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新規就農の現状

| 農業を新しく始めることを「新規就農」と言います。近年、40代以下の
新規就農者が２万人前後で推移しています。中でも、農業法人に就職する
「雇用就農」、新たに起業する「新規参入」の割合が増えています。
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49歳以下の新規参入者数

データで見る就農の変化

49歳以下の新規就農者数の推移

農業就業体験参加人数

雇用者側のニーズ

平成20年
860人

令和元年
2,270人 平成21年

403人

正社員を雇用するにあたり、どのような人を
優先して採用したいですか？（複数回答可）

学歴を問わない･･･67%

○ 自動車免許はほぼ必須だが、特殊免許の取得は問わない
○ IT、栽培、経理等に関する知識よりも、志望動機や社会性、堅実性を重視

出典：農林水産省「農の雇用事業に関するアンケート調査」（令和元年）

出典：農林水産省「新規就農者調査」

出典：農林水産省「新規就農者調査」
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農業の魅力

| 若手農業者に農業の魅力を複数回答で尋ねたところ、「裁量の自由度の
大きさ」が46.5％で最も高く、「時間の自由度の大きさ」、「自然や動物
相手の仕事」が次いでそれぞれ42.1%、41.3%となってます。
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☑起業 ☑就職 ☑ 継承

若手農業者向けアンケートの結果より

農業の魅力（複数回答）

出典：農林水産省「若手農業者向けアンケート」平成29年

農業女子プロジェクトメンバーへのアンケート結果より

出典：農業女子プロジェクトメンバー267名の回答（平成28年）
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https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nougyou_shigoto2_2.html

新規就農者や研修生の事例紹介

| 農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.JP」や農林水産
省のホームページでは、就農を目指して研修し、就農した方々や実際に農業
に取り組み始めて間もない先輩農業者の姿を御紹介しています。
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農業をはじめる「リアル」ストーリー（農業をはじめる.JP）

就農研修生や新規就農者の事例（農林水産省HP）

仕事として農業を選んだ理由や農業をはじめるにあたっての苦労話、農業を営む
楽しさと難しさ、将来の夢など、若手農業者の「リアル」な実体験ストーリー

次世代人材投資事業の準備型（ ）や経営開始型（ ）を活用して、就農に向
けた研修を行っている方、農業経営を行っている方の事例を紹介しています。

新規就農を志した経緯・背景

研修中に工夫したポイント

就農に向けた推移

資金の活用例

今後の取組み

URL：https://www.be-farmer.jp/story/

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nougyou_shigoto2_2.html
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新規就農までの経緯・背景

経営発展のポイント

経営の推移と今後

資金の活用例

今後の取組み

研修生事例の紹介ポイント 新規就農者事例の紹介ポイント



都心で働いていた高橋さんと農業との出会いは、勤務先が新
規事業として農業生産をはじめ、その担当者となったこと。系
列の飲食店で提供する有機野菜の栽培や管理を行う中で、農業
という仕事に魅力と手応えを感じ、実家のある滋賀県でUター
ン就農しました。

前職での経験を活かし、レストランのシェフのリクエストに
応えて、珍しい西洋野菜やカラフルな野菜などをオーダーメー
ドで作る農業スタイルで取引先を増やしていきました。

現在は、年間２００品目の野菜などを、化学合成農薬・肥料
を使わない方法で栽培しています。

そして、消費者に近い農家でありたいとの思いから、元料理人の夫と共に、 2017年に週
末だけの農家レストランを開業。お客さんから直接感想を聞けることで、農家としてのモチ
ベーションにもつながっているとのことです。

週末は夫婦で農家レストランを営み、最近では畑から動画配信をおこなうなど自分らしく
楽しみながら農業に取り組んでいます。

新規就農者の事例4

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

「食べ手に近い農家でありたい」高橋佳奈さん／みのり農園

「楽しく農業をする姿を見せたい」笠原慎矢さん／（株）ベジアーツ
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| 農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.JP」では様々な
新規就農者の事例をご紹介していますが、その中の１例をご紹介いたします。

畑で農作業をしていた祖父の姿に憧れ、雇用就農という形
で地域や仲間と協力して良いものを作る充実感、色々な方と
共に汗を流す達成感を日々感じている株式会社ベジアーツの
笠原さん。

はじめは「自分の畑を持つ」スタイルを思い描いていまし
たが、仲間と同じ目標をもってやることで、地域や農業を盛
り上げることもできる雇用就農のスタイルに魅力を感じるよ
うになりました。

今はレタス班農場長を任され、日々同じ水準で出荷する難しさを感じながらも、色々な人
がいることで農業以外の知識も深まり自分自身の視野も広がりも感じています。

会社では地域農家との関係性も深く、温暖化や自然災害で従来の栽培方法ではうまくいか
ないときは、地域の農家さんと集まって生育状況や、新しい事例を紹介しあい協力すること
もあります。

このように皆と一緒に楽しく農業をしながら地域農業を守っていきたいと思い、日々取り
組んでいます。



☑起業 ☑就職 ☑ 継承

半農半Xの事例① 半農半蔵人（島根県邑南町）

半農半Xの事例② 半農半民宿 (徳島県勝浦町）
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活用し営農を開始しました。
夏は酒米と野菜(キャベツ・スイートコーン等)を145aで栽培し、10月から３月までは蔵

人として、地域の酒造会社に勤務しています。沼田さんは農閑期の収入確保ができるほか、
酒蔵側も人手のかかる冬季のみ雇用することができるため、双方にメリットがあります。

「半農半蔵人」で、活躍
している島根県邑南町の沼
田さんです。

沼田さんは民間企業で働
いていましたが、東日本大
震災をきっかけに就農を決
意し、平成24(2012)年に島
根県の半農半Ｘ支援事業を 写真：農業と酒蔵で働く沼田さん

し、さらに平成３０(２０１８)年には、自宅である築１００年以上の古民家の改修を行
い、民宿「みかん農家の宿あおとくる」や古本屋「古書ブン」の営業を開始しました。
現在では、農業、民宿、古本屋のほかに床張りワークショップ、テントサウナといった
５つの事業を行い、農業以外で約１００万円の収入を得ており、今後は経営安定のため
に更に農地の経営面積を拡大することを考えています。

「半農半民宿」で、活躍している徳島県勝浦町の
石川翔さんと美緒さんです。

石川翔さんと美緒さんは、民間企業に勤務してい
ましたが、移住相談会の「移住マッチングフェア」
で跡継ぎのいないミカン農家の事業継承の提案を受
けたことから、平成２８(２０１６)年に徳島県に移
住し、４０aの農地で営農を開始しました。

農業次世代人材投資資金の交付を受けて新規就農 写真：石川翔さんと美緒さん

| 農村で副業・兼業などの多様なライフスタイルを実現するための、農
業と他の仕事を組み合わせた「半農半Ｘ」という働き方があります。



に抑えながらも、目標の売上を安定して達成しています。スタッフと意識を統一して、作業
効率の向上策を実践し、徹底したデータ記帳と経営の見える化で感性の擦り合わせを行って
います。
「人を育てる」という志を持ち、絶えず挑戦し続けており、女性農業経営者のロールモデ

ルとして、更なる活躍が期待されています。

南圭輔さん、絵美さんは、平成18年に夫婦で就農し、いちご
生産を行っています。就農７年後、第二子の出産もあり、家族
経営協定を締結しました。
協定では、月一回の経営作戦会議を持つことや、決定に関

しては二人の賛成を必要とすること等、常に二人で話し合い
ながら経営していくことを明文化。日々の役割分担についても、
作業ごとに二人の作業内容を明確にしました。
子育てについては、圭輔さんも主担当に位置付け、学校行事

や子供の習い事、子供の世話等生活面をサポートし、積極的に
育児参加をしています。
協定締結前は、圭輔さん一人で決断してしまうこともありましたが、締結によって常に

二人で相談しながら決定できる環境となりました。育児も二人で協力して行い、子供の生
活スタイルに応じて休日を設定するなど、就業環境も改善され、家族が楽しく暮らしてい
ける経営を築くことができました。

| 家族で話し合って農作業と子育てを分担して農業を行っている方、経営者
として農業経営をマネジメントされている方など、農業で活躍している女性
達をご紹介致します。

農業における女性の活躍事例

家族経営協定の締結で農作業や子育てを分担

夢を実現した非農家出身の女性農業経営者
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非農家出身の栗本さんは、高校生の時
に抱いた「農業をやりたい」という夢を
実現するため、東京農大卒業後、一般企
業で農業の現状やマネジメント等を学び、
県の新農業人支援事業を活用していちご
農家として就農しました。
４年目には経営規模を15a から22a へ

と拡大し、スタッフの雇用を開始しまし
た。就農以前に習得したマネジメント力
により、年間労働時間を1,800 時間以下
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【農業におけるワークライフバランスの実現 ～家族経営協定～】
URL： https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html


【お問い合わせ先】
全国新規就農相談センター（一般社団法人全国農業会議所）
TEL：03-6910-1133
農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.ＪＰ」
URL：https://www.be-farmer.jp/

※農地情報については、「全国農地ナビ」をご覧ください
URL：http://www.alis-ac.jp/

就農相談をしたり、自治体の支援制度や
農地・家屋等に関する情報を収集したい

各都道府県にも相談窓口が設置されていますが、就農希望地など具体的なことが
決まっていない場合の相談はこちらをお勧めします。

また、ポータルサイトでは以下のような情報を幅広く得ることが出来ます。

| 就農に関する総合相談窓口や、新規就農ポータルサイトがあります。
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全国新規就農相談センター

移住に関する情報

農業を始めるまで
のステップ

農業の職業体験、
農地や住宅の確保

自治体や地域の
就農支援情報

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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東京駅八重洲口近くに常時開設しています。居住・就労・生活支援等に係る
情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口になっておりますので、
移住等を検討されている方は、ぜひご来場ください。

URL：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/
c-gyousei/zenkokuijyu_ijyukouryu.html

移住先の地方自治体の
窓口の紹介

しごと情報や就農支援
情報の提供

相談会やセミナー等の
開催

移住・交流情報ガーデン（東京都中央区）



農林漁業に就職することを希望する方に対し、全国のハローワーク窓口等において職
業相談、職業紹介及び農林漁業の就業等に関する情報提供を行っています。

また、東京、愛知、大阪の大都市圏ならびに農林業の盛んな地域のハローワークに設
置された「農林漁業就業支援コーナー」において、求人情報の提供、職業相談、職業紹
介及び農林漁業の就業等に関する専門的な支援を行っています。

農業法人等に就職するための情報を
収集したい

全国新規就農相談センターのホームページで求人情報を提供しているほか、各都
道府県の新規就農相談センターで求人情報の紹介等を行っています。（問合せ先は

項参照）

| 「新規就農相談センター」や「ハローワーク」等で求人情報を紹介して
います。また、全国の農業法人等の話を聞ける「新・農業人フェア」を
開催しています。
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□起業 ☑就職 □ 継承

全国新規就農相談センター

就農相談会（新・農業人フェア）

農業就職・転職LIVE

農業EXPO

人材を募集する、全国の農業法人、農業経営者
が出展する合同会社説明会です。

就農に必要な資金、技術習得、農地の取得等も
含めて就農に関する総合的な相談ができます。
【お問い合わせ先】

株式会社ツナグ・マッチングサクセス
URL：https://www.shin-nogyojin-yumex.com/  

ハローワーク

【ハローワークインターネットサービス】
求人情報や職業訓練（ハロートレーニング）の検索ができます
URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/location_list.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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６

農業に関心のある方・就農を希望している方と、
農業法人・自治体などが一同に会するイベントを
開催しています。

新・農業人フェア 農業就職・転職LIVE

7/17（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

10/9（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

12/11（土） 大阪 梅田スカイビル

2/26（土） 東京 TKPガーデンシティPREMIUM池袋

新・農業人フェア 農業EXPO

6/27（日） 東京 東京国際フォーラム

9/12（日） 東京 池袋サンシャインシティ

11/13（土） 大阪 ハービスホール

1/29（土） 東京 池袋サンシャインシティ

令和３年度「新・農業人フェア」開催予定日

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/location_list.html


後継者がいない農業者の農業経営を
引き継ぎたい

後継者がいない農業者に就農希望者を紹介します。
また、経営の引継ぎに向けた、就農希望者への短期間の農業就業体験の実施も支

援しています。

| 後継者がいない農業経営体と、就農希望者のマッチングを行っています。

８

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

全国新規就農相談センター

後継者がおらず、経営の移譲を希望する個人経営者（移譲希望者）が第三者の就農
希望者を一定期間雇用し、新たな農業法人を設立するために実施する農業技術・経営
ノウハウを習得させるための研修に要する経費を移譲希望者に助成します。（年間最
大120万円、最長４年間、ただし３年目以降は年間最大60万円。就農希望者が障がい
者、生活困窮者、刑務所出所者等の場合、当初２年間は年間最大30万円加算）

一般社団法人全国農業会議所
TEL：03ｰ6265ｰ6891
URL：https://www.be-farmer.jp/farmer/employment/original/

第三者に経営を継承する場合の研修を支援
農の雇用事業（新法人設立支援タイプ）

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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【お問い合わせ先】

全国新規就農相談センター（一般社団法人全国農業会議所）
TEL：03-6910-1133

農業を始めたい方向けのポータルサイト「農業をはじめる.ＪＰ」
URL：https://www.be-farmer.jp/

又は各都道府県の新規就農相談センター



| 一般的な支援策に加え、就職氷河期世代の方に活用いただける支援策を
用意しています。

就職氷河期世代の方に活用いただける支援策

☑起業 ☑就職 ☑ 継承

就農を希望する社会人向けの研修
農業大学校などの研修機関では就農を希望する社会人（他産業

者、離職者、求職者）を対象とした各種研修（農業機械研修、農
業技術研修等）を開設しています。

研修の詳細は下記URLを御覧ください。

URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/
attach/pdf/kyoiku_syoukai-8.pdf

研修期間に必要な資金の交付
農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で就

農に向けた研修を受ける場合に、年間150万円（最長2年間）を受け
取ることができます。
（令和２年度補正予算:就職氷河期世代の新規就農促進事業）

・独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・都道府県等が認めた研修機関で概ね１年以上かつ概ね年間1.200
時間以上研修すること
・常勤の雇用契約を締結していないこと
・研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
・生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業
の交付を受けていないこと
・原則、前年の世帯所得が600万円以下の者
支援の詳細は下記URLを御覧ください。

URL：https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/
syusyokuhyougaki/index.html

情報収集 体験・研修 就農開始 経営確立
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