代）

連携

他産業経験

農の技と経験

技術講習
技術経営情報

シニア参加の場
シニア向け技術

 

 

■ワークショップのすすめ 

集落全体が一体となって問題解決する場合、若い世代が中

心となってシニア参加を促進する場合、シニアが若い世代に

呼びかける場合、いずれの場合においても以前のようにこと

ばだけで議論する方式では限界がある。特に高齢なシニアか

らその技や経験を引き出す場合には、ワークショップ方式で

行うことが非常に有効である。 

地域農業にシニアが参加し、現状の問題を解決し、寄りよ

いほう方向を決め、実行する仕組みをつくりだすには話だけ

の座談会より効果は大きいし、何よりも作業結果が残ること

である。 

そして大きなポイントは「できることからはじめる」こと

である。 
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◆ ご指導いただいた検討委員 

氏名 所属・役職 専門領域 

三橋 伸夫 宇都宮大学工学部 教授 農村計画・建築学 

（ワークショップ企画） 

安達 浩美 島根県西部農林振興センター 

益田事務所農業普及部 課長 
（地域農業技術普及指導） 

渡辺 啓巳 （独）農業･食品産業技術総合研究機構 

農村工学研究所 特別研究員 

環境社会学、 

（ワークショッププログラム）

 

 

 食料農業生産における高齢者への依存はいまだ大きく、75
歳以上の基幹的農業従事者が 20.6％を占める。農山村におけ

る高齢者の暮らしは年金に支えられ、質素な暮らしぶりとなっ

ている。農業経営の赤字の状態で、後継者に農地を引き継ぐこ

とに躊躇しているものも大きな割合を示す。高齢者の農業で培

ってきた技や経験をつなぐのは、定年退職帰農者であるが、農

業従事は決して芳しいものではない。 
 多様な担い手を得ようと、農業改良普及事業を始めとして、

団塊の世代を対象とした技術講習や就農機会をつくりだす活

動が行われだしてきた。家族を単位とした農業の継承から集落

営農など地域が対応できる農業への展開が高齢者の活動の場

を広げることができ、暮らしの充実につながる道のひとつとな

るだろう。 
 後になったが、ワークショップでお世話になった佐賀県佐

賀市須田集落ならびに福井県Ｋ集落の皆様、事業内容を検討し

ていただいた３人の委員には大変なご協力を賜った。この場を

借りてお礼申し上げる次第である。 
 

社団法人 全国農業改良普及支援協会 



平成 20 年度シニア能力活用促進事業

高齢者の暮らしの実態と地域農業への参加

社団法人　全国農業改良普及支援協会

〒107-0052　東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル７階
TEL 03-5561-9562     FAX 03-5561-9569
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