
おおや高原有機野菜産地の再生を目指して
活動期間：平成2８年度～(継続中）

○ おおや高原有機野菜部会（９名）では次代に継続できる産地づくりを目指
し、これまで５名の新規就農者を受け入れてきた。しかし、５名が60歳以上
と高齢化が進み、農地、施設の遊休化が進んでいた。

○ このため、普及センターは部会と関係機関による新規就農者確保・育成
に向けた連携活動をコーディネート。連携活動を通じて部会員の意向把握、
研修生募集、研修実施、農地・施設整備などを支援した。

○ その結果、3名の新規就農者が営農を開始し、産地規模の拡大が進み、
部会員数、施設面積は拡大し、産地の活性化が進んだ。

兵庫県

具体的な成果

１ 産地の活性化
■40歳代の新規就農者3名が部会に加わり、

産地が若返った。

２ 産地規模の拡大
■施設面積が６％増加。新規就農者3名の

面積は部会内の24％を占める。
■若手後継者の加入によりベテラン農家の

生産意欲も向上。

３ 新規就農者受入れから就農までのカリ
キュラムが完成
■U・Iターン、第三者継承に対応

普及指導員の活動

平成28～29年度
■普及センターがコーディネート役となり、

新規就農者確保に向け市、JA、生産部
会、普及センターによるプロジェクトチー
ムを立上げ、部会員の営農意向把握に
向けたアンケート、ヒアリング調査を実施。

■新規就農者募集に向けてパンフレット作
成・配布、フェイスブックや市ホームペー
ジ等のSNSを活用し、研修生を募集。

平成29～30年度
■普及センターが中心となり基礎技術習

得に向けて農業基礎講座、視察研修、
管内若手農家との交流会を開催。

■研修生の条件を勘案した就農方法（第
三者継承、親元就農等）に応じて研修
実施、経営計画作成、農地・施設整備
などを支援

平成30年度～現在
■新規就農者、ベテラン農家の施設規模

拡大への支援

普及指導員だからできたこと

・生産部会、市、ＪＡなどの関係機関との連
携活動におけるコーディネート機能を発揮し、
新規就農者の受け入れ体制を整えた。

・生産部会との信頼関係のもと、産地の状
況（遊休農地や施設等）を把握、栽培・経営
指導能力を活かし、経営継承や新規就農者
の経営開始が可能となった。

部会員数
9名 → 10名

平均年齢
58歳 → 48歳
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兵庫県 
おおや高原有機野菜産地の再生を目指して 

＜新たな就農者の育成による産地の若返り＞ 
 
活動期間：平成 28 年～継続中 
 

１．取組の背景 
おおや高原有機野菜部会は、標高約 600ｍの準高冷地で、ホウレンソウ、ミニ

トマト等の有機野菜を９戸部会員が雨よけハウス 297 棟 56,183 ㎡で栽培し、全

量ＪＡたじまを通じコープこうべに出荷している。平成 28 年度の生産量は 81.1
ｔとピーク時の平成 11 年度に比べ 41％まで減少していた。 
同部会では、一人の生産者で完走する「マラソン」でなく、「リレー」のよう

に次代に継続できる息の長い産地づくりをめざしており、平成５年以降新規就

農者の受け入れを積極的に行い、平成 16 年までに５名の新規就農者を受入れた。

部会員の年齢構成は、５名が 60 歳以上で高齢化が進んでおり、過去に高齢化等

により２名が離農し、農地の遊休化が課題だった。普及センターでは、平成 27
年度に策定した「産地再生計画」を基に、部会が目指す将来の夢の実現に向け、

新規就農者育成体制の構築と早期の技術継承、遊休農地の解消、生産量の拡大を

目的に、普及計画の重点課題として、新規就農者育成プロジェクトを開始した。 
 
２．活動内容（詳細） 
（１）生産部会と関係者が連携した受け入れ体制の充実 
ア 産地活性化プロジェクトチームの結成 

平成29年度に普及センターがコーディネーターとなり、普及センター、養父市、JAた

じまと部会が一体となった「おおや高原地域活性化プロジェクトチーム」を組織し、そ

れぞれの役割を明確にし、新規就農者の確保に向けた支援体制を強化した。 

イ 部会員の営農意向調査を実施 

部会員９名へのアンケートと聞き取り調査を実施し、将来に向けた営農に対する考え

方について個々の意向把握に努めた。その結果、高齢と体調面の不安から数年後に離農

を考えている部会員が２名いることが把握できた。さらに、ヒヤリング調査を実施し、

機械・施設の状況、所有農地、空き農地等の資産状況の現状把握に努め、農地台帳をデ

ータベース化した。 

ウ 担い手育成担当の新設 

 部会内に、栽培技術が高く、経験豊富なベテラン農家を「担い手育成担当」に任

命し、就農希望者との面談など研修生の受け入れ窓口になるように役割を明確化した。 

 

（２）新規就農者確保に向けたPR活動 

新規就農者募集パンフレットを新たに作成し、関係機関や関係施設へ配布、さらに、

ＳＮＳなどを活用し、フェイスブックや市ホームページ等で研修生募集を行った。 

（３）就農フェアへの参加と研修生の確保 

部会員自らが就農フェアに２年間で17回参加し、新規就農希望者確保に努め、５名

の若者が、農業体験、若手農業者との意見交換に参加し、その後に個別面談を行い、
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図１ 新規就農者の受け入れから就農までの手順 

 

 

最終的に２名の若者が、平成29年度から農業インターンシップ事業を活用して農業研

修をスタートした。 

（４）就農希望者の基礎技術の習得に向けた支援 

普及センターでは、管内の新規就農者と農業研修生を対象に、農業基礎講座、視察研

修、管内若手農家との交流会を開催し、農業の基礎技術と農業経営を学ぶ機会とした。

さらに、おおや高原の研修生２名には、部会が主催する定例化や行事に積極的に参加さ

せ、部会員と同じ目線で、おおや高原、部会の現状把握に努めた。 

（５）就農カリキュラムに沿った支援活動 

近年は、新規就農者への支援 

対策の充実、社会情勢の変化、 

若者の考えが多様化している状 

況を踏まえ、従来のカリキュラ 

ムを見直し、図１のとおりとし 

た。 

特に、研修開始前に部会員と 

の交流会を開催、研修中には農 

地確保に向けたマッチング会議、 

就農後は定期的にヒヤリングを 

開催し、各種支援策へ対応しや 

すい体系とした。 

（６）研修生の条件を勘案した就農方法を決定 

ア 従来方式による農地、施設新設による就農 

研修生Ａ氏は、研修意欲が高く、担い手育成担当のもとで、２年間研修受け、栽培技

術の習得を図った。ヒヤリングから、就農に向けた運転資金に余裕があり、新たな施設

での就農を希望したことから、遊休化した空き農地を購入し、こまでと同様の形で独立

就農することに決まった。平成30年11月に認定新規就農者に認定され、令和元年度は、

県単独事業の施設貸与事業でハウスと機械を導入し、令和2年から本格的な就農を開始

した。 

イ 部会初の第三者継承による就農 

研修生Ｂ氏は、70歳代のベテラン農家の元で研修をスタートした。ヒヤリングから、

初期の投資資金が少なく、新たに施設、機械をそろえることが難しいことがわかった。 

研修先の農家は、体調面に不安があり、離農を考えはじめていることがわかった。そ

の後、Ｂ氏の研修態度、技術習得状況、人間性に惚れ込み、「今の経営をそのまま研修

生が引き継いでほしい」と提案があり、両者の意向を再確認しながら、話し合いを繰り

返し、継承方法を模索し、施設園芸では、県下の事例もほとんど無く、部会では初めて

となる「第三者継承方式」で就農することが決定した 

第三者継承をスムーズに進めるため、今後の研修内容を見直し、資産台帳の整備、売

却額、過去の栽培記録やデータの引継ぎなど、具体的な内容を明文化した「同意書」を

作成し、平成30年４月に調印式を行われ、同年11月に認定新規就農者に認定された。 

第三者継承により、施設、機械だけでなく、過去の貴重な経営、栽培データを同時に

継承できたことは、研修生にとって大きな財産となっている。研修生が経営を開始した、

令和元年の出荷量は、研修前の平成29年を上回る出荷量を確保することができ、部会全
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写真 第３者継承に向けた話し合い 

表１  おおや高原有機野菜部会員の年齢構成    単位：人 

 

図２ 施設面積の推移 

体の約22％を占めている。第三者継承により、就農初年度から、スムーズに営農が開始

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ Ｕターンによる親元就農 

平成 28年２月に、高齢部会員の子弟から就農を相談があり、当初は５年後に

おおや高原で就農する計画でした。しかし、新たな研修生の受け入れが刺激となり、

両親を交えた三者面談を実施し、就農時期を早め、親元で１年間研修し、平成 30

年３月に、経営移譲を受け、認定新規就農者となり、令和元年度から本格的な営

農を開始した。 

 
３．具体的な成果（詳細） 
（１）産地の活性化と部会の若返り 
今回の活動により 40 歳代３名が加わり部会員数が 10 名となり、平均年齢も

10 歳若返り 48 歳となった。 

 
（２）施設面積の拡大と生産量の確保 
施設面積は、研修生Ａ氏が新たに 

23 棟 3,429 ㎡を増設し、研修生Ｂ氏 
と子弟後継者が 51 棟 10,990 ㎡を継 
承したことで、令和２年度は 320 棟 
59,612 ㎡となり、活動前の令和 27 
年度から 106％に拡大した。また、 
３名の面積は、部会内の 24％を占め 
ている。 
出荷量については、平成 30 年度は 88.0ｔとやや拡大したが、令和元年は、猛

暑の影響から 78.4ｔに留まった。 
（３）部会員の意識が向上 
若い後継者３名の加入は、ベテラン農家に自覚と責任感が生まれ、若い後継者

とコミュニケーションする機会が増えており、部会内に活気が生まれ、新規栽培

  30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 合計人数 

H27年(活動前) ０ ２ ２ ３ ２ ９ 

R2年(活動後) １ ４ ２ ２ １ １０ 

写真 親方農家からの技術指導 
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写真 収穫機の実演会を開催 

者を含む５名が、所有する遊休農地を活用し、雨よけハウスの増設を計画してお

り生産意欲も向上した。 
 

４．農家等からの評価・コメント 
おおや高原有機野菜部会は、平成１６年以降新規就農者を受け入れていなか

ったが、生産者の高齢化に伴い、事業継承を目的として新規就農者の受け入れの

要望が高まった。そんな中、普及センター等の行政とＪＡたじまと生産者が受け

入れ態勢を整えて、積極的に募集活動を行ったところ、新たに 2 件の事業継承

と世代交代 1 件につながった。担い手の確保と産地維持するために、今後は、こ

の受け入れ体制を維持しつつ新規就農者の栽培技術向上を並行して共同で行っ

ていきたい。 
（おおや高原有機野菜部会 部会長 金谷氏） 
 

５．普及指導員のコメント 
新たに３名の後継者が営農を開始したことで、部会の掲げる次代に継続でき

る「リレー農業」の新たな一歩を歩み始めた。特に、第三者継承は、施設、機械

だけでなく、過去の貴重な経営、栽培データを同時に継承でき、就農１年目から

スムーズな営農を実践できた。今後も後継者育成を中心に支援していきたい。 
 (朝来農業改良普及センター 担当課長補佐 松本有一) 

 
６．現状・今後の展開等 
（１）新たな新規就農者の育成確保 
ベテラン農家１名が、体調不良から離農を考えており、第三者継承も視野に、

新たな担い手を早期育成する。 
（２）遊休農地の解消と生産基盤の強化 
新規就農者を含め５名の部会員が、新たなハウス増設を希望している。プロジ

ェクトチームで情報共有し、今回整備した空き農地台帳をもとに設置を進め、各

種補助事業の導入も視野に入れ、生産基盤の充実をめざす。 
（３）収穫機導入による省力体系の導入 
現在、部会員はパート従業員を雇い、 

収穫、出荷作業を実施しているが、従業 
員の高齢化や新規の雇い入れが困難な状 
況となっている。そこで、他県で導入が 
進む、ホウレンソウ収穫機の導入を目指 
し、令和２年度から現地実証ほを設置し、 
おおや高原にあった省力機械化収穫シス 
テムの早期確立を目指している。 
（４）他地域への波及 
近年、農業を志す若者からの就農相談が増加しているが、就農に向けた資金が

少なく、早期に生産基盤を整えることができない。今回の実施した第三者継承は、

就農初年度から本格的な営農が可能で、他地域への波及性は高いと考える。 
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