
【特集 編】

将来の東海地域の農業を支える人材の

確保に向けて

第１章 東海地域の農業者をめぐる状況

第２章 将来の東海地域の農業を担う人材が抱える課題とその対応

第３章 新たな担い手に対する先輩農業者からのメッセージ



*1 「用語の解説」を参照。
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はじめに

農業の現状は、所得の減少、担い手不足の深刻化や高齢化、農山漁村の活力低下といっ

た厳しい状況に直面し、農林水産業の競争力・体質強化は待ったなしの課題となっていま

す。

このような状況の中、農林水産省では、平成25（2013）年１月29日に「攻めの農林水産

業推進本部」を設置し、意欲ある担い手、生産基盤である農地をしっかり確保して力強い

生産が展開されるようにするなどの取組により、農林水産業の持つ潜在力を最大限に引き

出すとともに、地域に受け継がれてきた農林水産業の多面的機能を十分発揮させることと

しております。

東海地域の生産現場では、基幹的農業従事者*1の平均年齢が68.0歳（岐阜県：70.0歳、

愛知県：65.8歳、三重県70.3歳）と全国平均（66.1歳）を上回って高齢化が進展してお

り、今後とも力強い農業生産を維持していくためには、各地域における人と農地の問題を

解決し、５年先、10年先も世代交代しながら安定的な農業経営を続けていける体制を構築

していくことが重要となっています。

このため、本特集では、将来の東海地域の農業を支える人材をいかに確保していくかを

念頭に、意欲ある担い手や農業参入法人に対し現地取材を行い、これらの方々が農業生産

を行う上でどのような苦労・課題に直面し、それらをいかに克服したか、新たに農業を展

開する上でどのような将来展望を描いているかについて取りまとめるとともに、その声を

基に新たな担い手の確保に向けたポイントを整理しました。

本編をお読みいただくことにより、「頑張る農業者、農業参入法人」の農業にかける熱

い思いや前向きな姿勢を感じとっていただき、特に農業を継承される方々やこれから新た

に農業を始める方々にとって参考になれば幸いです。



高齢化が進む農業者 

・平成22（2010）年における東海地域の基幹的農業従事者の平均年齢（男女計）は、
68.0歳と全国平均の66.1歳を上回っており、平成７（1995）年に比べ７歳程高齢化が進
んでいます。 
・基幹的農業従事者は年齢構成でみても高齢化が進んでおり、特に75歳以上の基幹的
農業従事者数は増加傾向にあります。 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
資料：農林水産省「農林業センサス」 

近年増えている新規就農者 

・東海地域における新規就農者は、平成23（2011）年で473人と毎年増加傾向にあります。 
・東海地域における新規就農者の部門別割合については、野菜が47％と最も高く、水稲が
19％、花きが10％となっています。 
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図４ 平成23年東海地域新規就農者の部門別割合 
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図１ 基幹的農業従事者の平均年齢（男女計） 
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図２ 年齢区分別基幹的農業従事者数（東海地域（男女計）） 
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図３ 東海地域における新規就農者の推移 
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・東海地域における農業法人数は、平成17（2005）年に比べ増加しています。 
・平成21（2009）年農地法改正後の東海地域において農業参入した一般法人は、平成
24（2012）年12月末時点で109法人と年々増加しています。 

資料：東海農政局調べ 
注：2009年12月の農地法改正後の要件により、農業参入した一般
法人数。2009年12月の農地法改正により、一定の条件のもと、農
業生産法人以外の法人による農地の貸借が可能となった。 
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図６ 東海地域における農業参入した一般法人数 
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新規就農者の就農した理由 

・東海地域の新規就農者が就農した理由については、「農業が好きだから」、「自ら経営の
采配を振れるから」といった割合が高くなっています。 

資料：全国新規就農相談センター（全国農業会議所） 
    「新規就農者（新規参入者）の就農実態に関する調査結果」－平成22年度－ 
注１：本調査では３つまで（順位づけ）の選択で得た回答を集計。 
注２：東海については、静岡県を含む。 

37.3 
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資料：農林水産省「農林業センサス」 
注：農業法人は、販売農家における農業法人と農家以外の 
    販売目的の組織経営体における農業法人の合計。 
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図５ 東海地域における農業法人数 
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・就農後直面している農業経営面での課題は、「所得が少ない」、「技術の未熟さ」の順に
なっています。 
・全国と比べると、東海地域の新規就農者は、「技術の未熟さ」、「栽培計画・段取りがうま
くいかない」などを課題と考える方の割合が高くなっています。 

資料：全国新規就農相談センター（全国農業会議所） 
    「新規就農者（新規参入者）の就農実態に関する調査結果」－平成22年度－ 
注１：本調査では３つまで（順位づけ）の選択で得た回答を集計。 
注２：東海については、静岡県を含む。 

新規就農者が抱える課題 

新規就農者の今後の農業経営展開 

・今後の農業経営の展開では、「技術の向上」、「品質の向上」、「規模拡大」といった生産
面の向上を重要と考える新規就農者の割合が高くなっています。 
・また、生産面以外にも「販路の拡大」、「直接販売」など販売面の新たな展開が今後重
要と考える新規就農者の割合も高く、生産技術を高めつつ、販売機会の拡大を図るとい
う経営展開方向を描いていると考えられます。 
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図９ 新規就農者（新規参入者）の今後５年くらいの農業経営 

    の展開において重要と思われる項目（東海） 
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資料：全国新規就農相談センター（全国農業会議所） 
    「新規就農者（新規参入者）の就農実態に関する調査結果」－平成22年度－ 
注：東海については、静岡県を含む。 
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図８ 新規就農者（新規参入者）の農業経営面 
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鈴木 誠さん（額田郡幸田町） 

 本章では、地域で頑張る農業の若い担い手や新たに農業分野に参入した農業生産法
人を現地取材し、就農あるいは農業参入するまでの苦労やそれを解決するための取組など
について、取りまとめました。 

事例地区一覧 

倉橋 幸嗣さん（豊田市） 

高橋 正泰さん（揖斐郡揖斐川町） 

鈴木 啓文さん（四日市市） 

農業生産法人 有限会社恵那栗
（恵那市） 

渡邉 友裕さん（鈴鹿市） 

加藤 剛氏さん、智さん 
（四日市市） 

農事組合法人 桑名農耕センター
森田 俊紀さん（桑名市） 

山田 奈央子さん（関市） 

野村 久良さん（関市） 

農業生産法人 株式会社和仁農園
（高山市） 

農事組合法人 飛騨かわい牧場 
森田 忍さん、水川 耕介さん、清水文野さん（飛騨市） 

杉浦 由里さん（碧南市） 

末廣 貴生さん（伊賀市） 

小田 剛裕さん（蒲郡市） 

飯田 実さん（名古屋市中川区） 

加藤 秀明さん（一宮市） 

(有)ゴトーアグリ 
後藤 健太さん、竜徳さん 

（丹羽郡扶桑町） 

《農業参入法人》 

《女性農業者》 

《新規参入者》 

《農業参入法人》 

《農業法人》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 

《女性農業者》 

《農業法人》 

《農業後継者》 

《新規参入者》 

《農業法人》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 

《農業後継者》 
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カテゴリー 県、市町村名 担い手（組織） 就農 
（参入） 
時期 

経営規模（2012年） 
 

頁 

農業後継者 岐阜県揖斐郡 
揖斐川町 
  

高橋 正泰さん 2009年 
 

養豚：年間出荷頭数240頭の肥育経営、 
水稲：８ha、小麦：６ha、大豆：６ha、 
飼料用米：３ha、茶：２ha 

20 
 

愛知県名古屋市中川区 飯田  実さん 2009年 ミニトマト：９ａ 21 

愛知県豊田市 倉橋 幸嗣さん 2008年 シンビジウム：40ａ 22 

愛知県額田郡幸田町 鈴木  誠さん 2001年 イチジク：115ａ 23 

愛知県蒲郡市 小田 剛裕さん 2007年 マイクロトマト：12ａ、つま菊：32ａ 24 

三重県四日市市 鈴木 啓文さん 2007年 鉢花：26ａ 25 

三重県四日市市 加藤  剛さん 
加藤  智さん 

1990年 
1994年 

水稲：54ha、小麦40ha、大豆：43ha、 
部分作業受託：159ha（延べ面積） 

26 

三重県鈴鹿市 渡邉 友裕さん 2000年 酪農：飼養頭数135頭、 
   （経産牛：115頭、初妊牛：20頭） 
飼料作物：８ha 

27 

三重県伊賀市 末廣 貴生さん 2008年 水稲：７ha、梨：90ａ、マコモ：10ａ 28 

農業法人 岐阜県飛騨市 農事組合法人 
 飛騨かわい牧場 
 森田代表理事、 
 水川主任、 
 清水さん 

2008年 
森田代表  

 理事、 
  水川主任 

2009年 
（清水さん） 

和牛繁殖：飼養頭数340頭 
    （繁殖雌牛：200頭、子牛：140頭） 

29 

愛知県丹羽郡扶桑町 (有)ゴトーアグリ 
 後藤 健太さん 
 後藤 竜徳さん 

2007年 
（健太さん） 

1996年 
（竜徳さん） 

ダイコン：13ha、ニンジン：8.5ha、 
キャベツ：２ha、タマネギ：50ａ 

30 

三重県桑名市 
 

農事組合法人 
 桑名農耕センター 
 森田俊紀代表理事 

2002年 水稲：15ha、小麦：6.5ha、 
米粉用米：80ａ、マコモ：40ａ、 
水稲部分作業受託：185ha（延べ面積） 

31 

新規参入者 
 

岐阜県関市 野村 久良さん 2005年 ブルーベリー：70ａ、サツマイモ：15ａ 32 

愛知県一宮市 加藤 秀明さん 2008年 （日本）イチゴ：35ａ、水稲：３ha、 
     水稲部分作業受託：50ａ 
                                  （延べ面積） 
（中国）イチゴ：20ａ 

33 

女性農業者 岐阜県関市 山田 奈央子さん 2010年 ダイコン：40ａ、里芋：30ａ 他 34 

愛知県碧南市 杉浦 由里さん 1999年 水稲：25ha、小麦：16ha、大豆：10ha、 
イチジク：30ａ、 
水稲部分作業受託：10ｈａ（延べ面積） 

35 

農業参入 
法人 
 

岐阜県高山市 農業生産法人 
 株式会社和仁農園 
 和仁松男 
    代表取締役 

2009年 水稲：14ha、飼料用米：６ha、 
有機無農薬野菜：30ａ、 
宿儺（すくな）かぼちゃ：10ａ、 
赤シソ：10ａ、 
水稲部分作業受託：７ｈａ（延べ面積） 

36 

岐阜県恵那市 農業生産法人 
 有限会社恵那栗 
（伊藤直弥副代表） 

2004年 栗：20ha、その他（桃など）：１ha 37 

１ 今回事例に取り上げた担い手の分類 
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                                         い   び  ぐん  い  び  がわ ちょう 

高橋 正泰さん(岐阜県揖斐郡揖斐川町) 

（経営品目）養豚、水稲、小麦、大豆、飼料用米、茶 
（経営規模）養豚：年間出荷頭数240頭の肥育経営、  
                  水稲：８ha、小麦：６ha、大豆：６ha、 
                  飼料用米：３ha、茶：２ha 
（労働力）   高橋さん、父、母、アルバイト数人 
       （アルバイトは農閑期を除く通常期は 
        １人。繁忙期は３～４人。） 

経営概要 

 今後、養豚については市場価格の低迷に加え、
飼料代、燃料代が高騰しており、現在の生産規模
で所得を確保するためには、付加価値を付けた直
接販売が大切であると高橋さんは考えている。 
 そのため、「飼料用米の給餌による甘みのある
良質な豚肉を高橋ブランドの豚肉として差別化を
図り、ハムやソーセージの加工品の販売について
も取り組んでいきたい。」と高橋さんは語る。  

新たな６次産業化の取組を目指して！！ 

（農業後継者） 

 高橋さんは現在、様々な品目で農業に取り組んでいる
が、特に養豚について、他の豚肉と差別化し“高橋の豚
肉が欲しい”とお客さまから指名買いしてもらえる豚肉
の生産と流通の仕組みづくりに力を入れている。 
 良質な豚肉を生産するため、「自ら栽培した飼料用米
を豚に給餌し、飼育環境の工夫や岐阜県が開発した肉質
の良い品種の豚を肥育するなど、おいしい豚肉をお客さ
んに供給できるよう頑張っています。」と高橋さんは語
る。 

“高橋ブランド”の良質な豚肉の供給 

 「農業を始めてから、経営の安定と良いものをつくる
ための技術習得に苦労している。」と高橋さん。就農直
後は両親、県の普及指導員からの指導、近隣農家からの
アドバイスにより技術の習得に努めてきたが、就農２年
目以降は豚価、米価、茶相場の低迷が続き、経営の安定
化を図るため、販売単価の向上を目指し、直接販売の仕
組みづくりを優先的に進めた。 
 新たな販路を確保するために、農家だけでなく幅広い
交流により情報を確保している。 
 今後は、経営安定化への取組と技術の習得をバランス
よく行い、「さらなる技術の習得や消費者とのつながり
と若い農業者の仲間づくりを図るため、バーベキュー大
会などの農業イベントを開催するための時間を確保した
い。」と高橋さんは語る。  

農業経営の安定化とさらなる技術向上 
豚とふれあう
高橋さん 

●農業者は技術者であり経営者でもあり、農  
   業経営を成功させるためには、知識と経験 
     と情熱が必要。 
●自然相手で簡単にうまくいかないところが農 
     業の面白いところ。しかし、自分の思い描い 
     たことに挑戦できる。楽しんで農業を行って 
     欲しい。 
●直接販売は、単価、流通、手間をしっかり研 
     究して取り組むべき。中途半端にやると労 
     働力が奪われる。 
●明日の命となる食べものをつくるというシン 
     プルさ、生産物の少しずつの変化をみるこ  
     と、お客さまの“おいしい”という笑顔に出会 
     えることがうれしい。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

水稲を刈り取る 
高橋さん 

 実家は農家だったが、大学卒業後は産業機械
メーカーに勤務し、就農するつもりはなかった。 
 ところが、消費者の食に対する安心・安全への
意識の高まりや、後継者不足の状況から、農業の
ビジネスとしての可能性と社会的役割に魅力を感
じるようになったことから、平成21（2009）年
就農。 

消費者と直接つながる“高橋ブランド” 
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都市近郊で厳選されたミニトマトを直接販売 
                                     な  ご   や   し  なか がわ  く 

飯田 実さん(愛知県名古屋市中川区) 

（経営品目）ミニトマト 
（経営規模）９ａ 
（労働力）   飯田さん、母、妻、 
                  パート１人（週４日） 

経営概要 

 現在、ミニトマトの販売が需要に追いついていな
いため、「今後は20ａまで規模を拡大し、うま味の
あるミニトマト、甘いミニトマトなど特長のあるミ
ニトマトを栽培するとともに、お客様自身が要望す
るタイプのミニトマトを自ら摘み取り、販売できる
摘み取り農園を設置したい。」と飯田さん。 
 また、ミニトマトの自動販売機での販売やトマト
パルプを挽肉と混ぜた「トマトの串カツ」など６次
産業化の新商品の販売を行っていきたいとも。  

お客様の要望に応えるために 

（農業後継者） 

 飯田さんは、肥料や水の与え方を工夫することで、
糖度8.5以上のミニトマトを厳選し、ハウスでの直売や
ホテル、レストランへの直接販売などを実施してい
る。 
 また、６次産業化への取組として、トマトジュース
とトマトジャムに加工し販売している。 
 特にトマトジュースについては、トマトジュース
（赤）と透明感のあるトマトジュース（黄金）の２種
類をつくり、直売店のほかレストラン、バーに販売し
ている。 

厳選されたミニトマトを直接販売 

 飯田さんは就農する
際、設備の建設などの
資金調達に苦労した。
自己資金のほか、補助
事業、就農支援資金を
活用し、できるところ
は極力自力で工事を行
い、設備導入費の節約
を図った。 
 また、飯田さんは名
古屋市内の都市近郊で
農業を行っているた
め、周辺の住民に有機
質肥料の臭いや循環扇
の音など迷惑をかけな
いように常に気をつか
いながら農業に取り組
んでいる。 

都市近郊農家ゆえ… 

（写真左）トマトジュース（黄金） 
（写真右）トマトジュース（赤） 
 

●農業は自分の責任で自由に新しい商品を開 
     発し、販売することができる。こんな面白い 
     仕事はない。 
●６次産業化の取組は特に面白い。農業は 
     「シビれる」くらい魅力（かっこよくて稼げる）  
   がある。 
●農業は一生懸命栽培しても、病気などの被 
     害にあうと収入が無くなることもある。そこが 
     農業の厳しいところ。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

ミニトマトを収穫する飯田さん 

飯田農園ホームページ 
http://iida-farm.jimdo.com/ 

 大学卒業後、食品メーカーに勤務。サラリーマン時
代に長男が誕生したが、先天性疾患（現在は回復。）
が見つかり、人の健康に対して興味を持つようになっ
た。その後、自ら安心・安全な食材を生産したいとい
う思いが強くなり、会社退職後、愛知県立農業大学
校、民間での農業研修を経て、父親が栽培していた水
耕みつばの圃場を借り、平成21（2009）年就農。 

飯田さんの 
ミニトマト 
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お客様と「農産物の一期一会」を楽しみたい 

                                        とよ  た   し 

倉橋 幸嗣さん(愛知県豊田市) 

（経営品目）シンビジウム 
（経営規模）40ａ 
（労働力） 倉橋さん、父、母、パート５人 
       （パート雇用は繁忙期のみ） 

経営概要 

夢農人とよたホームページ 
http://yume-note.com/ 

 シンビジウムは見栄えや見た目の印象で評価
されるので、「仕立て方や出荷鉢の工夫など自
ら考案して、消費者にインパクトを与えるもの
を育てていきたい。」と倉橋さんは語る。  

地の利を活かした農業経営を目指して 

（農業後継者） 

 シンビジウムは品種によって個性が強すぎるため、就
農時は花をうまく咲かせることに相当苦労し、悩んだ。 
 そんな時、「シンビジウム栽培の師匠である父親から
細かく栽培技術の指導を受けたり、市場関係者等から品
種特性等に関する意見交換を行うことで、技術を身につ
けることができた。」と倉橋さんは語る。 
 現在は、父親からすべての経営を引き継ぐために、県
の普及指導員や豊田洋ラン研究会の仲間を通じて農業経
営に関する知識を勉強中。 

父親はシンビジウム栽培の師匠 

 豊田市周辺で向上心を持って活動している若手プロ農
家の集まりである「夢農人（ゆめノート）とよた」の会
員となり、生産者が農産物に込めた思いやこだわりを直
接消費者に伝えるため、農家の市 夢農人マルシェ（ア
ンテナショップ）を月２日開催し、新鮮な地元産農産物
を通して、生産者、消費者双方が「農産物の一期一会」
を楽しむための直売活動を実施中。  

農産物を通して様々な“出会い”を楽しんでほしい 

シンビジウムの仕立て作業を行う倉橋さん 
 

●農業は、自分の作ったものをＰＲすること、 
     経営を管理することなど、栽培だけうまくで 
     きればいいというものではない。 
●農業を始める前に自分の視野を広げるた 
     め、就農前に農業以外の世界を経験した方 
     がプラスになる。 
●同じ農業を頑張る仲間がいることが励みに 
     なる。農業を行う上で、できるだけ多くの仲 
     間をつくった方がいい。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

「農家の市  

夢農人マルシェ」
で直売活動する
「夢農人とよた」
の皆さん 

（前列の左から３
人目が倉橋さん） 

 愛知県立農業大学校卒業後、就農する上で自ら精
神面を鍛えるため、米国（オレゴン、ワシントン
州）において２年間の海外研修（語学、鉢物等の栽
培研修）を経験し、平成20（2008）年就農。 
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仲間と一緒に新たなイチジクの産地づくりへ 
                                    ぬか  た  ぐん  こう    た    ちょう 

鈴木 誠さん(愛知県額田郡幸田町) 

（経営品目）イチジク 
（経営規模）促成イチジク：45ａ 
                  無加温ハウスイチジク：10ａ 
                  雨よけハウスイチジク：40ａ 
                  露地イチジク：20ａ 
（労働力）   鈴木さん、父、母、研修生１人 
                  パート２人（繁忙期のみ） 

経営概要 

三州フルーツ工房ホームページ 
http://sanshu-fruits.jp/ 

 イチジクは、完熟してから２日で痛み始めること
から、一般消費者の口に届きにくい完熟イチジクを
ソフトドライイチジクとして加工販売。 
 イチジクの加工品としては、イチジクジャムにつ
いても、おいしさを売りに直売施設等で販売。 
 今後は、「イチジク狩り園を新たに開設し、おい
しいイチジクを食べてもらいたい。また、若い農業
者を育成し、鈴木さんも含めた幸田町の若いイチジ
ク農業者のグループで10haまで生産量を拡大し、
新たなイチジク産地を作りたい。」と鈴木さんは語
る。  

本当においしいイチジクを届けるために 

（農業後継者） 

 就農直後は、農業だけでは収入が足らず、農作業の
合間を縫ってガソリンスタンド等のアルバイトを行
いながら生計をたてていた。 
 イチジクは３年目から本格的に収穫できることか
ら、おいしいイチジクを高値で販売するため、篤農
家に栽培技術のアドバイスを受け、試行錯誤しなが
らイチジクの栽培技術の研鑽を行い、就農後４年目
で生計がたてられるようになった。 

就農直後はアルバイトの日々… 

 鈴木さんが入会している西
三河イチジク部会は部会員
が年々減少し、鈴木さんが
西三河イチジク部会の最若
手となっていることから、
近くに同じ年代でイチジク
の経営や技術の向上等につ
いて相談できる農業者がい
ないことが悩み。 
 そのため、東海地域の若
い農業者を中心に「こせが
れネットワーク東海・中
部」を立ち上げ、自らが代
表となり、農業関係で相談
できる仲間づくりを行うと
ともに、平成24（2012）年
には、愛知県青年農業士連
絡協議会会長として愛知県
の若い農業者の良き相談役
として奮闘中。  

若手農業者の仲間づくり
に奮闘！！ 

鈴木さんの出荷用イチジク 

●ただ単に「農業はいいな」というイメージだけ 
    で農業を始めて欲しくない。 
●農業を始める当初は苦労すると思うが、２、 
     ３年でやめるのではなく、長いスパンで農業 
     のいい部分、悪い部分も考え就農して欲し  
     い。 
●農業経営は会社経営と一緒。稼ぐのも、損 
     をするのも自分次第。だから農業はおもしろ 
     い。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

イチジクを収穫する鈴木さん 

 実家が、元々ナスの栽培を行っていたが、出荷
価格維持が期待できる品目として、ナスからイチ
ジクに品目転換を行った事をきっかけに、愛知県
立農業大学校を卒業後、２年間のサラリーマン経
験を経て、平成13（2001）年に就農。 
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自分の可能性を信じて新たな作物にチャレンジ！！ 
                                        がま ごおり  し 

小田 剛裕さん(愛知県蒲郡市) 

（経営品目）マイクロトマト、つま菊 
（経営規模）マイクロトマト：12ａ、つま菊：32ａ 
（労働力）   小田さん、父、母、常勤パート２人、 
                  内職４人（周年） 

経営概要 

 三河温室青年部では、マイクロトマトの販売促
進活動を昨年から行っており、「現在業務用中心
のマイクロトマトをお客様に認知してもらい、
「マイクロトマトのおいしさ」を活かし、スー
パーなどに生食用として販売したい。」と小田さ
んは語る。 
 つま菊についてもアンチエイジング効果がある
と言われていることから「つま菊入りゼリー」、
「つま菊入りせんべい」などの商品開発を行い、
つま菊の機能性を全面に掲げ販売していきたいと
も。  

消費者ニーズにあった新たな販売展開 

（農業後継者） 

 元々実家はつま菊農家であったが、小田さんが就農後
所属する農事組合法人三河温室園芸組合（以下「三河温
室」という。）が約10年前から試験的に取り組んでい
た「マイクロトマト」に目をつけ、小田さんの意向によ
り新たな栽培品目として導入。マイクロトマトは、主に
洋菓子店、洋食店など業務用として販売している。 

新たにマイクロトマトの導入 

 マイクロトマトは三河
温室で全国シェアの大半
を占めていることから、
先行して栽培していた三
河温室の組合員にアドバ
イスをもらいながら技術
を習得。そのため、三河
温室青年部副部長（現在
は部長代理）として三河
温室の若手農業者との交
流だけでなく、近隣の園
芸農業協同組合の若手農
業者とも積極的に交流を
深め、栽培や農業経営に
おける悩みを話し合える
仲間づくりに努めてい
る。 

農業者同士のつながり
を大切に 

マイクロトマトの 
誘引作業を行う 
小田さん 
 

●農業はやりようによっては儲かったり、自分 
     の思うようにできることが魅力。 
●農業は農繁期は忙しい面もあるが、自由な 
     時間をつくれる面もある。 
●農業は「新しい作物に挑戦しよう。」「できた 
     ものをどう売っていこう。」といった色々な可 
     能性に挑戦できる。 
●民間の経験により、人とのつながりが重要 
    であると認識した。農業は「対物」ではなく 
     「対人」といった部分が強い。 
●農業を行う上で壁に当たることはあるかと思 
     うが、壁は壁として乗り越えられるという意 
     気込みで農業経営を前向きに捉え、実行す 
     ることが必要。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

小田さんが栽培するマイクロトマト 
（マイクロトマトは直径1cm程の小さなトマト。） 

農事組合法人  三河温室園芸組合ホームページ 
http://mikawaonshitsu.com/wp/ 

 大学卒業後、ＪＡ臨時職員として営農指導の担当勤務
を行った後、花屋に勤務。ＪＡ臨時職員時代は「農業は
格好悪い。」というイメージを持っていたが、花屋に努
めていた時に、「農家は時間的に自由がきく。」と農業
に対する考え方が変わり、平成19（2007）年就農。 
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“オンリーワン”の鉢花生産を目指して 
                                        よっ  か  いち   し 

鈴木 啓文さん(三重県四日市市) 

（経営品目）鉢花（シクラメン、ミニシクラメン、 
         クリスマスローズ、ミヤコワスレ） 
（経営規模）26ａ 
       （シクラメン：6,000鉢、 
        ミニシクラン：25,000ポット、 
        クリスマスローズ：3,500鉢、 
                    ミヤコワスレ：10,000ポット） 
（労働力） 鈴木さん、父、母、パート（常勤１人、 
      臨時雇用１～２人） 
      （臨時雇用は繁忙期のみ） 

経営概要 

鈴木園芸ホームページ 
http://www5.cty-net.ne.jp/~cyclamen/ 

 品質の高い鉢花生産のため労働力を確保したいが、
近隣の人で継続的に働いてもらえる労働力を確保する
ことに苦労している。 
 「三重県農業大学校の学生アルバイトを継続的に雇
用できるよう働きかけを行うなど、労働力を確保した
い。」と鈴木さんは語る。  

継続的な雇用の確保が課題 

（農業後継者） 

 鉢花は、機械で大量生産するのではなく、手間
暇をかけ、一鉢一鉢家族同様丁寧に育て「自分が
買いたいと思う花を作りたい。」という思いを
持って、オリジナル性の高い“オンリーワン”の
鉢花生産を目指している。 
 時間をかけて鉢花の生産に取り組んでいること
から、鈴木さんの栽培した鉢花は農林水産大臣賞
等多くの賞を受賞している。 
 鈴木さんは、自らの職業について「「農業」と
言われることに違和感を感じ、自らは「花を“創
る”芸術家」であり、芸術性のある花を創ること
を常に念頭においている。」と語る。 
 昨年から「花を創る人」、「花が好きな人」、
「花に興味ある人」が花を通じて輪をつくれる場
を提供することを目的として「花楽人（はながく
と）」を組織し、その代表者として直売イベント
などを実施し、花を中心とした人の交流を行って
いる。 

花を“創る”芸術家 

 四日市地域には地域特産的な植物があるので、「地
域の農業者の仲間と連携し、信頼できる仲間と共に地
域を知ってもらう商品をつくり、地域農業の活性化を
図りたい。」と鈴木さんは語る。  

地域特産物による農業の活性化 

鉢花を仕立てる
鈴木さん（写真
右）。写真左は
父：武生さん。 
 

●農業を営むことは、成功するも失敗するも自分の 
     責任となることから、自分の背丈（能力）がわか 
     り、自分を支えてもらう他人への感謝の気持ちが 
     生まれる。 
●農業は生産する環境が毎年変わることもあり、答 
     えがない。農業は生涯学習していくものである。 
     毎年１年生という謙虚な気持ちを持ち続けること 
     が重要。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

花楽人の
イベント風
景 

 大学卒業後、種苗会社に就職し、１年半営業
を行ったが、父親が体調不良で入院したことが
きっかけで就農を決意。 
 就農前の１年間は実家の鉢花の仕事を行いな
がら、近隣の篤農家の元で技術研修を行い、平
成19（2007）年に就農。 
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兄弟２人で力を合わせ地域を支える農業の実現 
                                                                                                  よっ   か    いち   し 

加藤 剛さん、智さん(三重県四日市市) 

（経営品目）水稲、小麦、大豆 
（経営規模）水稲：54ha、小麦：40ha、大豆：43ha、 
                  部分作業受託：159ha（延べ面積） 
（労働力）   加藤 剛さん、智さん、父、母、 
                  剛さんの妻、智さんの妻、 
                  パート２人 
        （常勤で１人は1日、１人は半日雇用） 

経営概要 

 平成24（2012）年に剛さんに経営移譲され、大豆
無中耕無培土栽培、小麦の止葉抽出期追肥施用技術
の実践など新たな技術を積極的に取り組み、品質や
収量向上に努めてきた。 
 今後も「常に新技術に関する情報を入手し、自ら
の農業経営にあっているかを判断しながら、いち早
く新技術の導入を行い、さらなる高品質、低コスト
な水稲、小麦、大豆の栽培を実現したい。」と２人
は語る。 
 また、父、母、剛さん夫婦、智さん夫婦の間で家
族経営協定を締結し、役割分担や給与、就業時間な
どを明確化している。  

いち早く新技術の導入を 

（農業後継者） 

 水稲、小麦、大豆は大型機械を使用するが、就農
直後は農業機械の操作がうまくできず大変だった。
また、水稲、小麦、大豆はブロックローテーション
でほ場を回していくので、ほ場の場所を覚えるのに
苦労した。 
 とにかく「ほ場に何度も通い、機械に乗ることで
苦労を解決した。」と２人は語る。 
 今まで休日をとることなく、子供たちにも迷惑を
かけてきたので、ハローワークや県農業大学校に求
人を出し、機械を乗りこなせる若い従業員を確保し
ていきたいとも。 

農業は、ほ場に出た回数が勝負！！ 

 就農当初、剛さんは水稲10ha、小麦５ha、大豆３
ha、野菜類（はくさい、キャベツ等）３haを栽培し
ていたが、智さんの就農時には水稲、小麦、大豆の
面積を約２倍に増やし、その後３品目の面積拡大や
作業受託により地域農業のリーダー的な役割を担っ
ている。  

２人の就農により規模拡大へ 

大豆を刈り取
る剛さん 

●農業は地元との協調、信頼性の確保がない 
     と難しい。地元の信頼をどう得ていくか考え 
     ながら行うことが重要。 
●農業は農繁期に時間的制約がかかることか 
     ら、家族の理解がないと実現は難しい。 
●いいものができ、お客様に直接おいしかった 
     と言われることがこの上ない喜び。 
●最終的な農産物のできは、１年間の成績表 
     をもらうようなもの。成績がいいと１年間の 
     努力が実になったと充実感は相当なもの。 
●いいライバルがいればお互い切磋琢磨で 
     き、栽培技術を高め合うことができる。農業 
     を行う時には、いい仲間づくりをすることが 
     必要。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

水稲用の土壌 
改良材を散布 
する智さん 

 兄の剛さんは、長男ゆえ子供の頃から農業を
やろうと考えており、高校卒業後、平成２
（1990）年就農。 
 弟の智さんは元々農業を行うつもりはなかっ
たが、高校卒業後、様々な仕事を経験し「農業
は時間の窮屈さがない。」と農業のよさを感じ
るようになり、平成６（1994）年就農。 
（写真左：智さん、写真右：剛さん） 
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酪農を通じて「命」「食べもの」の大切さを伝える 
                                                                                すず  か   し 

渡邉 友裕さん(三重県鈴鹿市) 

（経営品目）酪農、飼料作物（デントコーン） 
（経営規模）飼養頭数135頭 
       （経産牛：115頭、初妊牛：20頭） 
                飼料作物（デントコーン）：８ha 
（労働力）   渡邉さん、父、母 

経営概要 

 今後、「業者と連携して渡邉牧場の牛乳をつ
かった「わたなべアイス」など自社ブランド製品
をつくり、酪農教育ファームで子供たちに食べて
もらいたい。」と渡邉さんは語る。 
 また、自分の子供たちにつなげる酪農経営を行
うため、他業種の方に自給飼料を生産してもらっ
たり、事業を活用しながら雇用を確保するなど、
しっかり足元を固めた酪農経営を行いたいとも。  

子供たちにつなげる酪農経営 

（農業後継者） 

 酪農経営の中で発生した、ふん尿を堆肥にし、そ
の堆肥を自給飼料（デントコーン）栽培用に使用し
たり、農業法人に提供し、稲WCSの生産を行っても
らい、牛に給餌する循環型農業を実践しており、現
時点で100％ふん尿処理を自前で行っている。 
 また、酪農体験などを通じて特色ある教育活動を
行う「酪農教育ファーム」の認定を受け、子供たち
に「牛の命を削って牛乳を飲ませてもらっているこ
と」、「牛の命をもらって肉を食べさせてもらって
いること」を伝えることにより「命の大切さ」、
「食べものの大切さ」を教えている。 

“循環型農業”や“酪農教育ファーム”の実践 

 「就農当初、酪農は牛が相手なのでなかなか休みが
とりにくかったが、今はどうしても休みが必要な時は
酪農ヘルパーにお願いして休みをとっている。」と渡
邉さん。 
 また、近年酪農家が少なく、酪農に関する情報交換
する場がないのも悩み。そこで、現在酪農教育ファー
ムのつながりの中で、東海地域の酪農家と会合などの
交流を持つことにより、各地域の酪農家と情報交換な
どを行っている。 

ゆとりある酪農の実践と酪農家との交流 

酪農教育
ファームで 
子供たちに 
“酪農の大 
切さ”を教え 
る渡邉さん 

●農業は自分自身で生産し、それが結果にな 
     るので、やりがいがある。 
●昔の酪農は大雑把でもできるイメージが 
     あったが、今は衛生面など細かい所まで気 
     をつかう必要があり、慎重さが必要。 
●畜産は「動物はかわいい」という思いだけで 
     はやっていけない。畜産で扱う動物は経済 
     動物であり、動物の命に見切りをつける割 
     切りが必要。 
●畜産を行う上で、自分が育てた動物を殺し 
     てしまうが、その命を人間が継承し、命をつ 
     ないでいるんだという“ありがたみ”を感謝 
      して欲しい。 
 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

渡邉さんが飼育 
する牛 

酪農教育ファーム関係ホームページ 
（（社）中央酪農会議ホームページ） 

http://www.dairy.co.jp/edf/ 

 小さい頃から漠然と親の酪農を継ぎたいと考えてい
たが、高校在学時、父親が体調を崩し、一時酪農を休
業したことから、酪農を継ぐという意志を固める。 
 高校は農業高校だったが、畜産科がなかったことか
ら、八ヶ岳中央農業実践大学校に入学し、酪農技術を
学んだ後、平成12（2000）年に就農。 
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三重県農村青少年クラブ連絡協議会ホームページ 
（三重県中央農業改良普及センターホームページ） 

http://www.mate.pref.mie.lg.jp/katsudo/4h.htm 

若手農業者のリーダーとして地域農業を活性化 
                                         い   が  し 

末廣 貴生さん(三重県伊賀市) 

（経営品目）水稲、梨、マコモ 
（経営規模）水稲：７ha、梨：90ａ、マコモ：10ａ 
（労働力） 末廣さん、父、母、妻 
       （母はマコモの出荷調整作業のみ） 

経営概要 

伊賀地区農村青少年クラブホームページ 
（伊賀農林商工環境事務所ホームページ） 

http://www.pref.mie.lg.jp/GNORIN/HP/fukyu/ 
seishounenclub.htm 

 末廣さんは、伊賀地区農村青少年クラブ会長、
三重県農村青少年クラブ連絡協議会会長として
リーダーシップを発揮し、「田んぼアート」や台
風により大きなダメージを受けた紀州地域を支援
するための「紀州地区農業支援活動」、東日本大
震災の復興支援活動のための義援米を生産し、そ
の売り上げの一部を義援金として被災地に送る活
動などを行っている。 
 今後さらに若い農業者同士の交流を図るため、
「自ら栽培した農産物を活用した、Ｂ級グルメの
販売や被災地への支援活動を行っていきたい。」
と末廣さんは力強く語る。 

農村青少年クラブ活動でリーダーシップ 

（農業後継者） 

 末廣さんの父親は水稲を専門に栽培する農家であっ
たことから、末廣さんが就農して新たに梨を栽培する
こととなった。就農直後は、「出荷できる梨園も少な
かったことから、収入も少なく苦労した。」と末廣さ
ん。 
 就農直後の１年間は、水稲、自園の梨の栽培以外に
梨づくりを勧められた元組合長の元で、アルバイトを
行いながら梨の栽培技術の習得に努めた。 

アルバイトにより栽培技術を習得 

 末廣さんが栽培する水稲のほ場は、ほ場全体を回った
場合80km走る程分散している。「一緒の景色を見て田
んぼをつくって何が面白い。」と末廣さんもそのような
状況を楽しみながら水稲を栽培しているが、作業効率が
落ちてしまうことが悩み。 
 最近は同級生の父親世代が水稲をつくらなくなってい
ることから、条件のいいほ場を借りて、少しずつ規模の
拡大を行っている。  

水稲のほ場は分散しているが… 

復興支援活動のための義援米（写真左） 
と田んぼアート（写真上） 
 

●農村青少年クラブなど若い農業者が集まる 
     組織に入った方がいい。悩みが相談できる 
     同世代の仲間とのつながりができる。 
●栽培技術の習得は大変なことだが、「ちょっ 
     と知っていますというよりも、何も知らないの 
     で教えて欲しい。」という姿勢で臨んだ方 
     が、先輩農家が教えてくれる。 
●農業は一人で行うのは絶対に無理。色々な 
     人と知り合い、仲間をつくることが必要。そう 
     しないと農業技術も経営能力も身につかな 
     い。 
●栽培を行う上で、上手な人の技を見て技術 
     を盗み、それを自分の経営の中で活かすこ 
     とで、自分独自の農業生産が可能となる。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

梨園で梨の剪
定作業を行う
末廣さん 

 大学３年時の春休みに、当時の白鳳梨生産組合
の組合長から「梨の栽培でわからない事があった
ら教えてあげるから、梨をつくってみないか。」
と梨づくりを勧められ、大学に通いながら見よう
見まねで梨を栽培。初めて梨を栽培した割にいい
梨がとれたことから、大学卒業後就農を決意し、
平成20（2008）年就農。 
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行政機関と連携し和牛農家に子牛を提供 

                                                             ひ  だ  し 

農事組合法人 飛騨かわい牧場(岐阜県飛騨市) 
森田 忍代表理事、水川 耕介主任、清水文野さん 

（経営品目）和牛繁殖 
（経営規模）飼養頭数340頭 
        （繁殖雌牛：200頭、子牛：140頭） 
（労働力）   森田代表理事、水川主任、清水さん、 
      期間アルバイト１～２人 
       （繁忙期のみ） 

経営概要 

 （農）飛騨かわい牧場は、地域の林業家、材木
屋、野菜などの栽培農家と連携し、間伐した枝を用
いた割り箸の生産→割り箸等の廃材をおが粉へ→お
が粉を牛の寝床や堆肥の材料に→良質な堆肥を用い
て野菜などの生産へという循環型農業の実現を目指
している。このような中で生産される堆肥は、「堆
肥だけで野菜がつくれる。」「いくら使っても障害
がでない。」などと好評で堆肥の量は足りない状
況。 
 今後は、「循環型農業の確立と近隣のすべての肥
育農家に子牛を提供するため、さらなる規模の拡大
を図っていきたい。」と森田代表理事は語る。 

地域内で連携した循環型農業の確立を 

（農業法人、新規参入者、農業後継者） 

 牧場を立ち上げる際には、地域住民から畜産の臭い
や環境汚染を懸念され、地域住民に畜産経営を理解
してもらうのに相当苦労したと森田代表理事。その
懸念を払拭するため、森田代表理事は徹底的に情報
を集め、エサに乳酸菌を混ぜ、牛に与えることで悪
臭対策を行うこと、飛騨市、住民、（農）飛騨かわ
い牧場の間で協議会をつくり、万一問題が出た場
合、誠意を持って対応することで牧場を開設するこ
とができた。 

牧場開設のため地域住民に誠意を持って対応 

 畜産業は生き物を扱っているため、休みがとれない
が、それでも人材を確保して“ゆとり”ある畜産経営
を行いたいと森田代表理事は語る。そのため地元のシ
ルバー人材センターからの人材派遣や畜産科のある農
業高校、県農業大学校との交流により人材の確保に努
めている。 
 「案外畜産をやりたいという学生は多い。」と森田
代表理事。ただし、働いてもらうために住居の確保が
大変で、地元の雇用促進住宅はすぐに部屋が埋まって
しまう。 

農業系の学校との交流による人材の確保 

（農）飛騨か
わい牧場の
親牛 

●人を感動させたい。人を感動させられる農 
     業はすばらしい。 
●農業は成果がそのまま帰ってくる。ごまかし 
     がきかない。 
●野菜を食べた人、肉を食べた人がおいしい 
     と言ってくれる。その言葉に感動する。 
●畜産はイメージが悪く３Ｋ（きつい、汚い、臭 
     い）と言われていたが、現在は変わってきて 
     いる。臭いや環境は努力によって変わる。 
     昔と違い畜産業はいい方向で変わっている 
     ことを知ってもらいたい。 
●食に携われることに誇りを持っている。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

悪臭対策として
牛のエサに混ぜ
る「乳酸菌」 

 飛騨市が補助事業（畜産担い手育成総合整備事
業）により、和牛繁殖農家を育成するための畜舎な
どの施設を整備。その際、非農家出身で畜産業の研
修を行っていた森田代表理事と岐阜県畜産研究所で
の研修などを行っていた水川主任が、和牛繁殖を事
業で整備した施設で行っていくこととして、平成20
（2008）年農事組合法人飛騨かわい牧場（以下
「（農）飛騨かわい牧場」という。）を設立。 
 その後、平成21（2009）年に岐阜県農業大学校で
畜産を学んでいた和牛繁殖農家出身の清水さんが加
わり、現在の体制に至っている。 
（写真左から水川主任、森田代表理事、清水さん） 
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地域との信頼関係により大規模な野菜の生産を実現 
                                                  に  わ   ぐん  ふ    そう ちょう 

有限会社ゴトーアグリ(愛知県丹羽郡扶桑町) 
後藤 健太さん、竜徳さん 

（栽培品目）ダイコン、ニンジン、キャベツ、 
      タマネギ 
（経営規模）ダイコン：13ha、ニンジン8.5ha、 
                  キャベツ：２ha、タマネギ：50ａ 
（労働力）   後藤 健太さん、竜徳さん、父、母、 
      従業員２人、常勤パート15人、 
      期間パート10人 

経営概要 

 (有)ゴトーアグリでは、スーパー、野菜加工会
社、学校給食関係などと契約取引を行っており、そ
の際、相手先の意向に沿って、通い容器やスチール
コンテナ、段ボール箱など使い分け、できるだけコ
ストがかからないように努力している。 
 将来的には、「新たな野菜加工品の販売や高冷地
に(有)ゴトーアグリの営業所を設置するか、企業連
携を行うなどして、野菜の周年出荷を行いたい。」
と２人は語る。  

要望にあった野菜供給体制の確立を 

（農業法人、農業後継者） 

 (有)ゴトーアグリは、地域との信頼関係を大事に
していることから、耕作放棄地も含め、すべての農
地の受け入れを行っている。そのため、耕作放棄地
とあわせて条件の良い農地の受け入れもできるよう
になった。 
 また、都市近郊で、ほ場周辺に住宅地があること
から、肥料散布については、粉塵が出ないように気
をつけたり、農薬の散布については、飛散しにくい
農薬を使用するなど、地域住民に気を配った農業生
産を行っている。 

地域との信頼関係を大切に 

 有限会社ゴトーアグリ（以下「(有)ゴトーアグ
リ」という。）は重量野菜を取り扱っていることも
あり、農業を始めた頃は、「作業が重労働で休みが
なかったり、機械が壊れた場合、適期に作業ができ
なかったり大変なことが多かった。」と２人は語
る。 
 現在は就業時間を定め、雇用を確保することによ
り休日が確保でき、機械は機械メーカーに相談した
り、インターネットで修理方法を検索し、自ら修理
を行うことで経費を削減することができるように
なった。  

効率よく、ゆとりある農業の実現 

圃場を耕す 
竜徳さん 
（写真右） 

●せっかく農業を行うならば、農業を楽しんで 欲 
  しい。 
●農業を一度やると決めたら、あまり迷わずに 
     「前進あるのみ」の姿勢で臨むことが重要。 
●農業はものづくり。自分が好きなものをこだ 
     わってつくれば、いいものができ、お客様に喜 
     んでもらえる。ものづくりを頑張って欲しい。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

ダイコンの播種 
作業を行う 
健太さん 
（写真左） 

(写真上）通い容器で出荷されるダイコン 
(写真左）スチールコンテナで出荷される 
      ダイコン 

 兄の健太さんは、愛知県立農業大学校卒業後、
愛知県の嘱託職員やＪＡに勤務したが、外から農
業を見た時、「農業は季節感があり、やって楽し
い。」という思いが強くなり、平成19（2007）
年就農。 
 弟の竜徳さんは、元々農業を行うつもりはな
かったが、農業高校卒業後、「体を動かす仕事が
したい。」と平成８（1996）年就農。 
（写真左：健太さん、写真右：竜徳さん） 
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非農家出身から家族の支えにより農業法人の代表へ 
                                                               くわ  な  し 

農事組合法人 桑名農耕センター（三重県桑名市）
森田 俊紀代表理事 

（経営品目）水稲、小麦、米粉用米、マコモ 
（経営規模）水稲：15ha、小麦：6.5ha、 
                  米粉用米：80ａ、マコモ：40ａ 
                  水稲部分作業受託：185ha 
               （延べ面積） 
（労働力）   森田代表理事、祖父、父、母、妻、         
                  期間雇用10人 
       （田植え時：５人、稲刈り時：10人） 

経営概要 

 法人経営を安定化させるため、鉄コーティング直
播技術を導入し、さらなるコスト低減に努めていき
たいと俊紀さんは考えている。 
 また、自作の米について「桑名の殿様」米として
商標登録を行っており、今後はブランド化を図り、
スーパー等への直接販売や、餅米、米粉用米の加工
販売についても積極的に行いたいとも。  

米のブランド化による新たな販売展開を 

（農業法人、新規参入者） 

 俊紀さんは、米粉用米やマコモなど新たな品目にも
積極的に取り組んでいるが、若い農業者との交流が少
なく、同世代間で情報交換ができなかった。 
 そこで、みえ農業法人会の若い農業者との交流など
様々な業種の農業者と積極的に意見交換することで、
「他の農業者に負けないよう頑張ろう！！と刺激をも
らっています。」と俊紀さんは語る。 

若い農業者との交流がいい刺激に 

 就農時は非農家出身ゆえに農業用語や農業機械の
名前、ほ場の場所がわからなかったり、家族と農業
でうまくコミュニケーションがとれるかどうか不安
だらけだったと俊紀さん。 
 そんな不安を正明さんが親身になって相談にのる
ことや、正明さんが一緒に三重県稲作経営者会議の
研修に出席することで解決し、お互いの信頼を高め
ていった。  

父の支えにより不安を解決 

水稲用の
圃場を 
耕起する 
俊紀さん 

●例え全く農業を知らなくても、回りでサポート 
  してくれる人がいれば農業を楽しく行うこと 
   ができる。（逆に農業に対する先入観がな 
   い方がやりやすいのでないか。） 
●農業は、頑張った分だけ結果が見えてくる。 
   いい物がたくさんとれれば、そのうれしさも 
   ひとしお。 
●自分は非農家出身だったが、父の紹介によ 
     り色々な仲間ができた。農業は一人ではで 
     きない。信頼できる仲間がいることが大切。 
●水稲栽培は機械を扱うことが必須。機械が 
   好きであることが重要。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

大豆を刈り取る智さん 

 俊紀さんは、全く農家とは関係のない家庭で育
ち、学校卒業後、販売会社の営業マンとして就職
したが、奥さんの美保子さんと出会い、同時に就
農についても決意したことから、父：正明さんの
元で１年間研修を行った後、平成14（2002）年
就農。 
（写真前列左から祖父：博さん、俊紀さん。 
 後列左から妻：美保子さん、母：公子さん 
 父：正明さん） 
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ブルーベリーをオリジナル商品で売る営業マン 
                                        せき  し 

野村 久良さん(岐阜県関市) 

（経営品目）ブルーベリー、さつまいも 
（経営規模）ブルーベリー：70ａ 
                  さつまいも：15ａ 
（労働力） 【店舗】野村さん、妻、常勤パート２人 
        【農業生産】野村さん、アルバイト３人 
           （アルバイトは農繁期のみ） 

経営概要 

 紫屋で販売するドーナツは、卵を使用しているた
め、卵アレルギーの子供にドーナツを購入してあげ
られず、肩を落として帰っていったお客様の姿が忘
れられない。そのため、卵、バターを一切使用しな
いドーナツ、マフィン、スコーンの販売を考えてい
る。 
 また、野村さんが生産したブルーベリーを自身で
すべて加工し販売するため、「紫屋の販売商品を増
やすために、岐阜県で生産された果物を使用した加
工品を販売していきたい。」と野村さんは語る。  

新たなブルーベリー加工品による販売展開 

（新規参入者） 

 就農当初は、ブルーベリー（摘み取り園45ａ、生食
用25ａ）で栽培開始。 
 (株)Blueberry garden紫屋（以下、「紫屋」という。）
を設立し、生食用を単に市場販売するだけでなく、加工
して販売する必要があると考え、平成23（2011）年に
開店した紫屋の店舗や川島ハイウェイオアシス、関サー
ビスエリアにおいて、ブルーベリージャムやブルーベ
リーを使用した焼きドーナツなどを販売している。 
 ブルーベリー摘み取り園は、野村さんとの会話も目的
に来園するお客様も多いことから、アルバイトに任せ
ず、野村さん自身が対応することにしている。そのため
固定客が多い。 

特色あるブルーベリー製品の販売展開 

 就農当初、希望する場所での農地の確保ができず、親
の知り合いに頼み込み、何とか耕作放棄地を紹介しても
らい農地を確保できた。 
 近隣にブルーベリー栽培農家がいなかったため、10
時間かけて群馬県の農業研究所に出向き栽培技術を教え
てもらった。また、ブルーベリーは収穫に６年程度を有
することから、その期間収入が得られず、肉体的にも精
神的にも辛かった。 
 営業を行ったことがなかったことから、飛び込み営業
や新聞社に連絡するなど大胆に行動し、販路を確保し
た。 

就農当初の苦労があって今がある 

(株)Blueberry 
garden紫屋 
の店舗 
 

●農業は家族の協力がないと実現は不可能。農 
     業経営者になれば休みの日も農業のことを考 
     えてしまう。休みはないと考えた方がいい。 
●農家以外から参入した方が色々アイデアを出 
      し、おもしろいことができるのではないか。 
●販路をいかに開拓するかが大事。常にアンテ 
    ナを張り、自らどんどん売り込むことが重要。 
●農業の６次産業化は必要。但し、認定を受け 
  ることが前提ではなく、自分が何をしたいかを 
    考え、補助事業などを活用することが必要。 
●農業は金銭的に厳しい。そのため苦しくなる時 
     もあると思うが、そこを耐えて頑張れば生き残 
     れる。頑張った分だけ報われる職種。 
 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

(株)Blueberry garden紫屋 
のドーナツ (株)Blueberry garden紫屋ホームページ 

http://www.blueberrygarden-murasakiya.jp/ 

 実家は木工業を営んでおり、高校時代はバ
レーボール選手。高校卒業後バレーボール関係
で実業団に入社したが、プロスノーボーダーを
目指し会社を退社。 
 その後、当時栽培農家の少なかったブルーベ
リーを栽培しようと、実家に戻り木工業を手伝
いながらブルーベリーの定植を行い、平成17
（2005）年就農。 
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ゼロから始めた農業をグローバルに展開 
                                        いちのみや  し  

加藤 秀明さん(愛知県一宮市) 

（経営品目） イチゴ、水稲 
（経営規模）（日本） イチゴ：35ａ、水稲：３ha、 
           水稲部分作業受託：50ａ 
                  （延べ面積） 
       （中国）イチゴ：20ａ 
（労働力）  （日本）加藤さん、研修生１人、 
                               常勤雇用１人、 
                               パート２人（常勤） 
       （中国）加藤さん、代理人１人、 
                               農民２人 

経営概要 

 イチゴの海外展開は、日本産とそん色ない味で安
価な韓国産に圧倒されたり、中国のイチゴ生産では
土地、労働者などの性質が日本とでは全く異なるこ
となど、多くの困難にぶつかってきた。その都度、
足しげく現地に足を運び困難を乗り越えてきた。 
 今後「その他の国々の農業を調査し、フルーツを
アイテムとしたスイーツなどの販売展開を再構築し
たい。」と加藤さんは力強く語る。  

さらなる海外展開の再構築を目指して！！ 

（新規参入者） 

 加藤さんのイチゴは、地元のスーパーやイチゴ
狩りのほか、イチゴ生どら（どらやき）、ロール
ケーキ、イチゴジャムなどの加工用として販売。 
 2009年には農産物加工品の海外販売を手がける
(株)秀農業を設立し、イチゴのシフォンケーキを香
港、台湾のデパートで販売。現在イチゴの加工品
を、東アジア地域で輸出販売している。 
 中国の圃場で栽培したイチゴは、日本人駐在員
に直接販売するほか日系企業が中国に置くベーカ
リーカフェで使用されている。 

イチゴの生産、販売をグローバルに展開 

 就農時は新規参入ゆえ、農地の確保、技術の習
得、販路の確保など苦労の連続だったと加藤さ
ん。その苦労を「地域や農業関係者など色々な人
たちの助言や協力により対応することができ
た。」と語る。 
 また、資金面において所得が上がらない就農当
初は、午前中農業、午後は会社で営業、夕方また
農業と農外での仕事を行ったり、施設整備につい
ては「極力自作」といった工夫を行った。  

様々な人たちの助言や協力があってこそ 

摘みたてイチゴ
と加藤さん 

●「必ず成功する。」という覚悟と信念を持ち続け 
    ること。 
●農業は生産だけではなく、地元の人たちとのつ 
     きあいが欠かせない。「農業は地域に就職す 
    る仕事」である。「人づきあいが苦手だから農 
    業を」という発想では失敗する。農業はコミュニ 
    ケーション能力が必要。 
●農業は植物と向きあう仕事。手をかければか 
     けただけ植物が応えてくれるので、生産に魅 
    了される。 
●農業を行うには、様々な壁を乗り越えなければ 
     ならない。20年スパンで多様な人とのつながり 
     を広めていきたい。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

加藤さんのイチゴを使った 
（写真上）ロールケーキ 
（写真右）イチゴ生どら 

 大学卒業後、サラリーマンとして中国に駐在
していたが、「人と人のつながりがあり自分の
手で商品をつくり、商売できるもので起業した
い。」と就農を決意し、人材派遣会社が主催す
る農業研修により１年間農業を学んだ後、平成
20（2008）年に就農。 

(株)秀農業ホームページ 
http://www.excelagri.com/ -33- 



女性としての“誇り”を持って農業を 

                                            せき  し 

山田 奈央子さん(岐阜県関市) 

（経営品目）ダイコン、里芋 他 
（経営規模）ダイコン：40ａ、里芋：30ａ 他 
（労働力）   山田さん、母 
       （農繁期には父、兄、姉が手伝う） 

経営概要 

 現在は一緒に農業を行う同世代の女性農業者がい
ないことが悩み。そのため、女性農業者の集まる交
流会など積極的に参加し、農業を行う上で悩みを相
談できる仲間づくりに努めている。 
 今後のことを考えると、「結婚して子供も欲しい
し、農業ももっと頑張りたい。どちらの希望も叶え
られれば。」と山田さん。 

結婚か農業継続か 

（女性農業者、農業後継者） 

 現在、ダイコン、里
芋を中心に面積は小さ
いが、カブ、ホウレン
ソウ、ネギ、ブロッコ
リー、キャベツなど多
品目の野菜を栽培し、
産直施設や地元の道の
駅、スーパーの地場
コーナーに出荷。 
 今後は、今まで畑に
捨てていた親芋を加工
した餅などの加工販売
や、野菜の軽トラ販
売、お店を構えて日本
の伝統食のレシピと合
わせた野菜の販売など
様々なアイデアを思案
中。 

様々なアイデアが
次々と 

 就農当初は女性が農業を行うことに恥ずかしい
思いが強かったが、様々な人たちに「女性で農業
を頑張っているのはすごい。」との励ましに「自
分のやっていることは客観的に見てすごいことな
んだ。」と自信が持てるようになり、農業に対し
誇りを持てるようになったと山田さん。 
 農業の栽培技術の習得にも苦労したが、母も就
農当初同じ苦労を知っているので、母に技術の習
得や農業全般に関する悩みを相談したり、先輩農
家に相談しながら、栽培技術の習得を図った。  

回りの励ましの言葉により農業が誇りに 

山田さんが 
栽培した 
ダイコン 
 

●農業は寒い中でも収穫作業があったり、暑い時 
  期に、ほ場の管理があったり苦労する。ただし、 
    苦労した後の収穫の楽しさは体験しないとわか 
    らない。そんな時農業をやってよかったと思う。 
●苦労して種をまいて育てても、収穫時に自然災 
     害にあって野菜がダメになったり、豊作になって 
     せっかくつくった野菜が売れないことも。農業は 
     努力しても報われないことも多々ある。 
●農業は楽しいことが２割でつらいことが８割。そ 
     の２割がとても楽しいので農業をやっていられ 
   る。 
●自分でつくった野菜を自分で料理して、それを食 
     べた人が「おいしいね。」といってくれることは感 
     動であり、励みになる。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

貯蔵した里芋の選別作業を 
行う山田さん 

 高校卒業後、自動車関係の会社に就職。その後会
社を退職し、どうしようかと考えていた時に母のタ
ツエさんから「一緒に農業をやらないか。」と誘わ
れ、夜遅くまで農作業を一人で頑張る母を少しでも
楽にさせたいと思い、平成22（2010）年就農。 
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女性農業者同士の交流により新たな農業の実践を 

                                         へき  なん   し  

杉浦 由里さん(愛知県碧南市) 

（経営品目） 水稲、小麦、大豆、イチジク 
（経営規模） 水稲：25ha、小麦：16ha、大豆10ha、 
       イチジク：30ａ、 
       水稲部分作業受託：10ha（延べ面積） 
（労働力）  由里さん、夫、母、夫の妹３人、 
         期間アルバイト１～２人 

経営概要 

 同世代の女性となかなか農業面で交流する場がなく
「農業における悩みについて相談できないことが悩み
だった。」と由里さん。平成24（2012）年から明治
用水土地改良区女性部の会計を担っており、その関係
で女性農業者同士の交流が持てるようになり、農業に
おける悩みを相談している。しかし、ＪＡ女性部（水
稲部会）も含め、同世代の女性がいないため、他の作
物部会との女性交流を積極的に行いたいと由里さんは
語る。 

女性農業者同士の交流により悩みを解決 

（女性農業者、新規参入者） 

 これからは孝明さんと共に県の農業改良普及課と積
極的に意見交換し、効率的な農業経営を実現するた
め、水稲の乾田直播（愛知式Ｖ溝直播栽培）、鉄コー
ティングによる湛水直播栽培など直播栽培による面積
の拡大や農業経営改善にあった新技術を積極的に導入
していきたい。 
 また、販売についても、「自分でつくったものが、
どのような人に買ってもらえるのか把握できるよう
に、米などを自ら販売していきたい。」と今後の農業
展開について由里さんは語る。 

新技術の導入や直接販売の展開を 

 由里さんは子供が３人おり、最初の子の出産を機
に農業から離れていたが、３番目の子が小学校に入
学した平成23（2011）年から、再び農業を行ってい
る。 
 長年のブランクがあったものの、平成24（2012）
年から乗用型田植機による田植えに挑戦するなど意
欲的に農業に取り組んでいる。  

ブランクがあっても意欲的に農業を実践 

●農業は体が資本。常に健康管理を行うことが重 
   要。 
●会社勤めの方が、人づきあいが多いように思われ 
     がちだが、農業は地域や農業関係者のつきあいな 
     ど、場合によってはサラリーマンよりも人づきあい 
     が必要。 
●農業は水稲であれば、１年スパンである。例えば現 
     在45歳で60歳まで農業を行うとしても、たった15回 
      しか水稲を栽培できない。それだけで稲づくりのプ 
      ロになれるのか。農業は日々わからないことだら 
      けの世界。 
●農産物は種をまいて大きくなり、短期間のうちにど 
     んどん成長していく。その成長は自分の子供の成 
     長を見るように喜びを感じられる。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

 由里さんは元々非農家出身で、高校卒業後ＪＡ
に就職。夫の孝明さんは農家出身で会社に勤めて
いたが、両親の希望もあり、由里さんとの結婚を
機に会社を退職し、平成11（1999）年に孝明さ
んの実家で夫婦そろって就農。 
（写真左：由里さん、写真右：孝明さん） 

土壌改良材を散布する孝明さん 

由里さんと孝明さんが選別した袋詰め大豆 
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“ふるさと”を再生し農業で地元の雇用創出を 

                                                                たか やま し 

農業生産法人 株式会社和仁農園(岐阜県高山市) 
和仁 松男代表取締役 

（経営品目）水稲、飼料用米、有機無農薬野菜、 
      宿儺（すくな）かぼちゃ、赤シソ 
（経営規模）水稲：14ha、飼料用米：６ha、 
      有機無農薬野菜：30ａ、 
                  宿儺かぼちゃ：10ａ、 
                  赤シソ：10ａ、 
                  水稲部分作業受託：７ha（延べ面積） 
（労働力）   和仁代表取締役、従業員７人、 
      常勤パート２人   

経営概要 

(株)和仁農園ホームページ 
http://www.wani-nouen.com/ 

 (株)和仁農園は建設業で培った管理手法（工程、原
価、品質、安全管理）を農業に応用し、品質向上やコ
スト削減に努めている。 
 その手法を特に水稲の適正施肥、水管理に応用し徹
底することで「全国米・食味分析鑑定コンクール」で
５年連続入賞を果たし、米・食味鑑定士協会から国際
名稲会ダイヤモンド褒賞を受賞している。  

建設業で培った管理手法による良質米生産 

（農業参入法人） 

 今後は「産地全体で常に日本一を目指した農業技術
の開発や研究を行い、高山産米をブランド米として差
別化を図ると同時に、米粉パン、シフォンケーキ、
ロールケーキ、米粉クッキーなど６次産業化の取組と
して米粉製品の開発販売を行いたい。」と和仁代表取
締役。 
 地元の子供たちに環境調査や農業体験を通じて農業
の大切さを実感してもらい、その経験を活かして農業
後継者となって欲しいし、地元の農業を主要産業とし
て、地元の雇用創出につなげていきたいとも。 

農業を主要産業とした雇用創出を 

 (株)和仁農園の経営は農業機械、施設の設備投資
が必要であり、資金の確保に苦労した。特に農業参
入時には必要な資金がどの程度必要か全くわからな
かった。そこで農業参入時は(有)和仁建設から、参
入後はスーパーＬ資金などの活用により資金の確保
を図った。 
 また、「水稲の生産拡大を行いたいが、条件の良
い農地の確保は難しい。耕作放棄地再生により農地
の確保は可能だが、コストがかかるため、条件の良
い農地情報を入手したい。」と和仁代表取締役は語
る。  

農業参入には資金が必要 

農業体験学習
を実施する地
元中学生 
 

●目標やプライドを持って農業参入すること。 
●作物を収穫する前に、どのような物をつくって、そ 
     れを誰が誰に対してどのような方法でいくらで売 
     るかといったしっかりした戦略をもって実施する 
      こと。 
●自然環境を守りながら行う農業は、楽しさや喜び 
     を与えてくれるものでなければならない。そのた 
     めの戦略をしっかり立てて挑戦すること。 
●農業は投資金額が相当必要な産業であるので、 
    事前に調査研究をしっかり行い対策をたてて挑 
    戦しないと楽しくなく、苦しみばかりの農業となる。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

(株)和仁農園コ

シヒカリ販売用
米「黄金（おうご
ん）の煌（きらめ）
き」（写真左）、ミ
ルキークイーン
販売用米「乙女
ごころ」（写真右） 

 和仁代表取締役は有限会社和仁建設（以下
「(有)和仁建設」という。）の代表取締役で
あったが、公共工事の予算規模が小さくなる
中、地元の雇用創出を図るため、また、愛着の
ある“ふるさと”が耕作放棄地により荒れてい
くことに心を痛め、会社にある機械や技術など
を農業で活かせないかと考え、平成21
（2009）年に(有)和仁建設の別会社として、農
業生産法人株式会社和仁農園（以下「(株)和仁
農園」という。）を設立。 

-36- 



地域とのつながりによる「ブランド栗」の生産を 

                                                             え  な    し 

農業生産法人 有限会社恵那栗(岐阜県恵那市) 
伊藤 直弥副代表 

（経営品目）栗、その他 
（経営規模）栗：20ha、その他（桃など）：１ha 
（労働力）   伊藤副代表、社員４人、 
                 アルバイト11人（うち常勤５人）、 
                 委託農家１人   

経営概要 

(株)恵那川上屋ホームページ 
http://www.enakawakamiya.co.jp/ 

 農業参入直後は、条件のよい農地を確保すること
がほとんどできず、耕作放棄地を再生し、有機質を
入れて土壌改良するなど栗園とするまで相当苦労し
た。 
 農地をここまで確保できたのは、地域特産物の桃
の栽培を大切にし、地域とのつながり、信頼関係を
大切にしたから。 
 また、耕作放棄地再生時に発生した木の残骸など
の処分について、地元で薪ストーブを使用する人を
探し使ってもらうなど、地域との関係に配慮しなが
ら農業生産を行っている。  

地域とのつながり、信頼関係を大切に 

（農業参入法人） 

 (有)恵那栗は、地域における耕作放棄地等を積極的
に再生利用して栗の生産を行っており、自園から出る
栗の剪定枝や栗を加工した際に生じる鬼皮などからつ
くった堆肥や、近隣の畜産農家が生産した堆肥を用
い、高品質な栗を生産している。 
 従業員は、岐阜県農業大学校などから若い人材を確
保し、将来は栗の生産農家として独り立ちできるよう
育成している。 
 また、(株)恵那川上屋本体とは別に(有)恵那栗独自
に「手炊き栗きんとん」「栗きんとんドーナツ」など
のオリジナル商品を販売。 
 とにかく地元産の品質のよい栗を確保するため、
「消費者ニーズにあった栗の生産を行い、恵那、中津
川産の栗を自分たちで「ブランド化」し、産地全体で
栗の生産の底上げを図りたい。」と伊藤副代表は語
る。 

「ブランド化」による産地全体の底上げを 

(有)恵那栗直売所
のみで販売される 
「手炊き栗きんとん」 
 

●農業は生産した農産物が商品になって、売 
    れるまでつながらないとお金にならない。 
●果樹は初期投資に多額の資金が必要であ 
     ることから、農業に参入する前に生産する 
     農産物をどのようなところに販売するか、ど 
     のくらいで売れるのかなど中長期的な経営 
     見通しをきちっと把握した上で参入する必要 
     がある。 

今後農業を目指す方へのメッセージ 

(有)恵那栗
直売所 

 地元産の栗を使った「栗きんとん」等の和菓子を
生産する(株)恵那川上屋が、地元栗農家の安定的な
栗の生産技術を将来に残し、地元産の栗による「栗
和菓子」の生産とブランド栗「恵那栗」の産地づく
りに取り組むため、平成16（2004）年農業生産法
人(有)恵那栗（以下「(有)恵那栗」という。）を設
立。 
（写真右から、伊藤副代表、坪井社員、古田社員） 

(有)恵那栗 

の栗園で
栽培される 
栗 
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課題 対応策 

農産物の生産がうまくできず苦労
した。 

・父親や県農業普及指導員、篤農家などから技術指導、アドバイスを
受けることにより農業技術を身につけた。 
 

（高橋 正泰さん、倉橋 幸嗣さん、鈴木 誠さん、小田 剛裕さん、末廣 貴生さん、野村 
久良さん、加藤 秀明さん、山田奈央子さん） 
 

・流通関係者などとの情報交換などにより、栽培しやすい品種を導入
することで対応した。 
 

（倉橋 幸嗣さん） 
 

条件のよい農地を確保すること
ができず苦労した。 

・地域とのつながり、信頼関係を大切にしたことにより、農地の確保が
できた。 
 

（(有)ゴトーアグリ（後藤 健太さん・竜徳さん）、野村 久良さん、加藤 秀明さん、(株)和
仁農園（和仁代表取締役）、(有)恵那栗（伊藤副代表）） 
 

土地利用型作物は、面積が大き
く、ブロックローテーションでほ場
をまわしていくので、ほ場の場所
を覚えるのに苦労した。 
 

・何回もほ場に通い、機械に乗ることで解決した。 
 

（加藤 剛さん・智さん、（農）桑名農耕センター（森田代表理事）） 

水稲のほ場が相当分散されてお
り、作業効率が悪い。 

・同級生の親など知り合いでリタイアする農家のほ場のうち、条件の良
いほ場を借りて規模の拡大を図る。 
 

（末廣 貴生さん） 
 

機械が壊れた場合、適期に作業
ができず苦労した。 

・機械メーカーに相談したり、インターネットで修理方法を検索し、自ら
機械の修理を行うことで、作業のタイムロスと無駄な経費の削減を
行った。 
 

（(有)ゴトーアグリ（後藤 健太さん、竜徳さん）） 
 

就農当初、収入が得られず苦労
した。 

・農業とは別の仕事を行いながら農業を実施した。 
 

（鈴木 誠さん、末廣 貴生さん、野村 久良さん、加藤 秀明さん） 
 

資金の確保に苦労した。 ・スーパーＬ資金などの資金、補助事業を活用した。 
 

（飯田 実さん、（農）飛騨かわい牧場（森田代表理事）、 (株)和仁農園（和仁代表取締
役）） 
 

・できるところは自力で工事を行い設備導入の節約を図った。 
 

（飯田 実さん、加藤 秀明さん） 
 

事例からみた農業を行う上での課題とその対応策 

 今回の事例より、農業を行う上での課題とその対応策を整理しました。 
 土地利用型作物関係では「面積が大きく、ブロックローテーションでほ場をまわすため、ほ
場の場所を覚えることに苦労した」、果樹関係では「収穫まで長期間有することから、就農当
初、収入が得られず苦労した」、畜産関係では「生き物を扱うため、休みがとりにくい」といった
課題の声が聞かれました。 
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課題 対応策 

継続的な労働力の確保に苦労し
た。 

・つながりのある農業高校、県農業大学校などの学生アルバイトを継
続的に雇用できるように働きかけを行っている。 
 

（鈴木 啓文さん） 

 

農業は休みがとりにくい。 ・酪農ヘルパー※１やシルバー人材センターからの人材派遣をお願いし
た。 
 

（渡邉 友裕さん、（農）飛騨かわい牧場（森田代表理事）） 
 

・ハローワーク、県農業大学校などに求人を出し、雇用を確保すること
により、休みをとる体制を整備した。 
 

（加藤 剛さん・智さん、（農）飛騨かわい牧場（森田代表理事）、(有)ゴトーアグリ（後藤 
健太さん・竜徳さん）） 

 

販路の確保に苦労した。 ・農家の仲間による情報提供、飛び込み営業、マスコミへの売り込み
により販路を確保した。 
 

（高橋 正泰さん、野村 久良さん、加藤 秀明さん） 
 

農業経営や技術の向上など同世
代で相談できる農業者が少ない。
特に同世代の女性農業者同士の
交流の場がない。 

・地域や県の青年農業士連絡協議会、地域の農業関連の組織への参
画、同世代の農業者が参画する任意組織を立ち上げることにより、同
世代農業者同士のネットワークを構築し、農業面などに関する相談や、
直売イベントを開催するなどの仲間づくりを行った。 
 

（高橋 正泰さん、倉橋 幸嗣さん、鈴木 誠さん、小田 剛裕さん、鈴木 啓文さん、渡邉 
友裕さん、末廣 貴生さん、（農）桑名農耕センター（森田代表理事）、山田 奈央子さん、
杉浦 由里さん） 
 

都市近郊農業ゆえに、地域住民
への配慮がより必要である。 

・肥料や農薬の散布、機械音など周辺住民に常に気をつかいながら
農業に取り組んでいる。 
 

（飯田 実さん、(有)ゴトーアグリ（後藤 健太さん・竜徳さん）） 
 

牧場を立ち上げる際、地域住民
に家畜の臭いなど畜産経営を理
解してもらうのに苦労した。 

・悪臭対策を実施するとともに、市、住民、牧場の間で協議会をつくり、
問題が出た場合、誠意を持って対応することで牧場に対する理解を得
た。 
 

（（農）飛騨かわい牧場（森田代表理事）） 
 

非農家出身ゆえ、農業用語や農
業機械の名前がわからなかった
り、家族と農業でコミュニケーショ
ンをとることに不安である。 
 

・父に相談にすることや篤農家の集まる研修会などに出席することで
不安を解決した。 
 

（（農）桑名農耕センター（森田代表理事）） 

女性として農業を行うことが恥ず
かしかった。 

・地域の人など様々な人からの励ましにより、農業を行うことに誇りが
持てるようになった。結婚しても農業を続けたいという気持ちが持てる
ようになった。 
 

（山田 奈央子さん） 

 

※１：ヘルパーとは農家が休日を確保する場合や突発事故が発生した場合等において農家に代わり飼養管理等を行う者。 
    飼養する家畜が乳用牛の場合は「酪農ヘルパー」、肉用牛の場合は「肉用牛ヘルパー」。 -39- 



カテゴリー 取組のポイント（取組主体） 

生産力の強化 新技術に関する情報を入手し、高品質化、低コスト化による農業経営の実現。 
 

（加藤 剛さん・智さん、（農）桑名農耕センター（森田代表理事）、杉浦 由里さん） 
 

循環型農業の実現と地域農業への貢献のため、さらなる規模拡大の実現。 
 

（（農）飛騨かわい牧場（森田代表理事）） 
 

生産体制の構築 同じ農業者間でグループを組んだ、新たな産地の形成、底上げ。 
 

（鈴木 誠さん、鈴木 啓文さん、(有)恵那栗（伊藤副代表）） 
 

新たな営業所の設置や企業連携を行うなどによる、野菜の周年出荷。 
 

（(有)ゴトーアグリ（後藤 健太さん・竜徳さん）） 
 

販売の強化 
 

既存農産物を加工したオリジナル加工品や新商品の開発販売。 
 

（高橋 正泰さん、飯田 実さん、倉橋 幸嗣さん、小田 剛裕さん、鈴木 啓文さん、渡邉 友裕さん、(有)ゴ
トーアグリ（後藤 健太さん・竜徳さん）、（農）桑名農耕センター（森田代表理事）、野村 久良さん、山田 
奈央子さん、(株)和仁農園（和仁代表取締役）） 
 

既存農産物のブランド化による差別販売。 
 

（高橋 正泰さん、（農）桑名農耕センター（森田代表理事）、(有)恵那栗（伊藤副代表）） 
 

観光農園の開設。 
 

（鈴木 誠さん） 
 

農産物の直接販売。 
 

（山田 奈央子さん、杉浦 由里さん） 
 

食べ方のレシピの提供や新たな販路開拓など売り方に工夫をした農産物の販売。 
 

（飯田 実さん、小田 剛裕さん、山田 奈央子さん） 
 

様々な国々の農業を調査し、新たな海外での販売展開の再構築。 
 

（加藤 秀明さん） 
 

地元農業の活性
化 

農業者同士の交流、農業体験などを通じた地元農業の活性化と雇用創出の実現。 
 

（末廣 貴生さん、(株)和仁農園（和仁代表取締役）） 
 

被災地支援 被災地への支援活動の継続。 
 

（末廣 貴生さん） 
 

事例からみた担い手の今後の経営展望について 

 今回の事例より、担い手の今後の経営展望を整理しました。 
 担い手の皆さんは「既存農産物を加工したオリジナル加工品の販売」、「高品質、低コストに
よる農業経営の実現」など前向きな将来ビジョンをしっかり持っており、日々頑張っています。 
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●本人が努力すべきこと 
 

１．市場動向を把握し、新たな栽培品目にチャレンジすること。 

 

２．農業施設整備や農業機械のメンテナンスなど自分でできることは極力自力で 
    行うこと。 
 

３．経営規模に見合った労働力を継続的に確保し、ゆとりある農業経営を実現す 
  ること。 
 

４．経営感覚を身につけ、営業活動などを積極的に行い、販路を確保すること。 
 

５．農産物のブランド化や新たな加工品の製造販売など６次産業化も視野に入れ 
  ること。 
 

６．今後の農業展望に夢や希望を描くこと。 
 

７．農業を始める前に、農業以外の世界を経験すること。 
 

●地域、家族、農業者間同士などとの連携を行うこと 
 

１．家族、地域、関係機関のサポートにより、生産技術など農業に必要な知識・ 
  経験を身につけるための体制を整えること。 
 

２．農業者間同士の交流の場を持ち、農業に関する悩みなどを相談できる仲間を 
  確保すること。 
 

３．自らの農業生産活動を地域住民に理解してもらい、地域の一員として活動 
  し、地域の人の信頼を確保すること。 
 

４．子育てなど家族全体が協力し、女性が積極的に農業を行うことのできる環境 
  づくりを整備すること。 
 

５．行政機関などからの必要な支援策を有効に活用すること。 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 今回の事例によりうかがった、新たな担い手に対する先輩農業者からのメッセージを、「担い手
本人の努力」と「地域、家族、農業者間同士などとの連携」に分け整理しました。 
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就農や農業に関する情報提供 

   東海農政局管内の各県には、農業を始めたい方々の相談などを受け付けている、新規就農相談セ
ンターが設置されています。 

    ここでは、それぞれの希望に沿って就農できるよう、相談内容に応じて就農や農業に関する情報の
提供や紹介を行っています。  

新規就農相談センター 

県名 団体名 所在地 

（ホームページアドレス） 
電話番号 

岐阜県 一般社団法人   
   岐阜県農畜産公社 

岐阜市藪田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎２Ｆ 
http://www.gifu-notiku.com/ 

058-276-4601 

岐阜県農業会議 岐阜市藪田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎２Ｆ 
http://www.gifu-agri.jp/ 

058-268-2527 

愛知県 公益財団法人 
   愛知県農業振興基金 

名古屋市中区錦3-3-8 
http://www.aichinoshinki.or.jp/ 

052-951-3626 

愛知県農業会議 名古屋市東区白壁1-50 県白壁庁舎内 
http://www.nougyoukaigi.or.jp/ 

052-962-2841 

三重県 
 

公益財団法人 

   三重県農林水産支援センター 

松阪市嬉野川北町530 
http://www.aff-shien-mie.or.jp/ 

0598-48-1226 

三重県農業会議 津市栄町1丁目891 三重県合同ビル2階 059-213-2022 

管内の新規就農相談センター 

農業技術の習得 

   実家又は農業生産法人などに就農・就職し、農業に従事することが確実と見込まれる方を対象に、
２年間「経営力・農業力・社会力・人間力」を養成するための講義・自習を開設しています。 

 

   お問い合わせ：一般社団法人 アグリフューチャージャパン  
             TEL （03）3213-3253  ホームページアドレス： http://jaiam.afj.or.jp/ 

日本農業経営大学校（平成25年４月開校） 

   農業高校などの卒業生を対象。それぞれの大学校では、１～２年間実践的な農業を学ぶコース、農
業短期大学などの卒業生を対象とした、２年間のより高度な研修コース、就農希望者・農業者を対象
とした短期研修コースなど、各種研修コースを開設しています。  

農業大学校 

県名 学校名 所在地 

（ホームページアドレス） 
電話番号 

岐阜県 岐阜県農業大学校 
  

可児市坂戸938 
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/daigakko/  

0574-62-1226  

岐阜県立国際園芸アカデミー 可児市塩1094-8  

http://www.horticulture.ac.jp/ 
0574-60-5250 

愛知県 愛知県立農業大学校 岡崎市美合町並松1-2 
http://www.pref.aichi.jp/noudai/ 

0564-51-1601 
 

三重県 三重県農業大学校 松阪市嬉野川北町530 

http://www.mate.pref.mie.lg.jp/nodai/ 
0598-42-1260 

管内の農業大学校等 
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コラム（東海管内の担い手育成機関） 

   愛知県立農業大学校（以下「農業大学校」という。）は教育部と研修部から構成されており、岡崎

キャンパス（教育部のうち農学科と研修部）と長久手キャンパス（教育部のうち研究科）に分かれて

います。 

   教育部は農業後継者の育成を主眼として、高等学校などの卒業生を対象とし、２年間農業の基

礎的・専門的知識や技術を身につける農学科と、農学科やその他農業短期大学などの卒業生を

対象とし、２年間でより高度な農業技術・経営管理能力を養成する 

 研究科があります。 

   また、研修部では農業者や新たに農業を目指す人達を対象に、 

 農業に関する知識・技術・技能を習得させる研修などを行ってい 

 ます。 

   近年、農業大学校教育部農学科に入学する学生は、非農家 

 出身者が増えていることから、農業法人などに雇用就農する学 

  生が増えており、農業大学校では、農業関連会社や農業法人な 

 どが参加する合同就職相談会を開催し、学生とのマッチングを行 

 うなど就農支援を行っています。 

コラム１：愛知県立農業大学校 

愛知県農業大学校の花き研修施設 

   愛農学園農業高等学校（以下「愛農学園」という。）は、今年で50年目を迎える全国唯一の私立

農業高校です。愛農学園では、化学肥料や農薬を使用しない有機農業、畜産と作物生産を連携さ

せた、環境にやさしい循環型農業の実践に力を入れるとともに、卒業後、さらに農業の実地研修を

行いたいという学生に対し、選択制の第４学年として、農業専攻科を設けており、全国各地の協力

農家に１年間ホームステイしながら、農業を実践的に学ぶ制度を設けています。 

  愛農学園の農業教育は、２年次から毎年テーマを決めて 

 プロジェクト研究を行っており、その中で農業生産の収支決 

 算の分析を踏まえた研究、発表を行っています。 

  また、愛農学園は全寮制であり、自分達でつくった農産物、 

 畜産物を自分達で食べようと、寮で提供される食べ物は100 

 ％自給して生活しています。 

  このような取組が食料自給率向上に寄与した優れた取組 

 として評価され、フード・アクション・ニッポンアワード2011大 

 賞を受賞しました。 

コラム２：愛農学園農業高等学校 

愛農学園農業高等学校 
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農地の確保 

   農地を取得したり、借用する際には農地に関する法律（農地法）の許可などが必要です。農地の斡
旋・紹介は各市町村の農業委員会、県農業公社が行っておりますので、取得したい農地の所在地の
市町村農業委員会または県農業公社にご相談下さい。  

   参考：関連ホームページアドレス 
       （ http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/ryuudouka/ry_index.html）  

資金、所得の確保 

   就農に必要な農業技術又は経営方法の習得、住居移転などの就農準備、農業経営開始に必要な
機械・施設の導入などの必要な資金を無利子で借り受けることができます。 

   参考：関連ホームページアドレス 
       （ http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kasituke/syunou_shikin/index2.html ）  

就農支援資金 

   地域の中心として農業を担う経営体に対し、融資などにより、農業用機械などの導入を支援します。 
   参考：関連ホームページアドレス 
       （ http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/25_sien.html ）  

経営体育成支援事業 

   青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者・経営継承者に対して、就農
前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金を給付
します。 

   参考：関連ホームページアドレス 
       （ http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html ）  

新規就農・経営継承総合支援事業（青年就農給付金） 

労働力の確保 

   農業法人への雇用就農を促進するため、農業法人が新規就業者に対して実施する実戦研修など
に対して支援（最長２年間）します。 

   参考：関連ホームページアドレス 
       （ http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nouno_koyou.html ）  

新規就農・経営継承総合支援事業（農の雇用事業） 

   認定農業者が償還期間が長く、資金規模が大きい、農地、施設・機械などの取得に必要な設備資
金、農業経営の改善に必要な長期運転資金を低利で借りることができる資金です。 

   参考：関連ホームページアドレス（日本政策金融公庫ホームページ） 
       （ http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html ）  

スーパーＬ資金（農業経営基盤強化資金） 
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