高齢化や後継者不足が
課題となっている農業で、
新たに農業に挑戦する人
たちをご紹介します。

農政課農業振興係
０２６３０８１８
農業委員会事務局
０２６３０８１０

直

直

農業 で働く

後継者がいなくなることの
問題の一つとして、使われな
い農地（荒廃農地）の増加が

挙げられます。荒廃農地は病
原菌の温床となり、使われて
いる農地（耕作農地）の作物

に悪影響を及ぼす恐れがあり
ます。また、中山間地域に荒

廃農地が増えることで、洪水

問
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65

後継者不足や高齢化は、本市
だけでなく全国的な課題と
なっています。

22

の防止や水の浄化機能である

農家さんたちが、品質の高いさまざまな農作物を育てています。

～新規就農者の挑戦～

の約２６０万戸から 年には
約２０９万戸にまで減少して
おり、本市の農家数も、平成
年の３０２５戸から 年に
は２６３１戸と大きく減少
しています（グラフ１参照）。
また、本市の農業従事者の年
齢構成は、 歳以上が パー
セントを占めており、農業の

27

27

70

高品質の本市の農作物
農業は、本市の主要な産業
の一つです。レタスの収穫量
は全国で６番目、ブドウの収
穫量は全国で９番目と、収穫
量 も さ る こ と な が ら、 そ の
品 質 は 確 か な も の で す（「 農
林水産省作況調査」を参照）。
また、本市のブドウを使用し
たワインは全国的にも有名と
なっており、生食用だけでな
く、加工用の品質も高いもの
があります。

全国的な課題となっている

農業の後継者不足
そんな本市の農業は、現在
厳しい状況に置かれています。
農林業の実態を調査する「農
林業センサス２０１５」によ
ると、全国の農家数は、 年
22

2

農業で働く～新規就農者の挑戦～
特集

平成以前から、農家数は年々減り続けています。今後
も就農者の確保や、農地活用の促進が求められます。

（戸）

3,589

9

6

（年）

H29

H28

参照：塩尻市農政課

向けて対応していく必要があ
ります。

8

規就農者（専業農家や、農業
の収入を主とする兼業農家）
が参入しています（グラフ２
参 照 ）。 家 業 を 継 ぐ 人 や 農 業
法人で働いた後に独立する人、
まったく別の業種から転職す
る人など、農業への入り口は
さまざまですが、どの就農者
も高い意欲を持って農業に取
り組んでいます。
今回は、そんな新規就農者
に焦点を当て、就農のきっか
けや農業のやりがい、何から
始めればよいのかなどについ
てご紹介します。

12

毎年就農者が参入

2,631

参照：農林業センサス

（年）

27年の新規就農者の増加は、この年に始まった「塩尻
ワイン大学」が要因となっています。

農業従事者が減少を続ける
中、本市では、毎年数人の新

3,000

水源のかん養や、生態系の保
全といった農地の多面的機能
が失われ、洪水や土砂崩れな
どの災害が起きたり、鳥獣被
害が増加したりする恐れもあ
ります。
本市では、農業従事者を増
やすため、市内や首都圏での
就農相談会で農業に興味があ
る人にＰＲしたり、荒廃農地
の増加を防ぐため、また、農
地 の 活 用 を 促 進 す る た め に、
耕作農地の集約を行ったりす
る な ど 対 策 を し て き ま し た。
今後も継続的に、課題解決に

15

3,025
3,158

H27
H22
H17

首都圏での就農相談の様子

15

（人）

H27

H26

H25
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市内の新規就農者数の推移
■グラフ２

6

3

3

3,329

3,500

H12
H7
H2
2,500

3,802

4,000

市内の農家数の推移
■グラフ１

自分が作った物に興味を持ってもらえる
髙山

秀樹さん（郷原）

元々は民間企業に勤務しており、兼業農家である実家の
手伝いをする程度でした。しかし、父の体調不良や、農業
に興味があったこともあり市外の農業法人へ転職し、24年
に独立しました。現在は、白ネギと、この地域ではあまり
栽培されていない越冬ネギを育てています。
農業を始めた時は金銭面、特に出荷して収入を得るまで
に掛かる生活費に苦労しましたが、市からの補助金などを
活用してなんとか乗り越えられました。周りの人たちに支
えてもらったのも大きかったですね。
就農４～５年目からは、業者の皆さんに越冬ネギに興味
を持っていただけるよう
になり、とてもやりがい
農業で大切なこと
を感じています。
最初の１～２年は、思うよ
今後は、市内に越冬ネ
うにいかず、大変だと思いま
ギを広めていくとともに、
す。そこを乗り越えてから農
栽培技術にもさらに磨き
業が始まると思って頑張って
をかけておいしいネギを
ほしいですね。
作っていきたいですね。

なんですか？

就農
６年目

「今年は良いネギができた」と髙山さん。地元のイラストレー
ターと協力した PR も行っています。

本市で新たに農業を始めた皆さんが、農業
を始めたきっかけや、農業の魅力などを語っ
てくれました。

就農
１年目

現在、２ヘクタールの畑を管理する清水さん。いずれは、パー
トタイマーを雇って作業効率を上げていきたいとのこと。

大切に育てた野菜を出荷した時の達成感
清水

ま さ や

誠也さん（岩垂）

農業の専門学校、市外の農家での勉強を経て、今年から
自分の畑を持って仕事をしています。洗馬で農業を営んで
いた祖父母が引退すると聞き、代々受け継がれてきた畑を
守りたいという思いから独立を決意しました。現在は、主
にレタスを栽培し、キャベツなども育てています。
レタスは繊細な野菜で、天候だけでなく、植え方を変え
るだけで品質に影響するのでとても難しいと感じていま
す。現在は勉強も兼ねて、栽培から収穫まで１人で行って
おり、管理の大変さも実感しています。そうやって大切に
育てた野菜を出荷した時には、とても達成感があり、やり
がいを感じました。
農業で大切なこと
今後は、周りの農家の
皆さんとのつながりを大
専門学校や他の農家さん
切にしながら、さらに勉
で技術を学ぶのは大切だと
強を重ねていきたいです。
思いました。また、周りの
そして、よりおいしいレ
皆さんとのつながりを大事
タスを作れるようになり
にしてほしいです。
たいですね。
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一から作ったブドウを出荷するうれしさ

就農
４年目

吉江

現在は、ブドウの枝が風の影響を受けないように、枝を資材
に留める誘引作業をしています。

新規就農者
に聞きました

豊さん（上西条）

現在、片丘で加工用ブドウを栽培しています。以前は東
京で家具職人をしていましたが、いずれは地元塩尻に戻り
たいという思いと、自分で何かをやりたいという思いから、
農業を始めました。県のワインアカデミーや塩尻ワイン大
学で学習し、また、市内のワイナリーや農家で働いた後、
独立しました。
実家が農家ではないため、農業を始めた時は、一から勉
強しなければならない状態でした。しかし、先輩農家さん
などからさまざまなことを学び、昨年、初めて加工用ブド
ウを出荷することができました。何もない状態から出荷
までできたことはうれし
農業で大切なこと
かったですね。
現在、私が作ったブド
相談できる人達や場所を
ウを使ったワインを市内
つくることです。また、創
のワイナリーと共同開発
意工夫をして、自分で出来
しています。そのワイン
そうな事はチャレンジする
を販売することが今の目
ことも大事だと思います。
標です。

あなたにとって

農業の魅力

は

女性たちも頑張っています！
就農
５年目

育児と農業を両立しながら楽しく作業を

後藤

しのぶさん

（中西条）
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畜産関係の仕事をしていたしのぶ
さん。夫の渉さんが、実家の近所に
いる夫婦が営んでいた畑を引き継い
だことがきっかけで、野菜の栽培に
携わりました。畑では主にキュウリ
を栽培し、冬には小松菜などの葉物
を育てています。
現在、
しのぶさんは二児の母。「子
どもが生まれた頃は、育児と農業の
両立が大変だった」と語り、子ども
をベビーカーに乗せてキュウリの収
穫を行っていたそうです。
今では、子どもが学校と保育園に
通っており、渉さんと一緒にキュウ
リの世話や収穫をしています。
「キュ
ウリの成長過程や生育状況を、夫と

話しながら仕事をするのが楽しい」
と農業の魅力を語ります。子どもた
ちが収穫を手伝ってくれる時もある
ようで、農業が家族の時間を作って
いるようでした。
この日も、渉さんと談笑しながら
和やかな雰囲気で作業をしていました。

現在は、夏頃に出荷するキュウリを
栽培中。楽しそうに作業していました。

農業を始めよう！
そんな時は・・・

「何から始めればよいかわからない」といっ
た不安は、市の農政課や農業委員会に相談し
ましょう。実際に就農するまでの流れをご紹
介します。

プ１

ステッ
プ３

ステッ

相談する
目標を設定する
自分がやりたい農業は何か、イメー
ジを明確にします。
「何を」
「どこで」
「ど
れだけ栽培するか」などの栽培のスケ
ジュールのほか、資金や農地の調達に
ついても考えます。

農業について、まずは情報や基礎知
識を収集しましょう。自分が何を作り
たいのか、その他必要なものは何か、
市農政課や農業委員会が相談に応じます。

熟慮・決断
農業を体験した上で、
改めて農業の道に進む
か、今一度考えてみま
しょう。

プ２

ステッ

植え付けや管理、収穫
など、農業のさまざまな
作業を経験することで、
自分の農業に対するイ
メージを見つめ直す良い
機会になります。

農政課農業振興係
倉科 涼

体験する
農業に対するイメージと現実との差
を埋めるために、実際に農村での暮ら
しや農業を体験します。ここで自分の
農業のイメージを描きましょう。
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プ４

市の補助金をご活用ください

ステッ

市では、新規就農者が無理なく農業を始められるよ
う支援する補助金制度があります。その一部をご紹介
します。
新規就農者就農支援金
市内に居住する（予定も含む）新規就農者に対して、
生活に要する費用の一部を 3 年間給付します。
■要件 次の全てを満たす人
○おおむね60歳以下の人
○県の新規就農里親研修や市で認める農業法人で研
修を受けている人、または研修を終了してから１
年を経過しない人
○国などの類似する補助を
受けていない人
○研修終了後 1 年以内に市
内で独立就農する人
○支援後３年以上市内で独
立営農する人
■給付額 月 7 万円以内
※親元就農の場合は、給付で
きません。
新規就農者機械導入事業補助金
市に認定された新規就農者が、新たに市内で就農す
る際の農業機械器具の購入に要する経費を補助します。
■要件 次の全てを満たす人
○就農後３年以内
○65歳以下の人
○認定新規就農者、農業後継者
または定年帰農者
■補助額
２分の１以内
（上限１００万円。農
業後継者および定年帰農者の上
限は50万円）

農業全般のご相談は地区の農業委員へ
わからないことや不安なことなどは、市農政課のほ
かに、各地区にいる農業委員にもご相談ください。各
地域ならではの悩みや不安などの相談を受けたり、地
域の農家の皆さんとの橋渡しをしたりして、新規就農
者の皆さんが農業をしやすい環境を支援します。
詳細は、市役所２階農業委員会事務局までお問い合
わせください。
定例総会
毎月月末に開催。地区ごとでの会議もあり、その場
で新規就農者の紹介などをします。ここで、農業委員
とのつながりを作り、今後の農業に生かすことができ
ます。
農地相談会
毎年１～２月頃に、各地区の支所などで２回ずつ開
催しています。農地に関する各種相談を受け付けるほ
か、農地の貸し付け・売却希望と、借り受け・購入希
望をつなぎ、農地の活用を促進します。
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研修を受ける
技術だけでなく、経営のスキルも身に付け
ましょう。農業は教科書通りにいかないこと
が多く、さまざまな経験や知識を蓄えること
が大切です。また、研修を受けることで、人
や地域とのつながりが生まれ、今後農業をす
るための大きな支えになります。

プ５

ステッ

営農計画を立てる
新規就農とは、事業の経営者となることです。
数年後にどのような農業をしているか、それま
でに何をしなければならないのかなど、自分の
農業の姿をより具体的にしましょう。
また、農地や機械・施設、資金など就農に必
要なものを確保しましょう。不明な点は、農政
課や農業委員会にご相談ください。

いざ、就農！
いよいよ農業のスタートラインに立ちました。
自分の思い描く農業を実現しましょう。

