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農業を志向する青年の行動と定着条件

園 尚　子

堰．本論文の課題と事例の位置付け

　餐）問題⑳藩在と視点

　麓）事例の位置：付け

鷺．農黍を志尚する独舞女性の属盤・勤陶一薪得町立レディースファームスター

　　ルを事例として一

　曝）幽幽町の農業と瓢欝町立レディースファームスクール

　鴛）スクール盤の分析

　欝）悲罷め

3．農作叢ヘルパーを経験する鷺無農業志面面の属島・勤陶一r富良野野菜ヘル

　　パー」を事例煮して一

　の富嵐野農業と憲懲野野菜ヘルパー

　灘）野業ヘルパー分析

　3）諜とめ

轟　農業法人に就職する欝難農業憲尚餐の羅性・渤海一上山町農事総禽出入豊原

　　生産継禽を事例菰して一

　壌）よ灘惣騰業と農事総金法人豊原生産緯禽

　慧）豊原晶晶露盤構成織・従業澱鶯析

騒　結論

罎．本論文⑳課題と事鋼の位置付け

1）間題の所在と視点

　経済・祉会環境の変化から、臼本の農村は過疎化と高齢化により農業労働力が

不足し、担い手が足りない状態である。また、中由聞地域などの条件不利地域で

は、担い手の不足により、コミュニティーの維持が危機的状況にある。農業の担

い手の補充は農家あとつぎだけでは賄えない状況であり、新規参入者に注目が集
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まるようになった。

　昨今の臼本農業は、農業法人の活躍から雇用型就農が始まっている。また、農

業労働力の不足から、農作業の外部受託機関であるコントラクターや酪農ヘルパ

ーが誕生し、非農家出身者は様々な形で農業に携わることができるようになった。

　新規参入に関する既存研究においては、以上述べてきたような就農に至らない

までも農業に携わることができる仕事に就いた人々は、その後、新規参入に至る

と想定し、期待してきた（註1）。しかし、新規参入者数は新規就農者数全体の中

でも！割に満たず，以前，低いままで一つの就農ルートとして確立したとは言え

ない状況にある。

　上記に列記した以外にも新規参入に関する既存研究では、新規参入が困難であ

る要因を分析するために新規参入に至ったごく一一握りの人々の足跡を事後的に辿

って実態調査に及んできた。しかし、このような視点では新規参入を選択しなか

った人々の理由が解明できない。よって、薪規参入の前段階にいて様々な農業の

仕事に携わる人々への研究が必要になる。

　以上のような分析の視点から、本論文においては、農業経営への蘭与度合が異

なる様々な農業の仕事から3事例を取り上げる。・一つ穣の：事例は、農業研修生の

事例として噺得町立レディースファ…ムスクール」。二つ闘の事例は、農作業ヘ

ルパーの事例として「富良野野菓ヘルパー」。最後の事例は、農業法人の事例とし

て「上川町農事組合法人豊原生産組創を取り上げて、課題を検討していく。

勿事例の位置付け

　図0一三は、農業に携わる様々な農業の仕事を農業経営への関与度合とその身

分が農業経営の内部にあるか否かで表して、事例がどういつだ位置にあるのかを

みたものである。縦が農業経営への関与度合を表し、関与度合が高くなるにつれ

て上がる。横は、その職業の身分が農業経営の内部にあるか否かを表している。

新得町立レディースファームスクールは研修生を受け入れていることから、①の

位置付けにあり、窟良野野菜ヘルパーは新得よりも農業経営への関与度合が高ま

ると考え、②の位置に置いている。上川町農事組合法人豊原生産組合は農業法人

であることから、当法人従事者は経営の内部にあり、法雨従業員は「従事者」に

あたり、構成員は軽営者」にあたる。既存研究においては、新得や富良野のよ

うな農業経営への騨与度合が低い農業の仕事（本論文では、農業に携わることが

できる様々な仕事を膿業のチャネル」と呼ぶ。）に就いていた人々は、個人経営

として独立する方向に向かって．上位の農業のチャネルに向かうことが想定され

てきた。よって、図の中の矢印はそれぞれの農業のチャネルを経て人々が向かう

と想定される進路を表している。本論文においては、様々な農業のチャネルに就

一！60一



きながら、新規参入を選択しない人々の動機や意向、その変化など内面における

要因を追いつつも、彼らが辿る進路にも注馨して課題に迫ってみたい。

2．農業を志向する独身女性の属性・動向一新得町立レディースファームスクー

ルを事例として一

唾）漸得町の農業と新得町立レディースファームスクール

　新得町は山間農業地域である。しかし、農業粗生産額では畜産の割合が7割を

占め（註2）、生乳生産量と1戸当たりの農業所得では十勝平均を上回る（註3）。

このように所得の高い農業を展開している本町であるが、農業後継者の確保割合

は低く　（註4）、担い手の補充に不安があった。

　事例の新得町立レディースファームスクールは1鈴6年に設立され、年間12～

13名の若い独身女性を受け入れている。スクール生は膿業の担い手」となるよ

うに地元農家における実習を：重ねながら生活し，研修期間の至年を他のスクール

生とともに寮で過ごす。またスクール生は、農業の基礎的な知識を学ぶ講義、町

内、十勝管内、管外における農場・農業関連施設の視察、実習畑で栽培した農産

物の加工実習がそれぞれ月1回行われ、北海道農業や農業の基礎的な知識・農産

物加工の技術を学んでいる。

鷺）スクール生の分析

　表1－1は、1から7期生までのスクール修了後の動向をみたものである。ス

クール生は関東と近畿を二心とした都府県出身者が多くなっている（註5）が、

修了生66名の内36。4％の24名が新得町内に残り貿名が農業に従事している。

また、道内の農業地域に移り住んだものは31．8％、応診おり、20名が農業に従

事するなど、修了生の動向は北海道への定着が多くなっている。農業従事者は40

名と全体の6α6％に達し、農業従事度合も高くなっている。

　表1－2は、最も定着度合が高く農業従事：老が多かった町内在住者の職業につ

いてみたものである。薪規参入者が1名を始め、酪農ヘルパー・農業法人従業員

など様々な農業の仕事に就いていることが解る。また、農業法人従業員のうち1

名がaoO3年の8月に町内に新規参入している。道内に定着し農業に従事してい

る者は、主に農業法人従業員と農家の実習生、酪農ヘルパーに就いている。

　つづいて、新得町内に在住しているスクール修了生と現役生（6・8期生）へ

の聞き取りから、彼女達の経歴、動機、修了後の進路、今後の予定・意向をみて

いく（表！－3）。新得町内在住者も都府県出身者が多く、スクールにくる前には
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高校や大学を卒業後に事務職を経験した人と様々なアルバイトを経験した人が多

く来ていることが解る。主な応募理由は、北海道への憧れ・農的な暮らし・仕事

職場への不満が多くなっており、高校卒業後にアルバイトを重ねてきている人に

は「自分探し」をあげていたのが特徴である。以上のように、スクール生は農業

に対して不明瞭なイメージや目的を持って来ていることが解る。修了後は①実家

に帰る、②農業実習生という進路を取る人が多く、②を経た後に様々な農業の仕

事に就いている。スクール生は、実際に農作業を体験した感想に肉体的な苦痛を

あげても、一様に農業に対し興昧を示し礫しかった」という感想を残している。

修了後には当初の不明瞭な応募理由から変化し、農業への関心度合は高まり、具

体的な農業の仕事に夢を膨らませる人もいる。

　上記の表1－3から抜粋してスクール生を詳細に分析してみる（表1－4）。1

番と娼番はOL経験考で、職場の女性に対する偏見に不満を持っていた。1番

は研修を重ねる中、自己裁量で行える農業に魅力を感じ、新規参入の希望を持つ

ようになった。しかし、18番は料理への興味・関心が湧いたと述べている。5番

と撚番は農作業経験を有して入学している。5番は酪農ヘルパーであるが、今

後は有機農業を目指しヘルパーを辞めて様々な経験を積むことを望んでいる。ま

た、一番は農業以外の仕：事は考えられないと延べながらも新規参入以外の農業の

仕事を模索している。露0番は「やりたいこと」を探すために入学し、酪農に関心

が持てたことから農業実習生を希望しているが、将来のことはわからないと述べ

ている。以上の結果から、①類似した動機・経歴を有していても希望する進路は

異なっている，②職業や居住地を変える意向・経歴を持ち、スクール修了生の進

路が流動的である，③研修を重ねることで農業に対する関心が高まったが、新規

参入以外の農業の仕事を積極的に選択している，このようなことが特徴として見

ることができた。

3）まとめ

　スクール修了生は農業従事度合が高いことがわかったが、その要因として新得

町内には農業の様々な仕事が存在していることを指摘できる。また、スクール生

は表！－4から新規参入以外の農業の仕事を積極的に選択していたこともその要

因としてあげられる。しかし、農業実習生は受入農家との相対取引であることか

ら、不安定就労条件で働くことがあり、最低限社会保険の適用が必要であるだろ

う。また、スクール生の多様な意向に沿って、新得町が起業を応援するための支

援制度を開設した（註6）。これはスクール生に儂的な暮らし」をあげる人が多

く、新得町内ではグリーンツーリズムに取組む農家が多く（註7）その影響をス

クール生が強く受けている（註8）ことから、スクール生の定着を促進する制度
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として評価できる。また、少ないながらも新規参入を希望するスクール修了生が

出てきていることが解った。〔5〕は，受入農家とスクール生の間に親密な関係が

構築されており、当初、受入農家の意向はスクール生を町内のライフサイクルに

組み入れることであったが、彼女達の農業に対する真剣な態度に感化され、考え

方を変化させていることを指摘している。新得町には、露003年8月のスクール修

了生の新規参入者を支援するに当たり、資金制度が開設されたばかりであるが、

山寺の指摘から「リレー方式（註9）」の経営継承が可能であると推察される。

難．農作叢ヘルパーを経験する蕎年農業志陶轡の属性・動向一「富良野野菜ヘル

パー2を事歴として一

の富騰野農業隷富農野野莱ヘルパ…

　富良野市は早期から減反政策に取り掛かり、農業糧生産額の約7割は野菜部門

が支えている（註勧。施設園芸が増えていることから、手作業を大量に必要と

し、既存の常雇が高齢化を迎える中で新たな労働力を求めていた。富良野市はド

ラマ「北の国から」などの影響から北海道や富良野に憧れを持つライダー達が多

く訪れ、旅費を稼ぐた凝）に農家の臨時労働力として働いていた。これに属をつけ

て、JA窟良野が勢蝿年に立ち上げたのが陰良野野菜ヘルパー」〔8〕であっ

た。都市近郊で発刊されるアルバイト情報誌において、「18歳から凶歳までの男

女」約8G名を募集している。ヘルパーの作業期問は4月から蘭月までで，時給

は＄00円と市内の常雇の平均賃金700円より高く設定されている。作業内容は耕

種部門の管理作業から収穫作業までである。ヘルパーは，全室個室の専用の寮が

設置されており、そこで寝食を共にしながら生活している。

慧）野莱ヘルパー分析

　次に、富良野市に在住するヘルパー経験者の進路についてみていく（表2一の。

∫Aふらのが把握している富良野市在住のヘルパー経験者は計30名（註難）い

る。平均して年聞約4名のヘルパーが寓良野市に残っていることになる。彼らの

進路は、①新規参入、②地元住筏と結婚、③地元農業者と結婚、④農業フリータ

ー（常雇）、⑤農業フリーター（全国を渡り歩く農作業アルバイト）（註劇、⑥

その他の仕事が主である。表2－2でこれらのヘルパー経験者と現役ヘルパーの

経歴、応募動機等を聞き取り調査の結果からみてゆく。欝良野在住のヘルパー出

身者も新得同様に都府県出身者が多く、男性は4名と少なかった。ヘルパーの前

歴は高校卒業後に様々なアルバイトを経て応募する人が多くなっていた。主な動
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機は北海道に住みたい、農業に興味がある、実家から離れたいなど農業に関して

不明瞭なイメージで応募していることがわかる。農作業の感想は、一様に体力的

な苦痛を訴えても、「楽しい」といったものが多かった。終了後の進路はヘルパー

のリピーター、富良野市内で働く農業フリーター（常雇〉や全圏行脚的な農業ブ

リーター、地元住民との結婚が主な進路となっており、旧規参入を果たす人も駿

指す人も非常に少ないことが確認された。

　それでは，以上の冨良野市在住ヘルパー経験者の聞き取りを抜粋して、更に詳

しく動機、進路、今後の意向についてみてゆく（表2－3）。聞き取り調査に応じ

てくれた人は、①主婦、②主婦（元農業フリーター一、③農業フリーター、④現役

ヘルパーに分けることができ、それぞれから抜粋している。五・4・8番のよう

に当初から農業に闘心があって来ている入、7・盤・騒番のように…つの仕事と

して農業を検討している人など農業に対し比較的関心が高いことがわかる。回答

者は全員、ヘルパーの作業を経験して磯業は楽しい」と回答しており、4・7・

三番のように新規参入を希望していた人もいるが、実際に農業の現場に触れて

三業はリスクが大きいので、自分には無理である」として断念している，、他の

回答者も岡様の翻答をしており、農業を個入経営で行うことが非常に難しいこと

を述べていた。しかし、2・4番のように自分で経営することは無理だが農業が

好きなので常雇として働くことを希望している人や、5・7番4）ように趣味のス

キーを実益として行うために常雇が便利であることを指摘する人もおり、農業ブ

リーター（常雇）に対して積極的な位置付けをしていることが伺われる。ただし、

6番は常雇として働く申で腰を志し農作業以外の仕事に就くことを余儀なくされ

ており、7番はこの点に関して非常に気を使っていると団答していた。新得下様

に富良野の農業フリーター一（常雇）も労働条件が整えられていない不安定就業で

あることは、今後、ヘルパー経験者の定着を考える上で重要な点であると思われ

る。

3）まとめ

　富良野野菜ヘルパーに応募する人々の応募動機は新得町立レディースファーム

スクール下様に不明瞭な点が指摘できた。また、新得町と比較すると富良野市へ

の定着の割合が低いことが指摘できる。この理由として、岡じく新得町と富良野

市を比較して検討すると、富良野市には農業に携わる仕事が少ない点が指摘でき

るだろう。実際、竃良野市在住者は農業フリーターを積極的に選択している回答

を得られた。
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春．農業法人に就職する蕾年農業志向者の属性・動向一上川町農事組合法人豊原

生産組合を事例として一

1）上揖町農業と農事組合法人豊原生産組合

　上川町は申山間地域であり、1戸当たりの経営耕地面積が小さく（註13）、農

業専従者がいない農家が70％（王980年以降）に達するなど農業の担い手が脆弱

化している地域である。しかし、大規模酪農法人を中心とした上川町農業支援シ

ステム（註14）が農地の集積・耕作等を行い、脆弱化した農業の担い手をカバー

している。よって、本事例の豊原生産組合の従事者はこれらの支援システムの活

動に従事しており、その為、若い従業員・構成員を募集している。

　農事組合法人豊原生産組合は1963年に設立された歴史の長い農業法人である。

その長い歴史の中で、当組合は農地の所有を完全に法人に移したことから非農家

出身者においても構成員になることが容易になった。加えて、農家構成員が全員

脱退したことから、非農家出身者であった従業員が組合長となり、組合の制度が

改正され、構成員条件のハードルが下げられてきた。例として、出資金額が一口

千円、住居手当・住居の斡旋、配当金が高い、夫婦での参加は必要ない、労働時

間が8時間になるように設定されているなど、農地・資金・配偶者を持たなくて

も加入することができるように整備されてきた。表3－1にあるように、当組合

従事者は20代から50代までの単身者を含めた非農家出身者によってほぼ構成さ

れており、出資金額には非常にばらつきがあり、妻の農業従事もパートとしての

参加であって世帯を中心とした農業従事ではない。

2）豊原生産組合構成員・従業員分析

　それでは、表3－2から当組合の従事者に応募動機と今後の意向をみていく。

子供の頃からの夢が農業経営者になることや、新規参入に至った人、農業関係の

学校に通った経験があるなど、当組合従事者は農業への関心度合が高いことがう

かがわれる。1・3・5番のように給与が高い点から当組合を選んでいる人がお

り、年齢的に転職が難しいことから申高年齢者や扶養家族を持っている人は定着

の割合が高いと考えられる。しかし、8磯0・11番のように独立して経営を行う

ことを希望する入、自給自足的な生活を考えている人、農業の別の仕事を考えて

いる人がおり、多様な考え方を持っている人が含まれていることがわかった。ま

た、10・11番は従業員に留まることを希望していた。

　まとめとして、参入障壁が低い農業法人においても、多様な考え方を持つ人が

存在し、従業員に留まることを希望する人もいた。
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5。結論

　新得町立レディースファームスクールは富良野野菜ヘルパーに比べ、農業経営

への関与度合が低い農業のチャネルであったが、終了後の農業従事度合は新得町

立レディースファームスクールの方が高かった。3事例では、農業のチャネルを

農業経営への関与度合が高い方向へ進む人もいたが、大半は「滞留」することが

明らかになった。これまで、低い位置にある農業のチャネルに携わっていた人は

就農へ向かうことが想定されてきたが、実際には大半の人々がその場で「滞留」

する現象が確認された。この要因としては、これらの農業のチャネルに従事する

人々が農的暮らしや有機農業など農業を多様な事業や仕事が展開できる場と考え、

模索していることにあった。よって、これらの人々には農業実習生や常雇という

就労条件が不安定な仕事でさえ積極的に選択する傾向がみられた。このような多

様な考え方は非農家出身者だけではなく、農家嵐身の新得の隠番や冨良野の5

番，上川の1盆番においてもみられ、自家の農業経営や個人経営を望まず、他の

農業の仕事を模索し選択していた。また，新得・憲良野においてはほとんどの人

が具体的な農業の仕事を見出すことができずにおり、その為、今後様々に居住地

と職業を変える意向を持ち、1期生の聞き取りにおいては流動的な進路を辿って

いることが明らかになっていた。

　事例中には薪規参入を志す人や農業の安定的な仕事を志望する人もいたが、情

報が不足しているために農業法人や農業研修施設へのステップアップを図れない

でいる人もいた。少ないながらも潜在的に薪規参入者となる可能性のある人々は

おり、彼らと就農を結びつける情報提供の整備が行われるごとが望まれる。

　また、新得と富良野の比較から定着の割合を高めるためには様々な農業の仕事

があることが有効であることが指摘できる。薪得は酪農ヘルパー、乳牛検定員、

農業法人従業員の仕事があり、富良野には農業フリーター以外にはあまりみられ

なかった。

　このように、本論文が対象にしてきた人々は既存研究においては新規就農の予

備軍とみられてきたが、就農以外の農業の仕事を積極的に選択し模索しているこ

とから彼らを新規参入の枠内では捉えることができない。彼らには「農業参入」

という枠組みで括られることが望ましいと考える。さらに、近年見られる農村移

住者を含めると野村参入」という広い枠組みにしなければ、農業と農村に向か

う人々を正確に捉えることはできないだろう。
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（註）

（註1）〔1〕〔2〕は農業法人への就職が雇用型就農を可能にし、いずれは新規

参入ヘステップアップすることを期待している。〔3〕において、新規参入者は有

形資産と無形資産の同時追求という困難性があるので、酪農を例にあげて、農業

実習生・酪農ヘルパーを経て両資産を得ることができる「就農階梯」が確立され

ることが必要であると指摘している。また，〔4〕では、農家以外の農業事業体で

専従雇用者は正規就農予備軍」として期待できるとして指摘されている。

（註2）十勝支庁の平均で耕種が55％、畜産が45％であるのに対して、新得町

は耕種が25％、畜産が75％と、畜産の割合が高くなっており、乳用牛の割合は

34％と、新得町の農業の基幹になっている。

（註3）1頭当たりの生乳生産量は、北海道423t、十勝4．37　t、薪得町が5．06

t（北海道農林水産統計年報）と高くなっている。また、薪得町の1戸当たり農

業所得は13，064千円と、十勝平均の11，889千円より約1高い。

（註4）新得町の同居後継者・他出あとつぎ（総農家）確保割合は各19％、29％

と北海道と十勝平均どちらからも低い数値になっている。

（註5）1～7期生までの66人中、道内出身者は6・名と少なくなっている。

（註6）h枕〃www　hokkal　o翌／shmtoku担棒。

（註7）『SmNTOKU農村ホリデー研究会』は新得町役場や温泉旅館・グリーン

ツーリズムに取組む農家が立ち上げ、各農家が行う体験実習の内容が重ならない

ように調整している。果樹、搾乳、羊毛、そばが主であるが、1軒の酪農家がア

イスクリーム作りを行っている場合、別の酪農家ではチーズ作りをメインにする

などそれぞれの個性を出すようにし、観光客が新得町のグリーンツーリズムを多

数回ってもらえるように工夫している。

（註8）〔6〕参照。スクール（修了）生へのアンケートでは大規模専業化を進め

るよりも農産物加工などの多角経営が農業を発展させると答える人が多かった。

（註9）〔7〕参照。リース農場事業を利用しながら、資産の譲渡までのタイムラ

グが少ない。

（註1◎）1994年以降、農業粗生産額の約7割を野菜が占めている。

（註1D　2名は住居が不明だったため表には記載していない。

（撃壌2）「農業フジーター」は∫Aふらの職員がヘルパー経験者で市内の常雇と

して働く人と沖縄・愛媛等の農作業の臨時被雇用者として働く全函行脚的なブリ

ーターを指している。

（熱暑3）経営耕地面積が3盤未満の農家が1970年以降過半数に達している。

（註㈲（有）グリーンサポート。灘98年に設立される。農業開発公社・農地利

　　　　　　　　　　　　　　　　　467一



用調整委員会を通して農地の集積・耕作を行い、野菜の生産組合立ち上げ収量の

アップに取組む。肉牛生産、新規就農希望者の研修にも取組む。
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図0－1

経営者

従事者

事例の位置付けの概念図

　経営外部　　　経営内部

②

③ 個人経営

研修生 ①

註！）①：新得町立レディースファームスクール，②冨良野野菜ヘル
パー，③上川町農事組合法人豊原生薩組合

註2）→は、①～③を終了後に調査対象者が辿る進路

表1－1毅得レディースファームスクール修了生の動向

修了三内駅
在住地

1～7 町 劃瓜 遂 四丁 道外 捌口 言 割爵

期生合

@誹
修了者数
､ち農業従事者数
､ち既婚者数

　24
@17
X（2）

36．農

Q5．8

P3．6

　21
@20
P◎（9）

3ま．8

R0．3

P5．2

　21
@3
R（3）

31．8

S．5

S．5

　66
@40
Q2（14＞

　　玉00

@60．6
R3．3（2L2）

資料；薪撮役場（2003年4月窪成）

訪：〈）の数宇は農業後継者と結婚した人数，

表1－2　　スクール修了生町内在住者の内訳

職業

毅規参入

酪農ヘルパー

乳検検定員

町営育成牧場従業員

農業法人従業員

農家従業員

自家農業（後継者と結婚）

専業主婦

アルバイト
計

人数
1

1

1

2

4

6

2

5

2

24

資料＝薪得町役場聞き取り調査より（2003年12月）

註）上記の進路は2003年4月時点の進路。
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表1－3　新得レディースファームスクール生の経歴と進路希望

o身　　i離歴　　　　　　　　　瞳三な応募瑠由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i修了後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i庸竪・予定　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

1｝　冒34i　　　I

・…翻欝騰欝51騨鍮囎と鐵最欝竃壁墾蟹鑓鑓鞍繕．
1　　12…3i　27 響陶・学蝶　　　　鋤暮らし・・た・　　　…甥霜吻瑚働・活　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘w…

　　i　l　3i　4i　32＿＿＿内＿＿謡『＿ 側繭大灘・嫌筏…難…を漁轍・醐騰離潔凹・燃・　　　　卜

4． @4；　30　　　i 整一鐙辮騨～匪犠道へ曜が綴場櫛への！…　　　灘活．
514…29 神鰍糠蝉蟻　　藤・鍵　　　　灘一〃レ　灘鯛磯
6・　5；31

欝購i鱒鰍蜘灘礁：鰹欝らし翫い・轍腰わり；検鰍　　　糠中　　　　　　　　　　　　　　　　　““「内内内“w…ww「「「「内内“「「「「ww「「「「鞘w“「「「曜

w「「岡「「「w

@　　；
V1

@5i　29 一廃驚辮灘辮…一・一轡稀瞬押鋭　鰹弊一
　　　　　　　　　　　　　　　　　内「「w「「「「「

「内「「「

e　9；　　6旨

ｹ．一一一一F．一一一 p一…
ﾅ。：

内“帽内“「「w“「

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘「「「「「「「躍了了@　　　1磁礫後酬嚇港鞠ヒ髄へ蘭・漁　　　　実家に髄　　　｛摸辮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w「「「“「油「「了「「

蜊纒{

5T…　

　　　＿＿．i数煮二鱗L一一＿＿．

・・…　　　盤蓋釣”晦こ墾璽譲鍵：襯に難購礪　　飾填誠撰
　1　　　　i
ﾊ2・　　6i　29

@　　‘
灘糊肇疑灘ヤマギシ鋤：・麟際懸繊臨・；∵＿　　：膿蝶琉
櫛…繊轍墾’看板灘｝所蜘好き」・繍叫1・・：鷺懸貰栽培牒法！農・蜥

141　　6旨　28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　而wP油hW“ww「「「内」f噺鰹灘・磁1墜滋雨・難た・・農鮒・き・実家聴　　撒・麟
一i一∴

P51　6：　26　看　　　　　　　　　　　． 棘謄轡聯蜘アル撫鰻…灘　　内1購・…　…翻・涙…’
至6　　6i　23
@　　し

内「w油…鞘…w内r““rrr而““r曜r^パ鰐灘：轡娼竃灘鯉ア鰹・鶴融・嘘　　・灘縦韻　欝ぎ誘職
　　　　　　　　　　　“「「「「買「油内内碑罹「「…「w「「w「「T㌧鱒膿一．　　…鍵　　　　・儲・　　：・・徽・

　　　　内「内鞘鰯油「P8　6126　ヌ　　；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」触内而

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘“…鞘鞘w内「油“躍w“

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模索中、料理を

@　　　　　　　　　．．．＿、　＿＿＿　＿＿＿．．　　　　　　　　　　．、．　．蒲慰轡一一．一
痘ｫ轡整回田避総意轡つ講喉翫．＿＿＿驚凝轡を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1模索中、酪農の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噴：事

20i　8　21 畿｛脚轄織バン馳ンレミ腰鋤；誌濡していた・動物膿鞘・

出綴：1～［8は〔5〕より岸旧交．19・20は遊漁の闘き取り凋喪（2003年蓋2月）より伶販．

一170一



表レ4 霧得町立レディースファームスクール関き取り内容抜粋

難期愈 　　　　　　1

　i
@llい　i

i膿灘醐譲｛墾職1ち期謹魏難響縷霧鍛蕩讐灘繍埜　　i　　　i力仕毒で、存分に働けて、自分を必要としてくれる仕琳に就きたかった。億がスクールの紙聞詑事を兇つ34！神奈川懸畿毯欝1煙鷲徽霧囎磐鱗寒膿奪驚騰こ講編港　　1　　　；だということがわかった。今の佳事は磁々な磯蒙をまわることはできるが、搾乳はできないので、また

@　i　i峯欝瀕僕潔㌣驚購褒欝憲灘罐訂いる・げ櫨密分卿を自分　　i　　　　　　　l

　…　118i6　…　i　…

　　i　　　働めていた会祐は如生を晃削ドす風灘があり、有給休暇も取らせてくれない職揚で辞めたかった．人のい
@　i　iない遠くに鍵たいと思い・広い騨地に騨ぼつぼつと・・うイ距ジを搬な腸インターネ・トで

Q6

　　i　　繰業大学畝僕後にスクールへ。農巣実翌で北海道、沖縄等で鰹艶し、就職瀬鋤は一般企業を考えた
@　i　　　iが、実習の楽しさを思いとi：1し就職しないで実摺するのもいいなと思うようになった。とくに北海道を希　　　　　　1　　　　　　理していた訳ではないが、就艦網談会で十勝に魅力を懲じ、スクールは嫁対策ではないとはっきり需っ

A、…瞭川ている・とや・1・干の隊で磯できる・と講義施るなど栃艦認臨蝶繍や漁・いじりが
@　　　　　鰻きなので畑俘にしたがったが1年醐実習できるので酪嚢ニースにした。酪綴ヘルパ～はとりあえずお

　l

@i・2i6

@i
@…　…

　　i　　　レ1・さい煩から購余で蘇らすこと、畑仕事、動物に接することが姶きだく）た。麗業短大卒業後、Y会の酪

@　i　　　穣を担嫌するが、輿家に婦つた後また酪膿をやりたいと思い、知人に紹介してもらった十勝讐内の酪農

@　…　嫁で1鱗膿蹴した誇灘夏髄込みで1諏く漁々な農糀ま渚・れることを礫している時・卒業
E・

　｝
@i　…20i8

@2
@…

　　1　　汰学受燃こ失敗して、色存なアルバイ陵続けながら、il扮のやりたいことを探していた．都愈には撫
@　…　　　…分のやりたいことはないと思い、動物に触れる｛i：事をしたいと思うようになった，緑がいく》ぱいで、入

出腿：1～五8は〔5｝より難三戒．19・20は筆者の1講き数り調査（2003年差3月〉よりf㌻成．
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表2－1審良野在住野菜ヘルパー嵐身者

調査　口

期生 職業

1 1 勿入
2 1 新規参入
3 1 農業フリーター
4 1 農業フリーター
5＊ 1 フリーター
6＊ 1 主婦
7 1 主婦
8＊ 1 主婦（元農業フリーター）
9 2 アグリプラン

10＊ 2 主婦（元農業フリーター）
11 2 農業フリーター
12 2 農業フリーター
13 2 主婦
14 2 トラック運転手
15＊ 2 主婦（元農業フリーター）
16 3 農業フリーター
17＊ 3 農業フリーター
18＊ 3 元農業フリーター
19 3 飲食：店従業員

20 4 現役ヘルパー
21＊ 4 農業フリーター
22＊ 5 農業
23＊ 5 農業
24 6 農業研修生
25＊ 6 農業
26 7 現役ヘルパー
27 7 農業研修生
28＊ 7 農業

資料：ふらの農協での聞き取り調査（2003年）

註）　「主嫡　：農業と関係のない冨良野在住者と結婚，

　　「農業」　；農業後継者と結婚．

　　「＊匪：調査に応じてくれた人．
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嚢2－2 欝拠鰹野薬ヘルパー分析

調登

ﾔ母 醐綱囑・列　　～陣・醗　　騰翻　　　鵬鋤　　i灘・灘轍・碇
圭 一姓i・2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1n瀬大（秘翻蹄懸・生撮の、×筐齢齪の蝋に瞳訟第歌魔業に戯ヘルパ河‘圃凝歩瀟噌徽野G

D職鍛岱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　1きたいと思っていたから“　　　　　　　　　iS雨地元農家と結婚

・i・一・圓・・i・糊｝・灘轍　　　　1・腱灘犠響から勲独立した騰霧瓢鍮讐籍欝齢」
　i　l　i3il～3i掃性i36　1　i　i　　　　　　　　　［ 　　　　i駈樋繭櫛籔に2卿1藻副　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iバイ晩の人欄係畷Σ離を醗たい一へ・レパ騨1翫繍回翫賄頗闘牌攣騰響葦三鰍でフ跨i鯉欝傑窪鱒纏掘三み睡（かター生か騨椰

・i・國細1饗灘箆繍鵠・騰繊轡撒纏羅謡甥郵三許
判嗣騨響灘1欝幽畷㌫縷轡・よ一i讐灘麟劉
・i琳嬬i・・1鯨i・・灘　　　　i・i鋤…磁・飯駅・欝鰹叫常鱗醒醐癒
・卜・岡・6i糠・ヨ・螺嚢簿灘鰍い騨・膿響と諜畔駅溜艦♂騨）　キ…黙

・i矧鯛・・i縢罐轟欝懸議謝灘紹礎糠艦臨宅譜膿機鷹（灘鰻麟畷
・i・園・・瞬醗夢騨続糀欝糊・膿嚢灘ざのよう1こして猟叫・…獺

・・ c・i坤・i・嗣・｛嚢轡麟後謹曜に鋤i。麟難奪灘轡以外の農疑　騰麟

・・ 齒閨E晦・畷霧驚灘誹脚蜘こ1・懸蹴膿耀こ轡つ虚ヒi地・騰麟
1・ 堰E幽・・瞬蟻チ錨轡髄嫌剛・i・・麟蝋鰍騨楓　・灘麟
峠一・睡i23脚磯多欝騨纏織樋■象欝1証麟灘齢蝦i・鱒畑珊
小i鋼・・i・・矧大照・・鵬騰瓶　i・謄㍊誓響灘して嚇・峨構騰・る

申瞬国鯨朧鷲熱蒲諜欝㌔・騨欝登難選禦蹴とにi鵬…鷹醸魏
資糧＝聞き欺り網資より鮮成（2003年｝

践〉縢鱗との闇蜘二103は、寅象が農家の人． 「傷は、棋父緯の象が鰻濠である人．「Xjは、観照に農巣関係鳶がいない人、
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衷2－3　宵良野野菜ヘルパー聞き鍛り内容抜粋

講糞
ｮ．「 @池

期礁 職業 性別 年齢 出身 応募理由　（攣細）と今鍛について

2 1～2

搬婦（元農

ﾆフリー
^ー〉

女性 26
神奈川

ｧ

進学校卒災後、ヘルパーに応募。ヰ騰遵へのあこがれ、夷家から離れたい、競に迷悪を掛けたくな
｢、大学に行きたくない　勉強以外のことをしてみたいと思っていたことがきっかけ。北海越で響ら
ｷために様々な市町轡に亀議していたところ花嫁対策ではなかった宵良野に決めた．纂務作巣をして
｢ると盤業をやりたくなる。

窪 2
宅鱒（光展

ﾆフリー
^ー〉

女健 29 埼∋鼠県

アパレル会枝に猷ギ勤める．蒔校避四時から農楽に興瞭があって迂っていた。あまり年を取ったら思い
ﾋつたことが幽来ないので渥職して斑岩遵へ、｝乏た。牧郷に戻るメ、持ちはなく、北海道に住んで懸規姦

¥するつもりで来た、飯蒙はリスクが大きいから自分にはムリだと思う．でも農作業が好きなのでチ
氓ｪ手を離れたら鮎履をしたいと思っている。

5 2～4

主婦く兀凝

?フリー
^ー〉

田幡 34
岡山県

D置旧
ﾎ

夫家勧酪農雇、．捷機翌輩・メーカー“茄菅亭」無として効めるが，趣瞭のスキーを夫益に変えた鷹漉をしたい

ﾆ思い、牝梅1篁が幽い仔んだ．｛撫F晦ま燐．．．く、観脚光スζで争供もいなかったので北擁避へ移り住ん

ｾ。ヘルパー．一・毎騨猿、スキーを欝iに纏えた縁分のL活と含っている．いっかは素雇を継がなけれ
ﾎなら撫いか、また蕪るつ．もりはない．誰かに侮かあったらその時に鋳た考え．瓢そうと思っている．

6 3～4
炭叢フリー
^ー・

ズ性 24 東鼠八
oニー芦賀

侭御眠ヨ桂ド挾に湧・た治ヨ校が通わなくて滋h爆鰍こな穆たかったが断念した．津のあるところに
Zみたかったので担い峯セン．タ一一から碧澱暴の展氷夫瀞鷹を紹介してもらった、、友入がJA巻良野に

�ﾟ、ヘルパーの嚢1罫熱｛介してくれた。欝袖をしていたが腰を旧してしまったので、もう農作羨は
o来ないが、今後も牝海ぺで働きたい．

7 3～5
農業フリー．

[一
錫嫉 26 極蜘縫

ﾀ

受験に央寂し、離から叉ざを離れて諒しい瀦こ揺’みたいと思っていたので、£｛拶’葉膿鴎の趣叢笑4磐．

ﾉ応募し鵡冨疑野は羅轡や体みが多く、畑俘だったので応募した湾擁として簡き、員劉汰だいたい
ﾌことを任されている　冬は好きなスキー弓の柑事をしている．絶対に北海道という再凡ではない
ｪ、北海道にはずっと∫づごい。新規3入も考えているが，安疋的な欝ぼで働いていたいので、俸編に
ﾍ颪を｛すけている。

8 4～5
炭業フリーー

^ー
女難 25 札幌市

働いていた玄桂が樋潔し、摺から農｛咋黙をしてみたいと患っていてのでヘルパーに応募した。野業を…生の仕1自こは∫え！（いない。農業をやるのであれば欝良疑でなくてもいいと思っている。これから

ﾝかん農癌に行こうと概っているが、元のことは∫えていない。もし札銚でいい貿、llがあれば農欝以
Oのことをするカもし蕊ない。勤かすお余が大きく、り．スクが大きいσ）で農業で独立は煮えられな

｢。

14 8 ヘノレパー 理1三 23 旭耕市
就職活動【｝に飯震法入愈鶴説略会にi躍。拶惣法人に興味があったがいきなり農蔭叢ができるかどう

ｩ不女だったので、ヘルパ～に応募。人年は夫駅に煽って就職濤動をしょうと思っている。侮でも溝
ﾎずにやってみようというxしになく）ている。

15 s ヘノレパー ノ讃三 33 東班

難動軸鰍製闇闇詮の脚滑や技麟1・こ出るが、もと矯と好きな焦罫ではなレ・のと厳しい労畿条件により押

ｦ匿し、やったことの痩いことiこ挑喉したいと思い、ヘルパー一に療募，農業を饗夫こ自労が髄恥るか
ﾇつル騨1略するために潤た。もし難し．いようであれば地元に舞正って就職する．

蜜蝋二闘き取り講僅より作戒（2003不）

表3一王 豊原生鷹組合の概要（2000年10月〉

資格 年齢 勤続 前職

年数
三

構成員、組合長 43 9 スーパー・マ

2 構成員、前組合長 53 2硅 市姫生協職
3 構成員、理事 騒 6 タクシー遜
農 構成員、理事 33 5 薬品メーカ
5 構成員、監事 褄1 11 水遵冥罰管工

6 構成員 46 23 酪農経営
7 構成員 37 膿 ホテルの調
8 構成員 29 2 大学院生
9 従業員 35 G．5 酪襲法藤織
10 従業員 31 4 肉牛牧轡爽
11 従漿員 29 4 紙規学卒
12 従業貝 29 1 会社員

出身地

スーパーマーケット職員苧葉県
　　　　　　　　　　　　　　北海道幌廼町

　　　　　　　　　　　　　　北海道建寄町

　　　　　　　　　　　　　　福島県

　　　　　　　　　　　　　　北灘道一ヒ絹町

　　　　　　　　　　　　　　北海道足寄町

　　　　　　　　　　　　　　北海進上μ溜．r

　　　　　　　　　　　　　　北海進札幌帯

　　　　　　　　　　　　　　牝海燕小樽市

　　　　　　　　　　　　　　愛知鍛

　　　　　　　　　　　　　　北漉；溢中札内村

　　　　　　　　　　　　　　島根県

農家

出身者

嚢の職業

○　　老人ホーム職員

×

X
×

x
○

×

×

x
×

豊原・パート

豊原・パート

無職

コンど二。パート
（独身）

（独身）

（独身）

無職

（独身）

○　無職
× 豊原・パート

磁資金

（千円）

　　3520

　　侃20
叉235

隈3G

王7ア5

3520

2000

1．oo

資科　　〔9〕を一部変えて表鳶．
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表3－2 難原生産維合構成艮・従業鍛

調－．、．雫

ﾔ母
勤続

N数
資格 年齢 主な応募理蜘・今後の慧向

三 9 構成貴、組命疑 嵯3
実家が儂家で将来は肉隼擬家になりたいと思っていた．勤めていた会祉が傾いたのを機に就展
�lえたが、隣紐合長と幽会い痛緯合に興昧を縛ち入る．

2 24 構成籔、前組含長 53 もともと醗業に閣心があった，それまでの懐寧に嫌気が差しており、上川町腿脇の職興から強
ｭ勧められて入る．

3 6 構戒儀、理事 44 それまでの仕事は給料が安く欝労していた，親が灘綴舎の構成貴で繭線含長が妻の親戚だった
ｱとから紹介され入る，

穫 5 構戒貫、理箏 33
繭から動物に興味があった。鋤物薬のセールスマンをしていた織，i聾組余は顧客だった。会社
ﾍ上珂の命令で鋤かなければならないが、当組禽は1筋〉が幾いと思うことを実現できる。その
ｪ嚢｛王は撫くなるが醸漁い所だと思った。

5 11 構戒緯、監霧 4三

畢蝶の頃親戚の酪農家に遊びに行っていた．議隷合の講いがあって、別の仕事をしながら、バ
Cト穫度に作業をしている問に縫業に翼味を持った．また、絵料がそれまでの佳事よりも瑚
ｩった．

6 23 構戒貴 46 子供の蟹から酪腿に興瞭があり小さな牧猫を経営したが、設締投資がネックとなり、以繭から
Uいのあった駿原に入ることにした．

？ 哲 構成貴 37 父の進めで醍業の輝門学校に入学する．実響を撫ねる寧で酪農に興味が強くなり、人：：1二授轄に
ｻ味が湧いてきた，在学「Pに離総合長に誘われて入る．

8 2 構戒儀 29
避伝子研究をしていて簿士課程に入ったが、一磁研究職で良いのか疑問を持った。膿業はよく
煬怩ｭも1ξ1分で決め、その織果が儀分に返ってくる。担い手センターで当紐舎長に講われ、グ
梶[ンウ諜一ブで働きながら擦乳をしていた．将楽は酪機で独立したいと思っている。

9 G．5 従難護 35
病院の事務をしていたが、旛分のカで結果のほ1る仕事をしたいと思い献職を考える。鳶溺の農
?１：三蔽組余に就職するが、従業貴として使われるだけだったので嫌気が糾し、賑い墨センター

ﾉ蹄：冶を紹介された。

10 壕 従業毅 3王

虞i籍隊を除隊し旅に｝圭：｛てから、li扮で漸漸を梼ちたいと思うようになり、様々な晶晶・藩産の

q織を譲り歩く．…仙川鰐の牧場で働いた時に当色合と顔見知勘だったので入る。今は、牛など
�狽ﾁて、野菓を作りlil繍叢論のような滋三繕をしたいと思っているが、環在の時点で今後のこ
ﾆはわからない、

1．玉 4 従漿儀 29

晶晶繕…機家で小¢い撰罫…から『偽てきたので、笹の：＝：馴こ就く気は酬い．アメリカで．．膿漏湖

�ｵた後、型傭捨の従業鑓だった妻に紹介されて入ったが、今後も構戒鍛になるつもりはな
｢、将来のことはまだわからないが、やりたいことをやりつつも勲分に付力嚇1薇を付けてゆき

ｽいと思っている5
籔料：20〔｝3辮10月隣1齢取り講嶽より資三戒．
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