
有限会社 木之内農園
代表取締役会長 木之内 均

「九州エコファーマーズセンターの取り組み」

ゼロからの出発
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農業の担い手が増えない理由

• 所得が低く、安定しない
設備投資は大きいが回収は長期間

• 将来をイメージできない
子育てをできる生活設計が経たない

• 兼業での就農が認められにくい
生活スタイルによる多様なニーズを取り込めていない

• 農業人材教育（教育システム）の不備
家族経営、法人経営、就職就農者育成がチャンポン

生産技術教育が中心で経営教育が不足

• 農業関係機関の一体となったアフターホロー不足
募集に力が入り就農後のホロー対策が弱い
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研修希望者

国内研修 海外研修

これまでの実績（Ｈ30.10.11現在）

研修受け入れ人数 約1,050名

（インターンシップ含む）

独立就農者数 137名

雇用就職者数 108名

○中国

○ソロモン諸島

○タイ

○ベトナム

○ブラジル

○パラグアイ

海外研修派遣

ＮＰＯ法人
九州エコファーマーズセンター

○ＮＰＯ会員農家（40件）受入研修

稲作、施設園芸、露地野菜、果樹、
畜産、有機、農産物加工、観光農園

研修（1年～２年）

ＮＰＯ法人九州エコファーマーズセンター 研修概要・実績

独 立 就 農 雇 用 就 農
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農業人材育成の多様化と課題

・後継者育成
品目、規模の多様化
地域農業と産業農業の棲み分け

・新規参入者育成
独立後のホロー対策

・就職就農者育成
社員、幹部としての育成方法
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NPO法人 九州エコファーマーズセンター

日本初の農業者が中心となった農業人材育成団体

地域で安定した経営になるまで長期間の見守りを実行

問題は実践力が不足
就農後に必要なプロの経営と経験を学ぶ場所を創る

現場の農業者が育てる仕組みの確立

現役農業者の協力による幅広い分野での農業研修
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NPO法人 九州エコファーマーズセンターの基本

・農業者による運営

・行政エリアを越えた
世界の農業者育成を目指す。

・未来の農業の仲間つくり

・農業人材育成が目的であり、
けして労働力と考えない。
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座学と現場での研修が必要

座学カリキュラム

・農業とは
・施設園芸、土地利用型農業
・果樹、工芸作物
・造園、その他の農業
・牛、豚（大家畜）
・鶏、羊（小家畜）、養蜂、その他
・農業の歴史と農村社会
・気象
・土壌（土づくり、肥料、有機農業）

・病害虫
・農業機械
・農業行政と農業法
・マーケティング
・経理
・経営
①目標づくり
②現実把握
③計画づくり

１、NPO法人 九州エコファーマーズセンターのカリキュラム
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農業

作物
果 樹

施 設 園 芸

工 芸 作 物

樹木 ・造園

そ の 他

畜産
豚

牛

鶏

その他

米、麦、大豆、イモ、キャベツなど土地利用型

花、葉菜類、果菜類、軟弱野菜など

落葉果樹、常緑果樹

茶、タバコ、イ草、ソバ、ゴマなど

苗木など

キノコ（原木、菌床）、もやしなど

酪農用、肥育（肉）用、繁殖用

肥育（肉）用、繁殖用

ブロイラー（肉）、卵用

養蜂、養蚕など

農業の種類

・業種は様々、携わる人の性格も違う
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・思い入れがなければ続かない

・明確な目標を持とう

・自己責任が原則
・自分の意思で決めよう

・農業とは・・・

①同じ事が二度とない職業

②経験に勝る学問なし

③作物は作物から、家畜は家畜から学べ

これからの農業を目指す者へ
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五感をフルに使い自然と対話

① 目（視覚） ② 耳（聴覚）

③ 鼻（嗅覚） ④ 体（触覚）

⑤ 舌（味覚）

土地問題と農業形態

①有機自給自足型農業

②家族経営、篤農家型農業

③企業経営型農業

実習を通して、自分と農業との相性の確認

これからの農業を目指す者へ
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村社会にとけ込む５原則

①地域の人には常に自分からあいさつをする。

②酒飲み会にはすべて出席して最後まで残る。

③地域の行事や役職は

“役害”があっても引き受ける。

④契約書をあてにせず、

常に人と人、顔と顔の付き合いをする。

⑤選挙に絡まれない。

多少大変でも、無駄と思っても3～5年間、経営を安定させ
るまでは、常に頭において地域にとけ込み信用を築くこと。

・これからの農業を目指す者へ
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資金問題について

・遅い回転率と高い危険率

これからの農業を目指す者へ

自己責任の範囲で

小さくてもコツコツ時間をかけて積み重ねていくこと

安定した力強い経営基盤をつくること
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４．どこを狙うか？

・地域型・・・集落営農、地域リーダー型の法人

・６次化型・・・観光農園、農産物加工、グループ化

・企業型・・・専門特化型

（B to C）

（B to B）

段階を踏んで一歩先に

戦略としての経営の“型”は？
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★個人経営と法人経営

○法人経営
・将来的に組織化して大企業化を目指す場合
例）第２、第３と複数の農場をつくる
６次化を目指し、専門の各事業部をつくる

○個人経営
・将来的に小規模で家族労働力中心
例）単一品目の最高級品の生産をねらう

自分自身の人生設計をよく考える
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★組織つくりのポイント（人材育成）

○家族、社員の意思統一
・目標つくり

○役割分担
・自己責任意識の徹底

○ほうれんそう
・報告
・連絡
・相談

★指示待ち人間にしない 15



★自分の立ち位置

まわりの条件

ヒト・・・人脈、労働者、ネットワークなど

モノ・・・土地、機械など

カネ・・・資本

自分自身のリーダー像と経営者像の具現化

Only One の“組織”をつくり上げる
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悩んだり、壁にぶつかった時は

★理念と哲学（原点を振り返る）

・なぜこの道を行くのか
動植物好き、都市化、公害への反発

・何のためにやるのか
自然を守る、食料の大切さ、夢

・誰のためにやるのか
家族、社員、自分
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将来の農業を担う人材に必要な事

発想力、行動力、創造力

忍耐力と自立

利益と継続力

「経営とは不可能を可能にする創造事業である」
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★既存農家と新規就農者のちがい

農家
↓

先祖からの家業として
↓

新規参入 （企業）
↓

自然や動物が好き
↓ （企業価値）

生活 生活

①農業 （金）
②金 （事業価値）
③名誉 （CSR）

①金
②名誉
③農業

〜ビジネスに対するプロセスが違ように感じる〜19



人材育成の現状とこれから

○農業経営の二極化に対応するためには・・・

・組織化
家族経営

・集団化

法人経営→ 独自システムの構築

企業参入

新
シ
ス
テ
ム
導
入

全国から世界に通用する農業人材の育成を目指して、農業産業の
新しい視点に立った人材育成システムの構築が必要

地域農業に対する指導

産業農業に対する指導

情報の集約・整理・発信

兼業農家

家族経営

法人・企業

普及員・JA指導員による役割

○求められている事
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研修機関成功の心得

・求める農業像、地域像を明確にし
人材を募集する。

・研修後の定着のための、
アフターホローの充実をする。

農業に夢をもって訪れる宝の人材を大切に育てよう

・生活していかれる最低限の
経営ビジョンを持って指導する。
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