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就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

Ⅰ．調査概要



１．調査目的

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

（２）調査の構成

本事業の調査は以下のような構成で実施している。

１）Web アンケート調査（別途）
２）インタビュー調査（本調査報告書で記載）

「１）Web アンケート調査」はインターネットのアンケート回答モニターに対してWeb調査
を実施し、就農への興味・関心や就農情報の利用状況、「あふてらす」の認知・利用状況な
どを聴取した。

「２）インタビュー調査」では積極的に農業への就業に向けて動いている人（積極層）、
新規就農者等を対象に、就業に当たって欲しい（欲しかった）情報とそのタイミングについて
インタビュー調査により聴取した。

なお、「２）インタビュー調査」において対象者へのインタビューについては、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、対面での調査が困難なことから、オンラインシステム（主にZoomに
よるウェブ聴取）、電話を活用して、調査を実施することとした。

（３）調査結果の分析と「あふてらす」改修提案

１）、２）の調査結果については、就農への興味・関心の度合や年代、収入等のグルー
プ別分析を行い、就農へ興味・関心の度合毎にどのような特性があるか、またその特性に応
じたどのような就農促進施策が適切か等を検討する。

また、調査結果及び調査結果の分析を基に、「あふてらす」が農業への就業を希望する人
が求める情報について効果的にアクセスできるウェブサイトとなるよう、掲載する情報の精査
及びウェブサイトの構成について提案書を作成する。

（１）調査の背景、目的

農林漁業スタートアップ等支援サイト「あふてらす」については、農業・林業・漁業、その加
工・販売に興味がある人、これから始めたい人向けに情報を一元的に集約したサイトとして
令和元年６月に立ち上げたところであるが、各業のウェブサイトを束ねたリンク集に止まって
おり、立ち上げ直後は 3,000 件超／月の閲覧数が、ここ数カ月は 500 件／月程度で
推移している。
我が国では毎年５～６万人の新規就農者がいるが、農業就業者数は年々減少してお

り、これまで農業に携わったことがなくても新たに参入する人を増やす施策が必要である。新
たに農業に参入する人が増えてない要因としては様々なハードルが考えられるが、これまで
現状を正確に把握するための調査を行ったことがないため、的確な内容やタイミングで情報
発信ができていないのが現状である。
本調査では、就業者の規模が大きくその減少者数が多い農業に着目し、年齢、収入など

により、農業に就業するに当たってのハードルが何かを大規模な Web 調査によって把握す
るとともに、より積極的に就業に向けて動いている人を対象に、欲しい情報とそのタイミングに
関してインタビュー調査を実施し、農林水産省の就農支援情報の発信に当たっての情報
ニーズを明らかにし、「あふてらす」サイト構築の提案書を得ることを目的とする。
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２．調査要項
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３．対象者区分別インタビュー数

区分 定義 回収数

新規就農者 過去3年以内に就農した
研修を終えて近々就農する予定がある 25

積極層 就農への強い関心・興味がある、または既に就農への準
備を進めている 13

潜在層 就農へ関心・興味はあるが、就農活動には至っておらず
検討段階にとどまっている 30

忌避層 就農へ関心・興味は過去にあり、就農を検討したことは
あったが、結局は断念した 7

（合計） 75

項目 内容

調査内容

就農に当たり、欲しい（欲しかった）情報とそのタイミングについて
インタビュー調査により深掘りし、アンケート調査結果の補完を行っ
た

対象者へのインタビュー調査に当たっては、新型コロナウイルス感染
症の影響により、対面での調査が困難なことから、オンラインシステ
ムの活用など聞き取り方法を工夫して、調査を実施するものとした

調査方法
原則、非接触式（オンライン、電話等）としたが、対象者の承諾
を得て、一部の方には訪問面接調査を実施した

調査対象
（割付設定）

全国の、過去3年程度以内に就農した「新規就農者」、現在もし
くは過去に就農に一定の興味関心がある（あった）「就農意向
者」を対象とした

新規就農者：25名
就農意向者：50名

調査数 75名

調査期間 2020年10月5日～12月5日
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Ⅱ．調査結果サマリー、考察



１．調査結果のポイント
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就農に至るきっかけ、経緯
• 身近に農業がある人とそうでない人で異なる。身近に農業がある人は、幼少からの体験が郷愁としてあり、農業への興味関心は自ずと発生する。但し、人に
よっては農業に対する3K的なネガティブ意識も発生し、忌避意識が生ずる側面もある。

• 身近に農業がない場合、「農産物」、「安全・安心な食」、「自然豊かな生活」への憧れが、就農への動機、きっかけとして現れるケースが多く、田舎への「移住
ありき」というところから、就農に関心を向ける向きも少なくない。

就農をあきらめた経緯、理由
• 職業としての農業の安定性に対する不安などに加え、移住に係る問題（土地や引越しなど物理的障害）がネック。
• 実際に各種イベントや農業体験を経験した際に、農作業の大変さに直面し就農を諦めるケースやネットによる情報収集の結果、農業の難しさを認識し、就
農を諦めるというケースもある。

就農活動内容
• 大きく、①検討段階、②就農準備段階、③農地確保段階のフェイズで分けられる。
• 検討段階では、「ネット、SNSによる情報収集」、「TV番組」、「フェア・イベント参加」で、積極層は情報収集にとどまらず、体験型のフェア、イベントに触れる
機会が多い。

• 就農準備段階は、新規就農制度に準じた「研修」の参加、特に研修先農家での体験、農業大学校での学びなど。
• 農地確保に向けては、農地取得、借用のハードルが高いことが阻害要因で忌避の理由ともなっている。

参考となった情報源
•意向者は移住志向が強い人が多いので、移住予定先の自治体サイトや民間の就農や田舎生活、移住支援サイトを参考とするケースが多い。自然検索
の中でキーワードからサイトにたどり着いている。

• 身近に農業者がいる方は、就農者や農業関連企業従事者が最初の情報源となり、その紹介先を活用している。

就農上の課題・要望（不足情報）
①検討段階：移住先の生活環境（医療、福祉、子育てなど）やコミュニティ情報、女性層、兼業志向、ゆるい農業志向に当てた情報、就農者の失敗
話、苦労話など「本音の声」、具体的な収支に関する情報など。

②準備段階：研修先の農家の受け入れ体制、自治体の受け入れ体制にバラツキがある。研修先の指導者の資質が忌避要因となるケースも。移住者や研
修者同士の横のつながり、連携もモチベーションの維持に重要。

③農地確保段階：現在の支援制度は、「新規認定農業者」志向者のみにスコープ。就農のスタイル、就農に参加する人達は多様化しており、現況に対応
した情報提供、マッチング支援が必要。（女性向け、自然農法向け、兼業者向けなど）



２．各層に向けた情報発信のインプリテーション（案）
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農業のイメージアップ（阻害要因の払拭）に向けて
• 職業選択において「農業」を第一選択にして貰うための農業のポジティブな発信の検討
他の産業・職業と比べた農業の良い点（良い意味で安・近・短的な）」
「農業の価値・魅力（歴史・貢献・多様性）」「農業の明るい未来」「種を蒔いたところには何か出来る」
「新しい職種・ネーミング（cfヴィニュロン）の発掘・造語開発」
有機野菜の喫食で健康を回復して就農に至るなどのストーリーでの情報発信

就農への能動的取り組み（本気度）向上、モチベーションの維持に向けて
• 就農者の失敗話、苦労話など「本音の声」のインタビュー記事
• 身近で信頼出来る先行就農者の存在は、就農者創出に一定の効果が期待される、情報発信のトーン＆マナーで検討
• 初期投資費用や収入実態など金銭面の情報
• 就農を目指す人同士のコミュニティ、ネットワーク形成に向けた場の提供
• 農地確保が就農の最後の関門となるため、情報提供の入口に「農地の有無による区分け」を行いその重要性を訴求することで意向者や就農活動中の
人のモチベーションが落ちない工夫

就農（生活）スタイルの多様性に対応した情報発信に向けて
• 移住意向者（田園生活へ憧れを持つ人）の拡大に向けた「田園生活の中に農業を位置づけた」情報発信
• 移住先の生活（育児、福祉、医療等）支援等、地域コミュニティに関する情報
• 農業生産量・金額は低めでも多様な農業（不耕起栽培・自然農法等）が可能となることの事例紹介
• 就農の選択肢を広げるため、自然農法、多品種・多品目農業、農業ICT化などの情報提供や紹介
• 六次産業化、販路づくりを重視する方に当てた生産・栽培以外の側面の情報提供や紹介
（グローバルな販路づくり、マーケティング、農業FC化、EC化、生産品目に関する需給情報など）

ターゲットの多様性に対応した情報発信に向けて
• 「農業女子PJ」は、基本的に就農者対象だが、今後の就農を図る上で「女性」の存在は重要性を増すものと考えられ「就農を目指す女子」にも広げた情
報提供

• 就農家族（妻・子供）向けのコンテンツが不足」との意見、ファミリーで視聴・共有出来る情報発信
• 「障がい者就労」に向けた支援、情報発信
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Ⅲ．結果詳細



（１）性別

（２）年代

１．対象者のプロファイル
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（３）在住地

n =
全  体 75

新規就農者 25

積極層 13

潜在層 30

忌避層 7

56.0

80.0

38.5

46.7

42.9

44.0

20.0

61.5

53.3

57.1

0%

男性 女性

n =
全  体 75

新規就農者 25

積極層 13

潜在層 30

忌避層 7

25.3

16.0

23.1

33.3

28.6

37.3

52.0

53.8

16.7

42.9

18.7

24.0

7.7

20.0

14.3

13.3

8.0

7.7

23.3

0.0

5.3

0.0

7.7

6.7

14.3

0%

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上

n =
全  体 75

新規就農者 25

積極層 13

潜在層 30

忌避層 7

14.7

24.0

7.7

10.0

14.3

50.7

32.0

53.8

63.3

57.1

6.7

8.0

0.0

6.7

14.3

12.0

8.0

23.1

10.0

14.3

6.7

12.0

7.7

3.3

0.0

9.3

16.0

7.7

6.7

0.0

0%

北海道・東北 関東 中部・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄



2．就農に至るきっかけ、経緯／【新規就農者】

主なコメント【新規就農者】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

【身近に農業者がいる場合】
・実家の農業の継承
・地域愛・東日本大震災復興
・前職での限界・将来不安
・知人・先輩の就農
・前職より農業は儲かる（サラリーマンと違って可能性がある）
・マイペースで出来る仕事（vs CVS経営）
・生まれ故郷と同じような「島」で築120年の古民家を取得
・農業には人間の根源的喜びがある（植える・手入れする・収穫する・食べ
る）

・自分が食べたい野菜（西洋野菜）が無くて困った（同じ悩みを持つ調
理人がいるはずと思って）

・実家近くの農業体験で食べた里芋の美味しさに衝撃を受けて県内就農
を（元々は風評被害を避け県外指向だった自分を大いに恥じた）

・自己変革願望と義理の父の引退宣言
・祖母からの誘い・説得

【身近に農業者がいない場合】
・前職での限界・将来不安
・人間関係・紹介（農業法人）
・自分の作りたい料理の食材（野菜）が欲しくて
・健康上の不調（本人・両親）から有機栽培野菜の美味しさ・体調の良
さを実感

・40歳間際での転職の難しさ

【兼業での就農者の場合】
・子供の誕生により、より快適な田園生活の場を求めて移住

• 身近に農業がある人とそうでは無い人では基本的に異なるものの、共通点としては、前職で何らかの問題を抱え、その解決策として転職を意識し結果と
して農業が選択されているケースが多い。

• 身近に農業がある人の場合、子供の頃からの農業・農家体験が郷愁として農業選択のポジティブな意識に寄与する側面と、3K的なネガティブな側面の
両方がある中で何らかの出会いが就農に寄与している。

• 農業が身近に無い人の場合、「食材（野菜）への関心」「自身（両親）の健康問題に端を発する有機栽培」等農産物に関することが大きなきっかけ
になっている。
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• 東日本大震災があり祖父も亡くなり、この時遅まきながらこれまで可愛がってく
れていた祖父への恩返し、故郷への恩返し、そして祖父の山林の将来のこと
等を非常に強く意識し、山梨での勉強は決して十分では無かったが、いわきに
戻る決断をした。

福島県
39才、男性
ワインぶどう栽培
（認定新規就
農者）

• 30代後半になって一日中PCに向かう仕事で視力が悪くなり、この仕事を定
年まで続けられるか？等ぼんやり不安を感じるようになり、子供の頃の島での
暮らしや農業のことを時々思い出すようになった。

• 当時住んでいた滋賀もそれなりに田舎だが、自分の将来像として、生活する
場所として「島（海がある）」、仕事として「農業」は最初から考えていたこと
だった。

愛媛県
43才、男性
自然農法での
野菜・みかん
（認定新規就
農者）

• 広島勤務時代に所属していた会社が、中国企業に買収されこのままでは将
来への不安を感じざるを得ない状況になっていた。制度的な早期退職が進み、
自分の退職のタイミングはもう最終段階だった。先輩が一足早く就農していた。

• 組織の一員としてずっとやって来ていた自分が一人で出来るモノづくりは農業く
らいしか無いのではという結論に至った。

岡山県
39才、男性
桃栽培（認定
新規就農者）

• 広告制作会社での仕事は、職業柄「徹夜は当たり前」の業種・業界で、不規
則な生活を送っていたので、年齢が上がるにつれ体調を崩すことが多くなって
行った。

• 自然食品店で無農薬・有機栽培の野菜を買って調理して食べたら体調がす
ごく良くなり有機野菜を度々注文するようになりハマった。これが多分自分の就
農に繋がった。

神奈川県
50才、男性
無化学肥料・
無農薬の野菜
農家

• 両親の闘病を経て、改めて、自然栽培野菜を購入したい消費者は多いのに
生産者が少なく結果的に値段が高いことを感じた。だったら自分で作れば良い
と思い、貸し農園での就農がスタートした。

東京都
46才、女性
兼業（認定新
規就農者）



2．就農に至るきっかけ、経緯／【積極層】

主なコメント【積極層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・対象者の家族や親戚、友人など身近に農業者がいるケースと、全くいな
いケースによって農業（就農）への興味関心のきっかけ、就農に至る経
緯は異なっている。

・身近に農業者がいる場合、幼少期から農業が身近な存在であるというこ
とで、自然な興味発生、あるいは家業の継承を前提に、専門学校や農
業学校への進学などが多く聞かれた。

・現在職業を他に持っている方、あるいは定年が迫っている方は、「移住あ
りき」で、農業が選択肢に入ってくるケースが多く、こうした問題意識の中
で、メディアや知人・友人からの農業情報に敏感になっているものと考察。

・興味関心のきっかけとして「WBS」の就農特集、「ダッシュ村」、「人生の
楽園」などの農業体験や第二の人生を扱う番組の影響力は大きい。

【身近に農業者がいる場合】
・実家の農業の継承
・農業と身近に接していたため自然に農業に興味
・農業学校、農学部への進学
・友人、仲間が就農

【身近に農業者がいない場合】
・移住志向ありきで、就農が視野に入ってきた
・生き物、ものづくりが好き
・人間関係のストレス、勤めに向いていない
・メディアの影響（人生の楽園、ダッシュ村、WBS、がっちりマンデー！）
・地域を訪れた時に、農産物や農業者と接して
・ふるさと納税を通じた地域や農産品への興味
・産直ネット販売を通じた農産品への興味
・コロナ禍による都会暮らしのリスク大

• 身近に農業があり、幼少期から接している人は、自然な興味発生が多く、きっかけとしてなんらかの情報がトリガーとなるケースは少ない。
• 就業中や、定年が見えてきた方は、UIJターンなど「田舎への移住」、「故郷に戻る」事ありきで、就農という選択肢が現実性を帯びてくる。
• 興味関心を喚起するメディアとして、「WBS」、「DASH村」、「人生の楽園」等のTV番組に一定の影響力がある。

• 友達が農業高校に通っており、その高校の農業祭に行った。自分たちで
作った野菜を販売しており、その野菜を買って食べてみたがとてもおいしかっ
た。その時の経験はとても楽しいもので、自分も農作物を作ってみたいと
思った。

兵庫県
31才、女性
会社員

• 兼業の親を見ていて、仕事のある平日は早朝＆帰宅して農業、土日も農
作業があって「農業は辛いもの」と思って嫌だったが、故郷に戻って来て農
業のことは考え始めていた。自分は長男なので、祖父・父が守ってきた土地
があり、やはり自分も守っていきたいと自然に思うようになっていた。

福島県
29才、男性
研修中

• 毎日体に入る米や野菜は安心して口にできる無農薬な農作物を探すよう
になり、安全な食品を提供しているショップや農家を選んで購入するように
なった。体験農業などにも積極的に参加するようになると、生産者と触れ
合う機会が増え、安全な農作物を自らも作ってみたい意欲に駆られた。

大阪府
62才、男性
会社員

• 結婚して、今後妻と2人で歩んでいって、子供もできれば人生設計も変
わってくると思った。そのような中、悠々自適とはいかないかもしれないが、都
会の喧騒から離れて自然豊かな生活したいと思うようになった。最近はテレ
ビなどで農業のことを取り上げることが多く、それらを見た流れで農業に興
味・関心を持つようになった。

神奈川県
30才、男性
医療従事者

• 普段からチェックを欠かさないテレ東のWBSが若い就農者をよく取り上げて
いる。特に脱サラした女性の若い就農者が特集されると、（全く農業のつ
てのない）自分でも出来るのかな、やりたいな、と意識するようになった。

埼玉県
38才、女性
会社員
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2．就農に至るきっかけ、経緯／【潜在層】

主なコメント【潜在層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・対象者の家族や親戚、友人など身近に農業者がいるケースと、全くいないケー
スによって農業（就農）への興味関心のきっかけ、就農に至る経緯には共通
点も存在する一方、明確な相違もある。

・身近に農業者がいる場合、幼少期から農業が身近な存在であるということが、
自然な興味の発生につながっている例やこれからの生活を考えてという声が聞
かれた。

・身近にいない場合、幼少期に農作業を体験したことや大学で農業に接したこ
となど、実際に農業に触れることが興味関心につながっている。また、メディアや
SNS、映画や小説なども一定の割合で農業に対する興味関心のきっかけに影
響を及ぼしている。その他、体調を崩したことなどから食のありがたさを感じたこと
なども農業の興味関心につながる要因となりえるものと考えられる。

【身近に農業者がいる場合】
・身近で農業と接したため自然に農業に興味
・田舎出身で、いずれは田舎暮らしに戻ることに興味
・もともと自然や動物が好き
・食への関心
・コロナ禍での生活の見直し

【身近に農業者がいない場合】
・大学のゼミや農家インターンシップ
・都市での生活に疲れ
・食の重要性を認識（米不足の経験、体調を崩した経験）
・食に特化した地域イベント
・旅行先や滞在先で農園の風景や酪農に接して
・幼少期に農作業を経験
・映画や小説の影響
・メディアやSNS（ 「ザ！鉄腕！DASH!!」 、「7RULES」YouTube）

• 身近に農業がある人は、農作業の手伝いやとれたての収穫物の美味しさなどを経験したことがあり、自然な興味発生が多い。
• 身近に農業がない人は、自然豊かな生活への憧れや食の重要性を認識し興味を持つといったケースが複数確認される。これらの中にはYouTubeや

「Dash村」などの情報から影響を受けた人もいる。
• 大学生活やゼミなどを通して、農業に接することにより興味を持つというケースも散見される。

• 祖父の家で、畑作業を時々手伝うことがある。土や草を触っていると気分
がなかなか良くて、自分の性に合うように感じた。農業についてはわりと身近
に感じていた。

岡山県
24才、男性
アルバイト

• 祖父母が農業を営んでいる。田植えの時期、稲刈りの時期になると、両親
が手伝いに行き、私も妹と一緒に手伝いをした。

• みんなで農作業をしてから祖母が出してくれるおにぎりと漬け物、お茶の味
は、いままで食べたどんな高級な料理よりも美味しかった。祖父も祖母もや
さしく、稲の乾燥の仕方や肥料のまき方、細かいことを色々説明してくれた。
自分は幼少の頃は農家になろう、という考え方は全くなかったが、決してい
やな感じではなく、農業をしている祖母や祖父を尊敬していた。

東京都
24才、女性
会社員

• 大学2,3年の頃から興味を持つようになった。きっかけは、大学のゼミである。
日本の特産物を一つ選び海外に輸出するという企画立案を行ったが、その
際、岡山県の農家の方や県庁の農業担当の方に話を聞く機会があり農
業に興味を持つようになった。

東京都
23才、男性
大学生

• TOKIOが出演している「鉄腕ダッシュ」を毎週かかさず観ている。周りに左
右されず、時間を自由に使って農業をしていけたら楽しいだろうと思い、農
業を現実的に考えた。

東京都
51才、男性
会社員

• 高校生の頃に一度体調を崩したことがある。その時にこうしたら良くなるかも
しれないといった情報を調べていて、そこで「食べ物」にたどり着いた。今の市
場に出回っているものでも危ないものがあるといった情報や、「オーガニック食
品」に関する情報、こだわりを持って作られている作物のことなどをインター
ネットで見たことが、農業に関心を持つきっかけになったと思う。

宮城県
20才、女性
大学生
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３．就農に興味を持ちながらあきらめた理由【忌避層】

主なコメント【忌避層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・身近に農業者がいる場合とそうでない場合で農業（就農）への興味関
心のきっかけ、断念に至る経緯は異なる。

・身近に農業者がいる場合は、関心のきっかけとして、幼少期から農業が
身近な存在であるということで、自然な興味発生、あるいは家業の継承
や土地の相続などを検討していたことが聞かれた。断念した経緯は、将来
不安、収入不安、健康不安などが聞かれている。

・身近に農業者がいない場合、自然への憧れや田舎生活への憧れがきっ
かけとしてあげられている。断念に至る経緯としては、移住に係る問題が
あげられている。

【身近に農業者がいる場合】：きっかけ
・実家の農業の継承
・農業と身近に接していたため自然に農業に興味
断念に至る経緯：
・現在の職業を継続したい
・農業の先行き・ビジネスとして成立するかどうかに不安を感じる
・技術・技能がない
・年齢を重ねてしまった
・家族の健康状態

【身近に農業者がいない場合】：きっかけ
・自然、植物や動物が好き
・メディアの影響（「人生の楽園」、 「ザ！鉄腕！DASH!!」 ）による田
舎暮らしへの憧れ

・都会生活の疲れ
断念に至る経緯
・情報収集の過程で農業で生活してくことの大変さを感じた
・土地がない、移住が前提となる
・健康問題

• 身近に農業があり、幼少期から接している人は、自然な興味発生が多く、他の層と同様にきっかけとしてなんらかの情報がトリガーとなるケースは少ない。
• 身近に農業がない人は、自然に囲まれた生活への憧れなどから就農に関心を持つが、実際に就農について検討していく中で、職業として農業の安定性

に対する不安などに加え、移住に係る問題（土地や引越しが必要といった物理的障害）がネックとなっている。

• 諦めた理由は、現在の職業を継続したいということ、妻が子供のことを考え
て、負の遺産(農地・家業の継承）は早めに切り捨てたいという意向があっ
たこと、日本の農業の先行きに不透明さを感じたこと、収入や仕事の大変
さ、などさまざまあるが、一番は自分たちに技術・技能がないということである。

山形県
49才、男性
会社員

• インターネットで検索してみて、農業や漁業が遠い存在だという印象を持っ
た。具体的には、農業にせよ漁業にせよ、天候の影響を受けやすいというこ
とがある。近年、台風等による自然災害も増えており、ますます天候の影
響を受けやすくなっていると感じる。また、仕事に就く土地や住む場所の具
体的なイメージもわかなかった。そして、仮に農業や漁業を始めるとなれば、
今の生活スタイルも大きく変えなければならないことになる。

東京都
25才、男性
会社員

• 比較的安定しているサラリーマンをやめて農業を行なうのはかなりリスクが高
いと感じた。また、農業についての知識もなく土地も必要になってくることもあ
きらめた１つの要因である。

千葉県
35才、男性
SE

• 農業の収入や仕事の大変さ、自己資金・土地等が必要などさまざまある
が、一番は技術・技能がないということである。お金や土地があっても、技術
がないと継続はできないのではないかと思う。

愛知県
26才、女性
主婦

• 農業を始めるとなるとやはり引っ越さなければならない。引っ越しはいいのだ
が、その先での生活が見えなかった。その不安が現実的にあり、考えがス
トップした。移住先での人間関係や農業をしてどういった収益を得るのか、
両親も一緒に連れていくのか、など色んなことを考えていると頭が痛くなって
きた。

神奈川県
38才、女性
会社員
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４．就農活動内容／【新規就農者】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

【第一段階：前職から農業への転職を検討する段階】
【テレビ番組】「NHKの野菜の時間」
【書籍購読】新規就農関連書籍、農法関連書籍（無農薬・有機肥料・
無耕作・自然農法）、やさしい畑、全国有機農業者マップ

【ネットでの情報収集】都道府県の就農支援サイト、農水省の就農支援サ
イト、マイナビ農業・ボラバイト等の求人サイト

【フェア・イベント参加】就農系フェア、移住系フェア、フェアにブース出展して
いて親しくなった自治体への体験滞在、同・就農関連部署へのヒアリング、
同・からの農家紹介＆訪問ヒアリング

【第二段階：農業への転職を決意し就農の準備段階】
【研修受講】認定新規就農者’に向けた2年間の実地研修（実地研修先
は受入農家）、都道府県研修所での通所研修（実地研修先は研修
所圃場）、農業短大での履修

【講演会・セミナー参加】各種農業団体主催の講演会・セミナー、土づくり、
堆肥づくり、農家の簿記

【農業体験】妹の嫁ぎ先で農家生活体験、両親・祖父母の指導、前職時
代に長期休暇を取得して全国各地の有機栽培農家へ体験旅行

【自治体就農支援部署へのコンタクト】新規就農支援制度に関する説明
会参加、同・担当者からのヒアリング

【女性向け・専用】ふくしま農業女子ネットワーク

【第三段階：農地を確保し農家になる段階】
・自治体就農支援部署、研修受入農家、地域の農業委員

※第一段階、第二段階では、地域おこし協力隊としての諸活動が就農活動
のベースになっている事例もある。

• 「前職から農業への転職を検討する段階」「農業への転職を決意し就農の準備段階」「農地を確保し農家になる段階」の3段階が存在する。
• 第一段階では、潜在的には「テレビ番組視聴」、顕在化したものとしては「ネットでの情報検索」「書籍購読「就農・移住フェアやイベント」が主たるものだが、この段階で

受入自治体担当者や研修受入農家への訪問等を始める人もいる。
• 第二段階では、新規就農制度に準じた「研修」の参加が基本で、特に研修先農家での体験が主要なものとなっている。並行して自治体や農業関連団体が開催す

る講演会・セミナー等への参加も。
• 第三段階の農地確保に向けた活動は、第二段階の中で既に始まるが、異業種からの就農の場合にはこの段階での難しさを訴えるケースが散見される。

• 東京から地元に戻った直後の自己流農業時代には、知識が無いので「やさい
畑」を購読していたし、「NHKの野菜の時間」等も視聴し、それを参考にして
農業をやっていた。

• また、その頃は自分流が上手く行っていなかったので「マイナビ農業」「ボラバイ
ト」等で農業法人での就農を考えていた時期もあった。

福島県
35才、男性
オクラ栽培農家
（認定新規就
農者）

• 読書が好きなので、自宅近くの図書館で農業に関する蔵書を片端から読んで
いた。その中で今思い返すと就農に肩を押されたキーワードは「新規就農」「こ
れからは農業」「国の補助金」「新規就農制度・準備型・150万円」等のよう
な気がする。

愛媛県
43才、男性
自然農法での
野菜・みかん
（認定新規就
農者）

• 地域おこし協力隊では農業振興担当でイベントサポート、シェア農園関連の
業務に従事した。

• 移住1年目は自分一人で全てできる規模の畑で農業を行っていたが、2年目
からは会員を募り“みんなで野菜を作ってみんなで分けよう”というコンセプトで
シェア農園を始めた。

東京都
32才、男性
兼業 高齢者
の農業支援
（認定新規就
農者）

• 双葉地区で長年社会教育委員（会長）を務めていたこともあり行政関係者
との人間関係があった。

• 震災以降、公社は新たに生まれ変わるべく、従来の業務に加え、新規事業を
模索し、国産バナナを始めとする熱帯フルーツの栽培に着手することとなり、公
社関係者から声掛けを受けた。

福島県
56才、男性
トロピカルフルー
ツミュージアム館
長（農業公社
職員）

• 相模原市での農家認定に際しては、貸し農園での収穫が周りの人よりも良
かったらしく、地域の農業委員の人と親しくなり、その方の勧めで兼業での就農
を決意した。

• 行政上の手続きは、その方の指示・助言に従って行ったのでスムーズに農家認
定が受けられた。

東京都
46才、女性
兼業（認定新
規就農者）

主なコメント【新規就農者】
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４．就農活動内容／【積極層】

主なコメント【積極層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• 全体的に、情報収集としてネットからの自然検索を利用するケースが多く
見られている。

• ネット等の情報収集を入り口として、フェア、イベントへの参加を果たしてい
るケースが多い。

• 身近に農業者がいる場合は、その人を介した情報収集や就農活動が中
心となっている。

• 一方で、「農業大学校」入学などの具体的活動も事例は多くないものの
聞かれている。

【ネットでの情報収集】
・自然検索（キーワード検索）で自分の関心領域を調べる
・SNSで＃で自分の興味あるテーマを調べる

【フェア・イベント参加】
・都会での生産者イベント（交通会館などで）
・マイナビ就農イベント
・就農体験イベント（長野県のリンゴ農家で宿泊）

【口コミ】
・身近に農業者がいる場合、親、親戚、知人などからの情報収集

【専門機関での研修、入学】
・農業大学校での基礎知識の習得

• 全体的に活動は情報収集に止まっているケースが多い。
• 主な情報収集活動はネット、SNSでの検索による情報収集、定期的に巡回しているサイトはその過程において見つかるケースが多い。
• 身近に農業者がいる方は、親、親戚、知り合いに情報を依存する割合が高く、就農活動も身近な農業者のアドバイスに従っている。

• 有楽町の交通会館で、ふるさと納税の生産者のフェアがあった。そこに参加
して女性の就農者の生の声を聞く機会があった。どのような点が苦労したの
か、資金をどうしたのか、就農にあたって自分が懸念している事を教えてくれ
て大変参考になった。メンタル面でも、だれだって最初から上手くいくわけ
じゃない。仲間をつくることが大事など、大変参考になった。このような生の
声を聞く機会は農業者の知り合いがいない自分にとって貴重。

埼玉県
38才、女性
会社員

• インターネットで「就農」について調べた
• その中で企業主催の就農イベントがあることを知って、マイナビ主催のイベン
トに参加した。

東京都
39才、女性
会社員

• １泊２日の就農体験のイベントに実際に参加した。季節は秋から冬にか
けての頃で、長野県のリンゴ農家（軽井沢の近郊）に就農体験に行った。
朝からリンゴの木の手入れ、りんごの収穫・仕分け等を行なった。その後、リ
ンゴを使ったデザートを皆で作って食べた。

兵庫県
31才、女性
会社員

• （兼業農家の）父に電話をしたら、県の農業担い手課に繋いでくれて、
色々（主に研修をどうするかについて）相談に乗って貰った。

• 就農に向けた補助金のことについても助言を受け、県の制度では受け取れ
る金額が少ないので、郡山の人材紹介業者が県事業の委託を受けてやっ
ているものがあって、そこから研修先に派遣される形にして当初の4ヶ月間
の研修とすることになった。

福島県
29才、男性
研修中

• 妻が10年前に退職して大阪府立の農業大学校（2年間）へ入学。そこ
で農業の基礎知識を学んでいた。HPや広報誌で府が運営する農業後継
者や農業技術者を養成する教育・研究施設があると知り応募した。同施
設には農家の後継ぎや農協で働きたい、脱サラで農業を始めたいと将来
農業に携わっていく強い考えを持った人たちが学んでいる。

大阪府
62才、男性
会社員
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４．就農活動内容／【潜在層】

主なコメント【潜在層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・潜在層はインターネットやSNSによる情報収集までは行うものの、現状は
その段階で止まっており、自ら具体的に能動的な活動を行うまでには至っ
ていないケースが多い。

・身近に農業者がいる層は、ネット収集に加えて、経験者を介した情報収
集活動が加わる。

・一部、ワーキングホリデーを利用しての農作業や農泊などを通して農業を
実際に体験している能動的な人もいる。

【ネットでの情報収集】
・インターネットでの自然検索
・Twitter、Instagram、YouTubeなどによる情報収集
・求人サイトの閲覧
・農業法人のオンライン事業説明会への参加

【口コミ】
・就農者（知人、友人、仕事関係など）からの情報収集
・JAからの情報収集

【その他】
・農業体験会への参加
・自治体が主催する「えだまめオーナー制度」での農業体験
・貸し農園サイトの閲覧
・ワーキングホリデー、農泊、就農体験バスツアーの参加などの体験
・収穫イベント、食に特化した地域おこしイベントへの参加

• 潜在的な層であるということもあり、具体的な活動をしている例は少なく、多くはインターネットによる情報収集（自然検索中心）段階に止まっている。
• 身近に農業がある人は、実際に農業に携わっている人からの情報収集や相談などもみられる。

• 同級生が地元静岡でお茶を栽培していて、お茶農園のことや野菜のことを
アップしているFacebookの投稿をみることがある。地元の同級生がこういう
ことをやっているのだなと思い、農業を身近に感じた。

神奈川県
43才、男性
会社員

• インターネットで「農業」、「アルバイト」といったキーワードで検索している。
• JAの方と直接話をする機会があり、目指す農業のスタイルでできる仕事は
ないかという相談はしている。

• 仮に就農活動をより具体的に始めるとするならば、当面は引き続きインター
ネットでの情報収集を行うと思う。コロナが収束すれば、山梨の親戚の所で
農業を体験してみるということも考えている。

東京都
43才、男性
製造業

• 現在住んでいる野田市は枝豆が有名で、「えだまめオーナー制度」というも
のがある。家族みんな枝豆が好きなので、以前一度試したことがある。苗だ
け買って植え付けを体験し、管理は農家の人がやってくれて、収穫を自分
たちで行なえるというもの。子どもたちが喜んで収穫し、すごく良い思い出に
なったので、体験としては良かった。

• インターネットで、貸し農園について調べたことがある。今住んでいる場所の
近くでは、区画が狭くアクセスも悪い。もう少し管理しやすいところで、近い
農園はないか調べたが、結局いい条件の場所が見つからなかったので、現
在は検索していない。

千葉県
33才、女性
主婦

• 中学生時代、修学旅行のような感じで、農家に一泊二日で宿泊し、農業
体験をしたことがある。農業を体験することが初めてで、どのように作っている
か、何が大変なのかと学ぶことは多かった。

• 先日、大学からの紹介で、農業法人のオンライン事業説明会に参加した。

宮城県
20才、女性
大学生

• 近所の市場で千葉の朝市情報を教えてもらい、少し遠いが足を運んだ。
（常時行っているのかは不明だが）いすみ市や旧大原町の市場には観
光協会の方が来ていて、「移住」の特設ブースが設けられていた。そこで地
域イベントやショートステイ体験などの詳細を丁寧に教えてもらった。

• SNSで「田植え会」「豊作会」のイベントを見つけて参加した。

東京都
60才、女性
フリーランス
(ウェディングプ
ランナー)
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４．就農活動内容／【忌避層】

主なコメント【忌避層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• 身近に農業がある人は、農作業への従事は諦めたが何らかの形で農業支援に関わりたいとの考えで、農業関連団体に関する情報収集活動なども見ら
れる。

• 実際に各種イベントや農業体験を経験した際に、農作業の大変さに直面し就農を諦めるケースやインターネットによる検索の結果、農業の難しさを認識
し、就農を諦めるというケースもある。

• インターネットで少し情報収集をしてみた。農業のことはもちろんだが、海も
好きなので、漁業関係のことも少し調べてみた。Googleなどで「農業」「漁
業」「仕事」等のキーワードを入れて検索してみた。

• 具体的な情報ソースは覚えていないが、インターネットで検索してみて、農
業や漁業が遠い存在だという印象を持ったことを記憶している。

東京都
25才、男性
会社員

• 実際に農業関連のイベントなどに足を運ぶことはないが、農業を諦めた際に、
農業を自分が行うのではなく、農業を行っている人の助けはできるのではな
いかと思い、JAの中途採用情報などを見た。

愛知県
26才、女性
主婦

• お墓参りに帰った際に、自治体がIターンやUターンを進めるイベントがあり、
参加した。

神奈川県
62才、女性
製造業財務担
当役員

• 30代前半の無職の時にNPO法人に所属する知人からの紹介で農業体
験に参加した。

• 次に京都で農業経営を行なっている人がボランティアで行なっている農業
体験に参加した。その人から農業に関する話を色々聞いていた。

• 農業体験を通じて自分には農作業は無理だと思い、34～35歳の時に就
農を断念した。

滋賀県
36才、女性
製造業

• 就農イベントやセミナーに参加したことなどはない。セミナーなどは営業が強
そうなイメージ。ある程度自分で調べたいという思いがある。

• よくチェックする特定のインターネットサイトなどはない。移住して農業を始め
たといったような方のブログなどはよく見ている。

神奈川県
38才、女性
会社員

・対象者の家族や親戚、友人など身近に農業者がいるケースと、全くいな
いケースによって就農にあたり参考とした情報源の内容には、相違が見ら
れる。

・身近に農業者がいない場合は、周囲の支援や協力が少ない、仲間がい
ないという側面もあってか、ネットでの不安情報の影響を受けて就農をあ
きらめるという傾向が強い。

【身近に農業者がいる場合】
・農地の相続手続き、農業委員会への土地の売却の斡旋依頼
・求人情報の閲覧
・JA等の農業団体の業務内容調べ
・自治体主催、Iターン、Uターンイベントへの参加

【身近に農業者がいない場合】
・インターネットでの自然検索
・農業体験への参加
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５．就農にあたり参考とした情報源／【新規就農者】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

主なコメント【新規就農者】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

【身近に農業者がいる場合】
・農業関係者が居る場合には、幼少期の自身の体験や関係者の話が就
農の意思決定において重要度が高い傾向

・女性の就業者の場合、女性向けの情報サイトや派生的な活動への参加
が活発で貴重な情報源になっている

【身近に農業者がいない場合】
・「先に就農した知人の話」「ブース出展自治体関係者の話」「体験滞在先
（農家）の話」等農業関係者からの直接的な情報の影響が大きい傾
向

・自然食品店店頭の「パンフ・チラシ」

【就業者の情報に関する志向】
・身近に農業者がいる（いない）に関わらず、就農活動における共通した
情報志向として、インターネット等のインダイレクトな情報を得た後「情報
源にダイレクトに情報を取に行く」傾向が強い

• 既に就農している人にとっては、「これはあまり参考にならなかったというものは無かった」との発言に代表される様に、前項の就農活動を通じて得た情報、
情報源は基本的に全て参考になっており、参考の程度を評価するのは困難である。

• ただし、身近に農業がある人の場合とそうでは無い人では違いがあった。前者の場合「幼少期からの実体験」と言う情報がが少なからず就農に影響を及
ぼすのに対し。後者ではそれを埋めるかの様な「自ら求め＆人から得た情報」の影響が大きい。

• また、両者に共通しているのは、インターネット等からの一次情報収集に重ねて、自分からも情報源にアプローチする能動性が強い傾向。

• 非農家出身の自分が就農出来たのは、滋賀のいちご農家に嫁いだ妹が橋渡
し役として存在したこと、滋賀から戻って県のHPで担当部署を探し、電話をし
て「いちご農家になりたい」と相談したこと、紹介された県の農林水産研究所の
2年間の研修で農業やいちご栽培の基本を学べた事の3つに尽きる。

愛媛県
43才、男性
ハウスいちご栽
培（認定新規
就農者）

• 義理の父から日々学ぶのと並行して、友達と呼べる仲間がいなかったので、女
性が農業を始めるにあたって何を、どこで勉強すればいいのか、まったくわからな
くて、インターネットで「農業」「蜂蜜」に「女性」を加えて検索した結果、「ふくし
ま農業女子ネットワーク」を発見した。

• ここの活動に参加したことは、自分がやるべきことの答えを得るために非常に役
立った。（今も）

福島県
39才、女性
養蜂

• 就職（農）活動では「第一次産業ネット」「あぐりナビ」「日本仕事百科」など、
珍しい仕事が紹介されるサイトをみていた。

• 独立して農家をやることは最初頭になかった。少し変わった仕事だけど地に足
がついていて、田舎でできる仕事を探していた。インターネット検索時のキーワー
ドは「林業」「（学生時代に整体のアルバイトをしていたので）整体」「田舎で
の生活」など

東京都 27才、
男性
林業、ワサビ
（認定新規就
農者）

• 岡山の料理人時代に野菜作りを考え始めた頃は、岡山市は図書館が充実し
ているので仕事が休みの日に、図書館でイタリア料理の料理本を見て、使われ
ている食材（野菜）を図書館のPCを借りてインターネットで「種のこと」「土の
こと」「気候のこと」「実際に作っている人の話」等を検索して調べた。

岡山県
33才、男性
西洋野菜栽培
農家

• 「新規就農研修制度」を利用したが、自分のような農業経験のない者にとって
は農業に関する知識・技術習得は言うまでも無く重要なことだった。

• 更に重要なのは就農・営農する為には農地が必要で、研修を受けながら、自
分が納得出来る立地にある農地を貸してくれる人（売ってくれる人）と出会
い、良好な関係を築くことに役立った。

岡山県
39才、男性
桃栽培（認定
新規就農者）
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５．就農にあたり参考としている情報源／【積極層】

主なコメント【積極層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・積極層では、自然検索を通じたネット巡回のなかから、自分のニーズに
合ったサイトに定期的に巡回しているケースが多く聞かれている。

・重視しているのは、「自分と同じ属性、目線」
・特に身近に農業者がいない場合は、転職者、移住者などがどのような不
安を感じ、それを克服したのか、という「リアリティのある情報」が求められて
いる。

【Web】
・「ゼロから始める田舎暮らし」https://inaka-start.com/
初心者目線で実用的な情報が記載
・市町村、自治体のサイト
援助策・支援策等の具体的情報があり、就農のイメージが湧きやすい
「あぐりナビ（農業・酪農求人サイト）」
・古民家の情報サイト「田舎ねっと。日本」、「田舎の生活」

【SNS】
・Facebook、Instagramで、仲間づくり
・知人・友人の農業活動が支えになる

【雑誌・書籍】
「野菜の時間」

【テレビ・ラジオ】
「かながわ旬菜ナビ」

• ネットやSNSを巡回している過程で、自分のニーズにあったサイトや農業者のブログ、SNSを見つけている。
• 移住志向が強い人が多いので、移住予定の自治体サイトや民間の就農や田舎生活、移住支援サイトを参考とするケースが多い。
• 自分と同じ立場、境遇の方々の体験談や本音の「生の声」が参考となるとしている。

• 「ゼロから始める田舎暮らし」https://inaka-start.com/
サイトのわかりやすさ、全く農業者とつながりのない自分のような初心者目
線で、ゼロから農業を始めるに当たっての実用的な情報が記載されている
ので参考となった。もう１つのサイト名は失念したが、若い女性の脱サラ体
験談が乗っているサイト。自分と同じような境遇、年代の人が就農にチャレ
ンジしている、した体験談は大変参考になる。

埼玉県
38才、女性
会社員

• 各市町村が提供しているサイト
各市町村の就農をバックアップしてくれるサイトは、援助策・支援策等の情
報があり、就農のイメージが湧きやすい内容のため参考になった。

• 特に参考になった内容は、実際に就農された方の体験談、経験談。

神奈川県
28才、男性
会社員

• Instagramで農業移住に関する投稿を閲覧したら、その後農業や移住
に関する情報がたくさん入るようになった。

大阪府
女性、56才
無職

• 主に地方自治体のサイトや「あぐりナビ（農業・酪農求人サイト）」などを
閲覧している。 自治体の中では、岡山県や静岡県のサイトをよく見てい
る。就労状況に関する情報、就農への支援制度、就農体験の機会があ
ることなどが特に印象に残っている。

兵庫県
女性、31才
会社員

• 不動産情報は、移住前は、古民家の情報サイト「田舎ねっと。日本」とか
「田舎の生活」のネット情報と大三島の不動産屋さんの情報。

• 島に移住してからの事業用を想定した土地探しは、自分達の足も使った
が、最終的には近所の人の口コミ。

愛媛県
女性、44才
自営業
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５．就農にあたり参考とした情報源／【潜在層】

主なコメント【潜在層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• 潜在層はインターネットやSNSが最も活用されている。
• 身近に農業がある人は、就農者や農業関連企業従事者が最初の情報源となり、その紹介先を活用しているケースもみられる。

• （求人情報）「Indeed」を使用。畑作業や袋詰めの作業の紹介をイ
メージしていたが、実際に掲載されているのは農業の情報システム整備や
販売職が多かった。また、短期的なものやアルバイトというよりは、完全な社
員募集が多い。

• 多摩市や東京都など自治体のホームページ。1年間を通して農業を学ぶと
いったようなカリキュラムの紹介やボランティアについては見た。

• JA関係者への相談

東京都
43才、男性
製造業

• JAのサイトを見た。祖母が作物を出荷する際に、JAの方と取引などを行っ
ていたので、JAの存在を知っていた。内容については具体的に覚えていない。

• InstagramとTwitterで目に入った人のものは見ている。その日の収穫物
の写真や作業の様子を載せたもの。

福岡県
27才、女性
ヘルスケア企業

• yahooやgoogleで、「地方」、「移住」などキーワードで検索。自治体のサ
イトなどが検索結果として出て、支援内容などがわかる。東京でサラリーマン
生活をして、その後早期退職、移住したYouTuberのサイトもよく見ている。
どうやって東京にいながら、移住先の情報を得たのか、全く馴染みのない土
地だったのか、そうではなかったのか、といったことを見ている。

東京都
44才、女性
IT関係

• 「北海道農業担い手育成センター」のサイト→オンラインセミナーの開催、
電話で個別の相談を受けてくれる。まだ利用したことはないが、情報は継
続してみている

北海道
47才、女性
パート

• 「茨城就農コンシェル（茨城県新規就農相談センターポータルサイト）」を
よく見ており、そこに説明会やイベント情報が掲載されているが、まだ1回も
参加できていない状況。また夫が前立腺がんになってしまい、今年の初めに
手術をしたこともあり、なるべくコロナのリスクは減らしたいので、説明会等に
参加することにはまだ躊躇している。

• つくば市が就農に関する就職面接会を開催している。県全域の就職斡旋
や相談だけにも乗ってくれるということなので、メールで農業全般について相
談している。現在できている活動としてはこのくらい。

茨城県
53才、女性
無職

・インターネットやSNSが最初の情報収集源として最も活用されている。
・ネット以外では、TVメディアに加え、新聞・雑誌などの紙媒体も一定の割
合で活用されている。

・身近に農業者がいる場合、農業者のアドバイスや紹介などによるものが情
報源として加わってくる。

・ごく希な例と思われるが、潜在層であっても、ビジネスとして検討されている
方の中には、飲食業界・飲食店のBS（賃借対照表）、PL（損益計算
書）関連情報や設備投資の情報など踏み込んだ情報を参考としている
人もいる。

【Web】
・求人サイト、自治体の就農支援・移住支援・市民農園サイト、JAサイト
など

【SNS】
・Twitter、Instagram、YouTubeなど（収穫物や農作業の様子、移
住生活の様子など）

【口コミ・紹介】
・就農者（知人、友人、仕事関係など）からの情報、紹介

【その他メディア】
・大学の授業、求人掲示板
・日本農業新聞
・TV番組（ニュース、「ザ！鉄腕！DASH!!」、就農体験を取り上げた番
組など）

・地方自治体の広報番組、広報誌
・雑誌（「やさい畑」、「野菜だより」など）
・ハローワーク
・JAの会報誌 20



５．就農にあたり参考とした情報源／【忌避層】

主なコメント【忌避層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• インターネットやSNSが情報源として最も活用されているが、個々の状況により参考とした情報源は異なる。

• 検討段階の時はインターネットで、農業を行ない始めたばかりの人の体験
談などを見ていた。

• 内容は覚えていないが、就農の公的支援に関するサイトは見た記憶がある。

千葉県
35才、男性
SE

• 農水省のHP→どういった補助や精度が利用できるのか、補助金の条件な
どを知るために参考とした。

• マイナビ農業など→自分が行おうとしている農業ビジネスが成功する可能
性があるのかということを調べるために参考とした。

• 自治体のサイト→県内農業にどのような支援をしているのかを知るために参
考とした。

• 成功事例→高知県の馬路村なども参考にした。具体的には、自分が農
産物を売る際に、どのようなHPを作成すれば、農産物を売ることができるの
か、特産物を買ってもらう仕組みを構築できるのかを考えるために参考とし
た。

神奈川県
62才、女性
製造業財務
担当役員

• 京都で農業経営を行なっている人がボランティアで行なっている農業体験と
その人からの農業についての話

• 農業が自分に合うかどうかは体験してみないと分からないと思い、ネットで就
農体験に関する情報を中心に調べていた。

滋賀県
36才、女性
製造業

• 農業をされている方のブログを見て、こういう風に作っているんだな、生活し
ているんだなということを見ていた。たまねぎ農家さんだとか、作物別に見て
いたような気がする。

• 就職や設備投資、資金等に関する情報→何年だが前に一度調べたこと
はある。わりと情報が点在していてまとまっていない印象。言っている内容も
バラバラだったり、地域によっても違っていたり、結局自分の中でしっかりと情
報を得たという感じがない。

神奈川県
38才、女性
会社員

・他の層と同様にインターネットやSNSが情報収集源として最も活用されて
いる。（逆にいうと農業体験に行くなど、能動的な動きをしないとなかなか
それ以上の情報に接触することが難しい。）

・身近に農業者がいた場合は、知り合いのつてや紹介ルートを活用して、よ
り専門性の高い情報に接することができている。

【Web】
・農水省のサイト
・自治体の就農支援・移住支援サイト

【SNS】
・YouTube（収穫物や農作業の様子、移住生活の様子など）

【身近に農業者がいる場合】
・自治体の農業課、農業委員会
・司法書士（農地の相続に関して）

【身近に農業者がいない場合】
・農業体験先での情報

21



６．就農活動上の課題・要望／【新規就農者】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

主なコメント【新規就農者】
• 檜原村のような環境（傾斜地）で専業農家はそもそも困難なので、フリーラ
ンスの仕事もしながら「楽な農業（楽する農業・なんちゃって農業）」を目指し
ている。

• 農業で稼ぐという人がいる一方で、生活の延長のような自家用にしか作らない
農業もあるのだということを知った。

東京都
43才、男性
兼業ライター、エ
ディター、デザイ
ンディレクター

• 一般的に苦しいと思われる方が多い農作業を「楽しい毎日」にする為にはそれ
なりの工夫も必要で、圃場内を大型重機が使えるように整備し、夫婦二人で
も作業効率を高める機械化等、「作業しやすい農場づくり」が現在の趣味に
なっている。

岡山県
39才、男性
桃栽培（認定
新規就農者）

• 「農地は農家でないと買えない」「農地はどこで売っている？」と言ったことが分
かる情報が十分とは言えない。合わせて農政委員（農業委員）の存在も知
られていない。

• 与える情報で重要なのは、農業は「楽しいよ！」「大変じゃないですよ！」
「色々な選択肢があるよ！」ということだと思う。

愛媛県
43才、男性
自然農法での
野菜・みかん
（認定新規就
農者）

• 農地の確保については相当苦労した感がある。こちらのやりたい農業が「無化
学肥料・無農薬」なので、行政側もそれで調整するのは困難との判断があった
のかも知れないが初回の対応は冷たかった。

• 一方、立ち退き絡みの2回目の時は、少なからず実績もあったのが功を奏した
のか、行政が保有する土地の情報提供してくれた。

神奈川県
50才、男性
無化学肥料・
無農薬の野菜
農家

• そもそも行政の各種の支援制度等は、男女の平等が重んじられてのもので
「女性むけ」というのは無くて当然かも知れないが、例えば、農機具等には明ら
かに女性向けの小型・軽量のものが出て来ており、制度や情報発信にもそうし
た変化を少しでも取り入れて欲しい。

東京都
46才、女性
兼業（認定新
規就農者）

• 就農活動の3つの段階毎に課題・要望が存在している。
• 第一段階では、「農業」が転職先の第一選択になるべく農業のポジティブな面の訴求が必要。ただし、農家出身者と異業種参入者の訴求ポイントは必

ずしも同じではない。
• 第二段階では、現行の新規就農制度は浸透してはいるものの、自治体から研修を委託して実施している場合、研修先農家によって研修者への対応に

はバラツキがある。
• 第三段階の農地確保に向けた活動は、就農意向者の高い意識が必要なことは当然であるが、時代にあった効果・効率的な情報提供やマッチング支援

が必要。
【第一段階：前職から農業への転職を検討する段階】
• 就農は「前職を退職する意志決定」ありきで、その過程で「転職先（の1
つ）として農業」が意識される。従って、農業が第一選択にならなければ実現
しない。

• 農家出身者は農業が身近過ぎて、好きとか憧れとかを抱く対象にならない場
合が多く他の理由が必要になる。（収入など）

【第二段階：農業への転職を決意し就農の準備段階】
• 認定新規就農者の場合、研修期間が設けられているが、研修内容は自治
体による差異が大きい。研修委託先（農家）主導で実施している自治体
の場合、その研修委託先によって研修者への対応（農地の斡旋等）のバラ
ツキがある。

• 認定新規就農者とならずに農業に従事している人の場合、認定者のような
サポートが受けられない。当人もこのことは理解し不満は無いもののやっている
農業のレベルを考えると今後の農業の底上げの支援は課題。

【第三段階：農地を確保し農家になる段階】
• 農業を営む農地確保が農家になる最終関門となるが、就農者は「（属人
的）情報収集力」「良好な人間関係」「幸運に恵まれる」等があって確保し
ている。農地に関する情報が一般的な不動産情報のようにオープンになること
はあり得ないとしても効率的な土地情報流通の実現は課題。

【その他】
• 年間100品目を超える多品目での就農を目指す場合、現行の新規就農支
援制度を利用するのは困難。

• 農家は農業に誇りを持っているのに、自分の子供には誇りよりも農業の大変
さばかり伝える傾向があり、親世代向けの再教育が必要。

• 女性視点、目線、主役の農業が未確立で女性の方が苦労が多い。 22



６．就農活動上の課題・要望／【積極層】

主なコメント【積極層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

・積極層は、ある程度具体的な就農イメージ、移住先、生産スタイル等を
具体的にイメージしている人が多いため、就業する上での不安要素として、
農業をとりまくリスク面に着目する人が多い。

・特に昨今問題となっている気候変動リスク、農作物の盗難などについて多
くの人から不安要素としてあげられた。

・加えて、実際に農業に就くにあたっての具体的問題としては、様々な課題
があがっているが、とりわけ移住先に対する不安要素が大きい。

・現状不足する情報として、認定新規就農者以外（ふわっとした農業、ゆ
るい農業、兼業、女性向け）の就農支援情報が指摘されている。

【農業をとりまく環境リスク】
・気候変動、災害、天候不良、台風、盗難など

【就農上の阻害要因】
・収入不安
・家族、配偶者との合意形成
・土地の取得、借用
・労働時間の増大/プライベート時間の縮小
・移住した場合、地域のコミュニティに馴染めるか
・移住先での医療福祉体制の不足に対する不安
・移住先での育児・教育不安

【不足しているもの】
・本格的な農業ではなく、兼業や、自給自足＋α的なゆるい農業を志向
する人に当てた情報や支援

・失敗談や苦労している点などの就業者の生の声、本音
・仲間（身近に農業者がいないと、就農で相談できるような仲間作りが
難しい）

• 農業をとりまく環境リスク（気候変動、災害、天候不良、台風、盗難など）の増大に対しては共通して不安意識が強い。
• 「移住ありき」の人は、移住先の支援制度、住環境、医療、子育て環境、コミュニティ等、農業よりも生活環境に関する不安を抱えている。
• 「兼業」、「ゆるい農業」を支援する情報や、就農者の失敗話、苦労話など「本音の声」が現状不足しており、ニーズが高い。

• 私たち夫婦は後に厚生年金保険の収入が見込めるので、天候不順によっ
て収穫量が激減しても経済的影響は比較的小さく抑えられる。でも本格
的に農業を始めるとなれば設備投資をしないといけないので、天候不順な
どによる作物への打撃で回収できなくなることに不安を持っている。

大阪府
62才、男性
会社員

• 主人の理解。主人は温かく見守ってくれているが、就農で移住しなければ
ならない場合、主人とは別々の生活になると思うので、それについての理解
を得る必要がある。

• 就農する場所で子供たちを育てる環境が整うか（保育園や学校、就業
時間、休日など）が分からない点。

兵庫県
31才、女性
会社員

• オーベルジュと農業の兼業スタイルを考えていたが、このようなケースに対す
る支援制度、相談窓口がないことで、どこからどのようにアプローチしてよいの
か、手探りでやらなければならなかった。

• 土地の借用、取得に関する情報が少ない。自己資金が少ないので、借地
借家に対する自治体の公的支援制度が誰に、どのように適用されるのか、
されないのかは重要。結局自治体に電話で問い合わせた方が早い。

東京都
36才、女性
個人事業主

• 新規就農の申請条件に“農業収入だけで自立する”という項目がありハー
ドルが高い。新規就農の申請にあたっては計画書や納税証明書など提出
書類が多い。税制上は確定申告をしっかりやっていれば良いので、新規就
農の申請をしない人もいる。

東京都
38才、女性
会社員

• （就農しても）年に一度くらいは旅行に行きたいと考えている。休暇をどう
やって取得しているのか知りたい。

• 先人の成功体験・苦労話が知りたい。同性・同年代の人の体験談は自
分にとって励みになったり、後押しになったりする

• 田舎には独特の習慣があるので、その情報が欲しい。（移住者のコミュニ
ティがあれば良い）

大阪府
56才、女性
無職

23



６．就農活動上の課題・要望／【潜在層】

主なコメント【潜在層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• 潜在層の不安は端的にいうと、「農業で食べていけるのか」。
• 農業者が身近にいない場合、農業全般、移住先に関する支援窓口や仲間作りが課題と考えられる。

• 収入がどの程度あるのか、イメージが全然できない。実際に行動に移すとし
ても、農業の性質上、確実にどの程度の収入があるのかは分からないので、
ある程度十分な蓄えをした上でないとできないのではないかと思っている。

• ブログなどでは、個人的な主観の面が強く、どのような生活でどのような精神
状態になるのか、農業をやっていて幸せなのかというのが、それぞれのスタイ
ルや前歴との関係においてわかるのは良い。しかし、収支がどうなっていると
か、どのような計画を立てているのかといった具体的な段取りについては不
足していると思う。最初に立ち上げる時にエネルギーがいると考えている。そ
の際にどういったサポートがあるのか、具体的に始める際に、どのようにすれ
ば良いのかといった情報が欲しい。

東京都
21才、男性
大学生

• ビジネスモデルや農業経営のノウハウについての情報が不足していると思う。
身近で農業を行なっている人からもお金が絡むそういった情報はいやらしく
なるためあまり聞くことができない。

• 失敗事例の情報も不足しているように感じる。農業を行なっている人全員
が成功しているわけではないことはメディア等を見ていても感じている。

広島県
32才、男性
住職

• どれくらいの初期投資（設備投資）が必要なのか。ランニングコストはどれ
くらいかかるのか。生活していかなければならないので、現実的にシミュレー
ションするために知りたい。

• 赤裸々な現実面の情報があまりないと感じる。体験談を聞いてやめる人が
いるかもしれないが、悪いことを知ることよって逆に前に進む決心がつくことも
あるかもしれない。

神奈川県
43才、男性
会社員

• 今後移住することになった際には、実際に住んでいる人の体験談や農業に
従事している人の苦労話や困った話を参考にしたい。特に、同年代や同
性の移住者に話を聞いてみたい。

東京都
26才、女性
教育サービス

• 専業で農業をしている人のリアルな収入
• 身体を壊して農業ができなくなったときにどうなるのか（補償面など）

岡山県
59才、女性
教師

・阻害要因や不足情報に関しての指摘ポイントは概ね積極層と同様
・但し、潜在層は、収入や初期投資（農機、土地を借りた場合の費用な
ど）金銭面に関する情報ニーズが相対的に強く、果たして農業で（安定し
て）食べていけるのか、やっていけるのか、という抜本的問題を解決する情
報や不安払拭情報が求められている点が指摘される。

・特に、農業者が身近にいない場合や、「移住ありき」の場合は、積極層と同
様、移住先の生活支援・コミュニティに対する相談窓口、そもそも技術・情
報が不足している場合は、これらを一から支援する窓口などが不足している
との指摘がある。

【農業をとりまく環境リスク】
・動物被害

【就農上の阻害要因】
・収入不安（農業で生活していけるかの見極め）
・休日の不確実性
・体力面の不安
・土地の取得、借用
・家族、配偶者との合意形成
・（移住先の）子育て環境、地域のコミュニティ
・東京からの移住者がどの程度いるか
【不足しているもの】
・移住者の生活の様子や移住に要した期間や移住検討時の就業実態な
どを紹介したもの

・新規就農者がなぜ、その作物を選んだのかといった情報
・援助策・支援策、農機の貸し出しに関する情報
・初期投資費用や固定費、就農計画に関する情報
・生産品目の消費量と生産量の相関図（需給ギャップが分かるもの）
・副業として農業を始める際の情報
・失敗談や苦労している点、失敗時の解決方法などの就業者の生の声、
本音

・成功者のビジネスモデルの紹介 24



６．就農活動上の課題・要望／【忌避層】

主なコメント【忌避層】

就農情報ニーズ調査業務：インタビュー調査結果

• 情報収集段階で、情報が不足している、欲しい情報が少ない、ネガティブ情報に接触した場合、就農を諦めるケースが多い。

• 住宅を売却するのと違い、農地を売却するということは簡単ではないという
ことがわかった。農業委員会からも農地を簡単に手放せないよう、日本の
法律は厳しく制限している旨の話を聞いた。主旨は理解できたが、土地取
得の流動性を高めるのは、農業を保護することにもつながるのではないか。
もう少し規制を緩和し、農業に就いていなかった方々が簡単に土地を取得
できるようにすればよいのではないかと感じた。あるいは売りたい側と買いたい
側でのマッチングを促進させる仕組みづくりとか。

山形県
49才、男性
会社員

• 全くの未経験者が異分野から農業に参入した際の体験談などがあるとよい。
「未経験者でも大丈夫」といった情報は見かけるが、その理由がよく分から
ないので、それが分かるような情報があるとよい。そこがクリアにならないと理
想や憧れで終わってしまう。

東京都
25才、男性
会社員

• ハウツーが不足していた。本当に何も知識がない人でも理解できるような入
り口があまりない。

• 自分はあまり気にしていないが、都会に比べ、田舎では村八分的なことが
あると聞くので、実態はどうなのかということを知りたいと考える人もいるので
はないかと思う。

愛知県
26才、女性
主婦

• 資金援助を受けるための条件が厳しすぎるなと感じた。不足というか、不満
だった点である。

• 成功者のビジネスモデルはもう少し多く紹介して欲しい。全国の中で、どん
なものに特化した地域が成功しているのかといった情報が欲しい。

• 失敗事例も知りたかった。個人で移住した際の住民との軋轢、住居の確
保、人手の確保、子供が馴染めなくて無理だったといったような情報は知り
たいと思った。

神奈川県
62才、女性
製造業財務
担当役員

• 農業体験の際、農作業を1つ1つこなすのが困難だった。また体力的にもき
つく将来的に長続きするか不安だった。

• 障害者向けの就農に関する情報があればよいと感じた。
• 農業経営やその他農業に関する情報の意見交換ができるような場があれ
ばよいと感じた。

滋賀県
36才、女性
製造業

・阻害要因や不足情報に関しての指摘ポイントは概ね積極層や消極層と
同様

・忌避層は、情報収集段階で、阻害要因となる情報や、不足情報があっ
た場合、そのまま就農を断念するケースが多い。

・身近に農業者がいる人は、資金援助条件の緩和や補助に関する情報、
ビジネスモデルの紹介など具体的に就農を検討する上での情報不足や
支援不足を指摘。

【農業をとりまく環境リスク】
・気候変動、災害、天候不良、台風など

【就農上の阻害要因】
・収入不安
・援助策・支援策等を受ける際のハードルの高さ
・家族、配偶者との合意形成
・土地の取得、借用
・技術・技能不足
・移住した場合、地域のコミュニティに馴染めるか
・移住先での医療福祉体制や生活インフラの不足に対する不安
・移住先での育児・教育不安

【不足しているもの】
・全くの未経験者が農業を始めた際の体験談など（「未経験でも大丈
夫」といった情報があるが、その理由がわからない）

・農業経営やその他農業に関する情報を意見交換できる場
・失敗談や苦労している点などの就業者の生の声、本音
・成功者のビジネスモデルの紹介

25
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NO. 性別 年齢 割付層 回答者居住地 対象者プロフィール
1 男性 20代 新規就農者 東京都檜原村 未婚、新潟出身。農大で林業を学び、地域おこし協力隊で観光振興をやりつつ、ワサビ畑の復活に注力
2 女性 20代 新規就農者 岐阜県下呂市 No11の方のラーメンFC店長時代の弟子で、一緒に下呂市に移住し、トマト農業を営んでいる
3 男性 20代 新規就農者 長崎県平戸市 未婚、佐世保出身。アスパラ栽培 平戸市で研修を受け、来年度から就農予定
4 男性 20代 新規就農者 福島県いわき市 既婚、梨農家。生家が100年以上続く梨農家であり、子供の頃から農業が身近
5 男性 30代 新規就農者 東京都青梅市 既婚、東京ネオファーマーズ所属、都区内から移住後、夫婦で農業を営む。青梅清水農園
6 女性 30代 新規就農者 東京都青梅市 農家の一人娘。東京ネオファーマーズ所属、果樹、野菜を栽培
7 男性 30代 新規就農者 東京都檜原村 既婚、シェアハウス運営(兼業農家)、神奈川出身。地域おこし協力隊員として檜原村に移住後、農業に就業、畑作農業や紅茶栽培などを手がける
8 男性 30代 新規就農者 東京都内 未婚。俳優業として年間50作品に出演。両親が福島県出身の縁もあり、並行して福島で桃農家として活動
9 男性 30代 新規就農者 福島県福島市 未婚、果樹農家を代々営む。本人の代で養蜂や野菜栽培もはじめる

10 男性 30代 新規就農者 沖縄県 大阪出身、東京でデザイナーとして生活も、東日本大震災で都会での生活について改めて考え、親戚の住む沖縄へ移住、3年前からパイナップル農園を経営
11 男性 30代 新規就農者 岐阜県下呂市 既婚。ラーメンFC店の店長から稼げる農業を目指し、下呂市に移住しトマト農業を行っている
12 男性 30代 新規就農者 長崎県平戸市 大阪出身。大学時代に九州を一周し、平戸市を移住先に。アスパラ栽培 平戸市で研修を受け、今年度より就農
13 女性 30代 新規就農者 長崎県平戸市 未婚、福岡出身。アスパラ栽培 平戸市で研修を受け、来年度から就農予定
14 男性 30代 新規就農者 福島県いわき市 未婚、ブドウ農家。ワイン醸造を目指す
15 男性 30代 新規就農者 福島県いわき市 未婚、オクラ農家。身近に農業従事者もおり、子供の頃から農家の暮らしに親しむ
16 女性 30代 新規就農者 東京都町田市 未婚、親戚が3代にわたるりんご農家。無農薬有機肥料での野菜を栽培
17 男性 30代 新規就農者 岡山県 既婚、西洋野菜。イタリア旅行でイタリアにはまり、偶然出会ったピザ作り修行中の岡山県出身者を介して岡山のイタリアンで就職
18 男性 40代 新規就農者 東京都檜原村 既婚、ライター(兼業農家)、福岡出身。大麦がメインでその派生品としてストローの商品化に注力
19 女性 40代 新規就農者 福島県郡山市 既婚、養蜂(稼業の米・畑・果樹栽培も手伝う)。嫁ぎ先が農家
20 男性 40代 新規就農者 岡山県 既婚、奈良県出身。桃栽培専業。前職の先輩が岡山で就農したことが大きな参考に
21 男性 40代 新規就農者 愛媛県 未婚、実家はみかん農家。無肥料・無農薬の野菜作りを目指す
22 男性 40代 新規就農者 愛媛県今治市岡村島 既婚、三重県出身。栽培技術のコンサル会社（農地所有）に勤務しながら研修中
23 男性 40代 新規就農者 愛媛県今治市 未婚。コンビニ経営に疲れ、妹の嫁ぎ先である農業の仕事に興味。いちご農家
24 男性 50代 新規就農者 福島県いわき市 既婚、福島県広野町が町営でバナナ栽培を始め、その責任者としてバナナ栽培にあたる
25 男性 50代 新規就農者 神奈川県 既婚、無化学肥料・無農薬の野菜農家
26 男性 20代 就農意向者(積極層) 沖縄県糸満市 未婚。祖父がパッションフルーツやマンゴーを栽培。パッションフルーツ農園の立ち上げにCMOとして参与
27 男性 20代 就農意向者(積極層) 神奈川県横浜市 未婚、自動車メーカー勤務、大阪出身、実家が農業に従事。農学部卒
28 男性 20代 就農意向者(積極層) 福島県いわき市 未婚、トマト農家で研修中
29 女性 30代 就農意向者(積極層) 東京都檜原村 未婚、温泉室設勤務。4年前に檜原村に遊びに来てジャガイモを食べ、その美味しさに衝撃を受け桧原村に関心を持ち農作業を手伝う
30 女性 30代 就農意向者(積極層) 東京都世田谷区 フードコーディネーター、長野に移住意向あり、オーベルジュを経営する傍らで営農にも関心
31 女性 30代 就農意向者(積極層) 埼玉県さいたま市 未婚、税理士事務所勤務。安心・安全な野菜に強い関心
32 女性 30代 就農意向者(積極層) 東京都板橋区 既婚、水道事業者勤務、青森出身。実家が農業に従事
33 女性 30代 就農意向者(積極層) 東京都文京区 未婚、洋服販売業。千葉など関東近郊への移住にも興味
34 女性 30代 就農意向者(積極層) 兵庫県明石市 既婚、会社員。農業高校の農業祭に出向いたことが農業への関心を持つきっかけ。転勤による田舎暮らしも影響
35 男性 30代 就農意向者(積極層) 神奈川県秦野市 既婚、医療関係。結婚を機に今後の人生設計を考え、農業にも関心
36 女性 40代 就農意向者(積極層) 愛媛県今治市 既婚。3,000坪の農地付きの土地を取得し東京から移住
37 女性 50代 就農意向者(積極層) 大阪府大阪市 未婚、無職、広島出身、実家が農業に従事
38 男性 60代 就農意向者(積極層) 大阪府大阪市 既婚、趣味で始めた無農薬野菜づくりからの発展を期待
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NO. 性別 年齢 割付層 回答者居住地 対象者プロフィール
39 女性 20代 就農意向者(潜在層) 東京都 未婚、宮城県石巻市出身。実家が稲作農業、仕事に疲れUターンを考慮にいれている
40 女性 20代 就農意向者(潜在層) 東京都世田谷区 既婚、教育サービス業。東北の食に特化した地域おこしイベントを通じて農業に興味
41 男性 20代 就農意向者(潜在層) 岡山県笠岡市 未婚、身近に農業従事者あり。副業として農業を検討
42 男性 20代 就農意向者(潜在層) 東京都北区 未婚、大学生。身近に農業従事者あり。岐阜県でのワーキングホリデーを通じて農業に関心を持つ
43 男性 20代 就農意向者(潜在層) 東京都板橋区 未婚、農業関係企業勤務。セミリタイア後の趣味として農業に関心
44 女性 20代 就農意向者(潜在層) 福岡県福岡市 既婚、ヘルスケア企業勤務、鹿児島出身。身近に農業従事者あり。趣味的な農業に関心
45 男性 20代 就農意向者(潜在層) 神奈川県横浜市 未婚、製造業勤務、静岡出身。身近に農業従事者あり。地方出身で自然に囲まれた生活に親近感
46 男性 20代 就農意向者(潜在層) 東京都千代田区 未婚、大学生(経済学部)。大学の授業を通じて農業に興味
47 女性 20代 就農意向者(潜在層) 神奈川県川崎市 未婚、無職、埼玉出身。ニュージーランドへの旅行をきっかけに羊毛生産に興味
48 女性 20代 就農意向者(潜在層) 宮城県亘理郡 未婚、大学生(経済学部)。オーガニック食品への関心が農業に興味を持つきっかけ
49 男性 30代 就農意向者(潜在層) 兵庫県西宮市 既婚、行員、高知出身。身近に農業従事者あり
50 女性 30代 就農意向者(潜在層) 宮城県仙台市 既婚、無職、東京出身。農業よりも古民家での生活にあこがれ
51 女性 30代 就農意向者(潜在層) 千葉県野田市 主婦、茨城出身。身近に農業従事者あり。子供の就学も見据え、神奈川(藤沢)での農業に関心
52 男性 30代 就農意向者(潜在層) 広島県呉市 未婚、住職。身近に農業従事者あり。JAに所属
53 男性 30代 就農意向者(潜在層) 東京都江戸川区 未婚、会計事務所勤務、札幌出身。都市での生活に疲れ、農業に関心
54 女性 40代 就農意向者(潜在層) 東京都豊島区 既婚、IT関連企業、身近に農業従事者あり。移住志向があり退職後の生活の一部として農業を検討
55 女性 40代 就農意向者(潜在層) 滋賀県草津市 既婚、製造工場勤務、長野出身。夫が農業に強い関心
56 女性 40代 就農意向者(潜在層) 北海道札幌市 既婚、パート。自給自足の生活に憧れ
57 女性 40代 就農意向者(潜在層) 栃木県足利市 既婚、主婦。身近に農業従事者あり。従姉妹のイチゴ農業の手伝いを通じて農業に興味
58 男性 40代 就農意向者(潜在層) 東京都多摩市 既婚、製造業勤務、神奈川出身。身近に農業従事者あり。副業としての農業に関心
59 男性 40代 就農意向者(潜在層) 神奈川県川崎市 既婚、会社員、静岡出身。身近に農業従事者あり。農業は都会暮らしと異なる生活をするための一つの選択肢
60 男性 50代 就農意向者(潜在層) 東京都町田市 未婚、無職(早期リタイア)、タイ、アメリカなど海外での生活を通して農業に関心
61 男性 50代 就農意向者(潜在層) 長崎県長崎市 未婚、無職、三重出身。農業は選択肢の一つとして検討
62 女性 50代 就農意向者(潜在層) 東京都世田谷区 既婚、事務職。身近に農業従事者あり。田舎での移住生活にあこがれ。桃づくりに強い関心
63 男性 50代 就農意向者(潜在層) 東京都葛飾区 未婚、金融業勤務、関西出身。田舎のコミュニティに不安も就農は都会以外のイメージ
64 女性 50代 就農意向者(潜在層) 岡山県岡山市 既婚、教師、岡山出身。定年後の一つのオプションとして農業を検討
65 男性 50代 就農意向者(潜在層) 東京都江戸川区 既婚、会社員、東京出身。ダッシュ村的なライフスタイルを希望
66 女性 50代 就農意向者(潜在層) 茨城県つくば市 既婚、無職(早期退職)、栃木出身。野菜工場への投資なども検討
67 女性 60代 就農意向者(潜在層) 大阪府岸和田市 既婚、食品製造会社勤務。伝統野菜で就農を考えている
68 女性 60代 就農意向者(潜在層) 東京都葛飾区 既婚、フリーランス(ウェディングプランナー)。野菜を中心に自給自足＋αの農業に関心
69 女性 20代 就農意向者(忌避層) 愛知県名古屋市 既婚、主婦、身近に農業従事者あり。田舎暮らしに憧れ
70 男性 20代 就農意向者(忌避層) 東京都中野区 未婚、会社員。情報収集をする中で、農業や漁業が遠い存在と感じ断念
71 女性 30代 就農意向者(忌避層) 神奈川県横浜市 未婚、美術販売会社勤務。農業に憧れを持っていたが移住など現実的なことを考え断念
72 男性 30代 就農意向者(忌避層) 千葉県船橋市 既婚、システムエンジニア。田舎暮らしや農業に憧れも、安定したサラリーマン生活をやめて行うにはリスクと考え断念
73 女性 30代 就農意向者(忌避層) 滋賀県大津市 未婚、製造業事務職。体調面を考え断念
74 男性 40代 就農意向者(忌避層) 山形県 既婚、兼業農家出身。両親が死去したが、跡継ぎがおらず、本人も拒否
75 女性 60代 就農意向者(忌避層) 神奈川県横浜市 既婚、製造業役員。ゆかりのある熊本での農業経営を検討もビジネスとして成立するかどうかを課題と感じ断念
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