
農業法⼈に就職した先輩

新・農業⼈フェア
農業法⼈にはいろいろなタイプがあります。就農フェアに参加したり、農業法⼈を⾒学したり、
経営者に話を聞いたりして、⾃分の描く就農スタイルに合う農業法⼈を⾒つけて下さい。

新・農業⼈フェアは、就農に関する様々な情報を得られる無料イベントで、東京、⼤阪、札幌等の主
要都市で年数回開催しています。
各会場には100を超える農業法⼈や研修機関が出展しており、先輩農業者を含む農業関係者の話
を直接聞くことができます。
農業に興味のある⽅なら、年齢問わず⼤歓迎！ 最新情報はHPに随時
更新しています。

熱気溢れる会場の様子 農業法人の話を聞き、情報収集する農業高校生

新・農業⼈フェア

イオングループのように、他産業の企業が農業界に参⼊する例も増えています。
⾷品や酒造メーカーといった製造業、飲⾷業、流通業、建設業のほか、鉄道会社なども農業に
参⼊しています。

農業に参入する他産業の企業も増えていますMemo

イオンアグリ創造（株）は、イオングループの「⾷」の
分野におけるノウハウを活かし、イオンならではの農業に
取り組むために、2009年7⽉に設⽴された農業法⼈で
す。
『農業の発展とお客さまの価値を創造する』を経営理

念として、「安全・安⼼」「お⼿頃」「新鮮」な農産物を供
給するためにまるごとの農業を⼿掛けている会社です。
現在全国19カ所にある直営農場で、農産物の安定
⽣産・安定供給に取り組んでいます。全国さまざまな⼟
地や気候の下で多様な作型の経験を積んでいけるのが、
イオンアグリ創造の特⾊の⼀つです。

栃⽊県⽴宇都宮⽩楊⾼校卒業 沼尾さん

つくる喜びは何ものにも代えがたいもの！

－ 農業に興味を持ったキッカケは？

農業法⼈に就職した先輩

実家は農家ではなく、家庭菜園をやっている程度ですが、中２の職業体験でフラワーショップに行って、花を
育てる楽しさを知りました。

その後進学した宇都宮白楊高校では果樹、野菜栽培のほか、農業経営なども学びました。
新鮮な野菜を食べたとき、その美味しさにいつも感動します。自分が作った野菜を大勢の人に届けて、野菜

の美味しさを知ってほしい。このような想いから、農業を仕事にしようと考えるようになりました。

就職先の法⼈ イオンアグリ創造株式会社

－ ⾼校卒業後の進路選択は？

－ ⾃分が農場⻑になったらどんな農場にしたいですか？

とにかく早く農業がしたい！作物を栽培したい！と思っていたので、先生にお願いして、卒業してすぐに就
農できる法人を探していたところ、イオンアグリ創造株式会社を薦められました。

各農場が GLOBAL G.A.P. という世界各国で取り組まれている認証を取得するなど、”安全”にこだわった
農場運営・農産物の提供を行っていることにも惹かれて、就職を決めました。

※GAP：農業生産活動を行う上で必要な点検項目に沿って、生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる
持続的な改善活動です。

自分が農業をやるモットーは、喜びにつながる良質な野菜を作ること。
「適地適作」により、「良い生産物」「完成度の高い農産物」を提供できるようになりたいです。
年上の経験豊かなパートさんや地域の先輩農家さんに学びながら、みんなの力が最大限発揮できるような

マネージメントができるよう、学んで行きたいと思います。

就農農業⾼校沼尾さんの就農までの道



⾃ら農業経営をしている先輩

農業経営は会社勤めのように勤務時間が決まっておらず、時
間の使い方は自由で、言い換えれば、今日やらなくてもすむと
いうことです。だからこそ、自己管理能力が最も必要です。

また、農業をやっていくためには、人と人のつながりが大切で
す。農地を借りたり、販路を見つけたりするにも、先進農家研修
でお世話になった農業者や友人が支えになってくれました。

それから、中古機械の分解、メンテナンス技術は必須ですの
で、しっかり身につけて下さい！

－農業経営者に必要なものは？

⾃ら農業経営をしている先輩

若手農業者が集まる４HクラブMemo

国内各地域で約850クラブが活動し、約１万３千⼈が参加。
新規就農者との交流や、農業技術の研さんを通じた地域農業の活性化などの活動を⾏っています。

4Ｈクラブ（農業⻘年クラブ）は、就農間もない20〜30代前半の若い農業者による学習活動や
仲間づくりなどを⽬的とした組織です。

（全国農業⻘年クラブ連絡協議会ＨＰ） http://www.zenkyo4h.org/

⼥性農業者の知恵を様々な企業の技術、ノウハウ、アイデアと結びつけ
新たな商品やサービス情報を社会に広く発信し、農業で活躍する⼥性の
姿を多くの皆さまに知っていただくための取り組みです。
平成27年8⽉現在、プロジェクトに参加する農業⼥⼦は約350⼈に
上っています。

（農業⼥⼦プロジェクトＨＰ） http://nougyoujoshi.jp/index.html

森安さんの就農までの道

晃司さん

かんなさん

農業⼤学校 先進農家研修
（１年）

就農
農業⾼校

⼤学 社会⼈ 農業⼤学校普通⾼校

農業女子プロジェクトMemo

⾃ら農業経営をしている先輩

岡⼭県⽴⾼松農業⾼校卒業 森安さん
オルトファーム（岡⼭県）

森安晃司さんは、岡山県農業大学校で知り合ったかんなさ
んと一緒に、「自分達がやりたいように農業をやりたいから、
経営者になるのは当然」と、平成１６年にオルトファームを
立ち上げました。

オルトファームでは、小松菜の施設栽培から始め、チンゲ
ンサイ、水稲と規模や作目を拡大しています。

環境保全型農業に取り組んで１２年目。市場、契約栽培、
ネット販売で確実な顧客をつかんでいます。

やりたいことをできるのが農業を経営する魅力

チャレンジしたい人におすすめです

⾃ら農業経営をしている先輩

森安晃司さんは、岡⼭県農業⼤学校で知り合ったかんな
さんと⼀緒に、「⾃分達がやりたいように農業をやりたいから、
経営者になるのは当然」と、平成16年にオルトファームを⽴
ち上げました。
オルトファームでは、⼩松菜の施設栽培から始め、チンゲン
サイ、⽔稲と規模や作⽬を拡⼤しています。
環境保全型農業に取り組んで12年⽬。市場、契約栽
培、ネット販売で確実に顧客をつかんでいます。

父も祖父も農業者ではありませんが、子どものころから花が好きで、祖父が趣味で育てている菊や
サツキの手伝いをしていました。
中学時代には花屋さんに手伝いに押しかけていたほどです（笑）。
農業についての基本的なことは、この時期に独学で学び始め、農業高校に進学しようと思いました。

－農業との出会いは？

高校の授業はフル活用しました。専攻する草花の勉強はもちろんですが、実習を人一倍がんばって
効率的に終わらせ、余った時間は、先生にお願いして果樹や畜産、加工など他の専攻の授業にも顔を
出していました。
また、日商簿記２級を始め、各種資格も在学中に取得しました。主体的に学んだことは、今もとても役に

立っています。

－⾼校での学びは？

４Ｈクラブ*は全国各地に組織があり、農業で稼ごうという勉強

熱心な若手農業者が集まっています。私は、現在、４Ｈクラブの
全国組織の事務局長を務めています。

４Ｈクラブでは、会員間の情報交換や研究発表などを行うほか、
海外の４Ｈクラブとの交流も始めました。

妻も農林水産省が展開する「農業女子プロジェクト」*に参加す

るなど、夫婦それぞれが、農業現場だけでなく、社会的な活動も
重視しており、経営や生活にも良い刺激となっています。

－4Hクラブでも活躍していますね

ヤギもアヒルも除草に大活躍の仲間です。
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－農業⾼校のみなさんに⼀⾔
農家出身でも、こんなに早く農業を始めようとは

思っていなかったのですが、就職して人に使われる
よりも自分が主宰者になった方が面白いと卒業後
すぐに就農しました。

農業経営は自由でもあり、自由のきかない職業で
もあります。自分の決めたスケジュールで仕事を進
めることができますが、天候によっては予定どおりに
いかず、スケジュールに振り回されることもあります。

また、経営者として、生産だけでなく、それらを売る
ための営業力が必要です。このためには、いろんな
業種の方と交流を持つことが大事だと感じています。

⾃ら農業経営をしている先輩

農業研修を受ける⽅、
独⽴して農業経営を始める⽅を⽀援する制度

それぞれ詳細な要件があります。また、このほか、農業⽤機械・施設等の導⼊の補助制度、都道府県や
市町村独⾃の⽀援策もあります。詳しくは農林⽔産省のHPをご覧下さい。

○⻘年就農給付⾦ 就農（予定）時に原則45歳未満の⽅が対象！

○⻘年等就農資⾦ 無利⼦融資

農業経営を始めるために必要な機械・施設の購⼊などに必要な資⾦を
無利⼦で貸し付けます。
【貸付限度額】3,700万円 【担保等】実質無担保、無保証⼈
【取扱⾦融機関】（株）⽇本政策⾦融公庫及び沖縄振興開発⾦融公庫

⾃ら農業経営を始める際に、農業を始めてから経営が安定するまで、
最⻑5年間、年間最⼤150万円を給付します。

農業経営は、責任も重く大変な面もありますが、その分、達成感ややりがいも人一倍大きいのが魅力です。
ぜひ、農業にチャレンジして下さい！

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html

都道府県が認める道府県農業⼤学校や先進農家・先進農業法⼈などで研修を受
ける就農希望者に、最⻑2年間、 年間150万円を給付します。

①準備型

②経営開始型

茨城県⽴⽔⼾農業⾼校卒業 ⼩林さん
野菜屋⼤輔、農事組合法⼈那珂アグリス（茨城県）

農業経営者は、責任の重さの分だけ

達成感もやりがいも得られる仕事です。

⾃ら農業経営をしている先輩

森安晃司さんは、岡山県農業大学校で知り合ったかんなさん
と一緒に、「自分達がやりたいように農業をやりたいから、経
営者になるのは当然」と、平成１６年にオルトファームを立ち上
げました。

オルトファームでは、小松菜の施設栽培から始め、チンゲンサ
イ、水稲と規模や作目を拡大しています。

環境保全型農業に取り組んで１２年目。市場、契約栽培、ネッ
ト販売で確実な顧客をつかんでいます。

⼩林⼤輔さんは、⽔⼾農業⾼校から茨城県⽴農業⼤学
校を経て、卒業と同時に就農しました。いわゆる親元就農の
形ですが、新たにブロッコリーやキャベツの栽培をスタートし、
「野菜屋⼤輔」ブランドで販売するなど新たな取組にチャレン
ジしています。
また、平成22年には那珂市の農業後継者クラブの仲間と
ともに「那珂アグリス」という農事組合法⼈を⽴ち上げ、遊休
農地や耕作放棄地を活⽤して、そば・⻨・⼤⾖・ばれいしょの
⽣産・販売を⾏っています。

⼩林さんの就農までの道 農業⼤学校 就農農業⾼校

－農業⾼校や農業⼤学校での思い出は？
高校や農業大学校では、知識や技術だけでなく、広い

視野に立った農業観と経営感覚を学ぶことができました。
高校では、特に、北海道へ農業実習に行ったことが

印象に残っています。
また、農業大学校では、実習や実験など専門的なこと

を学ぶことができました。

自分は農家出身ですが、農家出身でない人や年齢も
さまざまな人が学んでおり、仲間作りの良い場になり
ました。 小林さんが就農後に、「野菜屋大輔」

ブランドを立ち上げ、販売しています

－仲間と⽴ち上げた「那珂アグリス」
農業後継者クラブの仲間で、遊休農地や耕作放棄地の解消などの活動をしていたのですが、平成22年に

これを法人化し、農事組合法人「那珂アグリス」を立ち上げました。現在、副理事を務めています。

運営が軌道に乗り、収益が出るようになったので、経営を拡大していこうと考えています。
このような活動を通じて、新たな雇用を創出し、ひいては茨城県の活性化に貢献したいという思いです。




