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北海道における新規参入者の実態と地域との関わり
― 余市町と平取町を事例に ―

北海道大学大学院農学院
北海道大学大学院農学研究院

鄭
小

林

龍
国

暻＊
之

The real situation of new farmers in Hokkaido and the relationship
between the regions.
- A case study of Yoichi-cho and Biratori-cho Yongkyeong JEONG＊a, Kuniyuki KOBAYASHIb
Graduate School of Agriculture, Hokkaido University
b
Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University
a

Summary
In recent years, the rural leader problem and the aging problem have become topics of primary concern
in Hokkaido. New farmers have been recognized as a vital presence for the rural areas.
This study, comparing two rural areas, where the numbers of new farmers are increasing, is proposed
to further understand the relationship between the regions in Hokkaido with regard to new farmers.
Relationships between the regions of the new farmers of both regions by new farmers system showed a
different trend. But it has revealed that the new farmers are important presence as well as principal of
agricultural production.

Ⅰ

はじめに

いは参入後にどのような生活を送り、地域とどの
ような関わり方をしているのか等、参入者個人や

現在北海道において農村の担い手問題や高齢化
問題が深刻化されており、農村の存続問題も話題

地域との関わりに着眼点をおいた実証的研究は極
めて少ない。

の

そこで本研究では、実態調査を通じて新規参入

受入れを積極的に進め、農業の担い手だけではな

者が地域でどのような生活を行っており、地域と

く地域社会の中核的な担い手へと成長させる取組

どのような関わりを形成しているのかを明らかに

が進められている。北海道においても多くの地域

する。さらにその関わりを通じて地域にどのよう

で新規参入者受け入れ体制が構築され、その結果

な影響を及ぼしているのかを明らかにする。

となっている。こうした中で新規参入者

（注１）

新規参入者数が増加傾向にある地域も少なくな

北海道における新規参入者の参入動機は北海道

い。これまでの新規参入者に関する研究は、新規

の農業・自然へのあこがれや新しい生活への希望

参入者の参入過程に注目し彼らの定着条件に焦点

など比較的共通している。一方新規参入者を受け

を当てた農業経営学的視点での分析研究が多くを

入れる地域の受け入れ体制（参入者の求める要

占めている。そのため、新規参入者個人がどのよ

件、経営形態など）は地域によって異なる。本研

うな考えを持って地域に参入しているのか、ある

究では、このような異なる受け入れ体制を持つ二

* Corresponding author: yongkyeong@hotmail.com
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つの地域での新規参入者の経営実態と地域との関

区を対象とする。

わりを比較し、これからの北海道における新規参
入者の役割を明らかにすることが目的である。
福与[５]は地域社会の機能を①資源管理機能、

注釈
注１）土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営

②地域振興機能、③自治機能、④生活補助機能、

を開始した者（農林水産省）。

⑤価値・文化維持機能、⑥災害対応機能に分けて
おり、小田切[３]は集落機能を、｢守り｣の集落機
能と｢攻め｣の集落機能に分けている。小田切[３]

Ⅱ

事例地の概況

によると、「守り」の集落機能は、地域を変化さ
せず、そのまま守っていくことを示す。そこで福

１．余市町の概況

与[５]の六つの地域社会の機能のうち①資源管理

余市町は北海道最大の果樹栽培地域であり、耕

機能、③自治機能、④生活補助機能、⑤価値・文

地面積の約76%（765ha）が樹園地となってい

化維持機能、⑥災害対応機能が「守り」の集落機

る。2011年｢北のフルーツ王国よいちワイン特区｣

能に該当するといえる。また、「攻め」の集落機

として認定されるなどワインブドウへの関心が高

能は新しい活動を通じて地域を新しく変化させる

まっており、生産量も増加している。その中でミ

ことを意味しており（小田切[３]）、そこで福与

ニトマトとトマトを中心とする施設野菜の栽培も

[５]の六つの地域社会の機能のうち②地域振興機

増加している。余市町登地区は、総農家数76戸、

能が「攻め」の集落機能であると考えられる。

果樹栽培農家が74戸でほとんどを占めている地域

そこで本研究では、この二つの視点を用いて、
新規参入者の地域の関わりを集落のレベルから分

である。果樹栽培面積は23,206aで総耕地面積の
約89％を占めてある。

析し、それぞれの事例地で新規参入者の関わりが

余市町の新規参入者受け入れ体制は後述する平

どう位置づけられており、新規参入者がどのよう

取町に比べて参入者の自由度の高い形態をとって

な役割を担っているのかを明らかにする。

いる。参入過程としては、相談、書類提出、面接

研究対象は北海道でも新規参入者が多く集まっ

の順で参入が決定されるが、農業への意欲がある

ている余市町と平取町を選定しており、両地域の

人であればほとんど参入ができる仕組みとなって

中でも新規参入者集積地区である登地区と振内地

いる（図１）。そのため、実際の新規参入者数が

図１

事例地の新規参入者対策

資料）聞き取り調査より筆者作成。
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多く、余市町には1989年から24年間105名が参入

Ⅲ

実態調査から見た新規参入者の特徴

しており（図２）、ここ5年間参入相談にきた人
は85名で、そのうち14名が相談後実際に参入して

調査の対象は各地域の新規参入者であり、2014

いる。新規参入者の栽培作目は果樹が最も多く、

年11月余市町登地区内の新規参入者8軒、2016年1

105名のうち75名が果樹栽培を選択している。

月平取町振内地区内の新規参入者8軒の調査を
行った。調査は2時間程度の聞き取り調査を実施

２．平取町の概況

した。

平取町の総農家数は347戸であり、そのうちト
マト農家は162戸である。「ニシパの恋人」とい

１．余市町における新規参入者の特徴

うブランドを中心とする北海道最大のトマト産地

余市町登地区における新規参入者の基本概況を

である。平取町振内地区の総農家数は22戸であ

見ると（表１）、主な作目はワインブドウである

り、そのうち15戸がトマト栽培農家である。新規

が、多様な果樹や野菜作目を栽培していることが

参入農家が12戸で半数以上を占めている新規参入

分かる。経営面積は小規模であり、基本的に夫婦

者集積地域である。総耕地面積は17,902aで、そ

2人で栽培を行っている事例が多いが、経営主一

のうち野菜栽培面積は1,306aである。

人で行っている事例や雇用労働力を雇っている事

平取町の新規参入者受け入れ体制は、平取町担

例も見られる。参入後すぐ収入が得られない果樹

い手育成センターでの相談、申込書の提出と選考

作目であるため、年間粗収入が少ない事例が多

という流れで参入が決まる。平取町の場合、毎年

く、青年就農給付金などの支援金で生活を行って

2名という人数を限定しており、新規参入者の栽

いる事例が多い。出荷先としては、農協出荷はな

培作目はトマトとして決められている。また、2

く直売所や個人店への販売などそれぞれが販路を

年間の研修を必ず受ける必要があるなど制度的に

持っていることが分かる。
参入過程（表２）を見ると、40代未満で参入し

確立している地域である（図１）。
平取町には2002年から毎年1〜2名の参入者が
入っておりすべてトマト専業農家である。

た者がほとんどであり、全国から参入しているこ
とが分かる。また、半数以上の農家が４年制大学
卒と高学歴である。前職は会社員がもっとも多

図２

余市町における年度別新規参入者数

資料）聞き取り調査より筆者作成。
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表１

登地区新規参入者における基本概況

資料）聞き取り調査より筆者作成（2014年11月調査）。

表２

登地区新規参入者における参入過程

資料）聞き取り調査より筆者作成（2014年11月調査）。

い。研修過程を経ていない農家が半数を占めてお
り、参入障壁が低いことが分かる。

表３

登地区新規参入者における参入動機

参入動機（表３）としては、農業をやりたいと
思った人、田舎暮らしや環境に優しい生活がした
かった人などそれぞれの動機を持っているが、特
に自分で生産したブドウを使い自らのワインを作
ることを目標とした人も見られる。
２．平取町における新規参入者の特徴
平取町における新規参入者の基本概況（表４）
を見ると、すべての農家がトマト専業であり、基
本的に夫婦2人で経営を行っている。農外所得は
全くなく、農繁期に雇用労働力を使っている農家
が半数以上を占めている。平取町における新規参
入者のトマト平均単収は平取町の平均単収を上
回っており、これが既存農家への刺激にもなって
いる。施設野菜であるため、参入初期から収穫が

資料）聞き取り調査より筆者作成（2014年11月調査）。
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表４

振内地区新規参入者における基本概況

資料）聞き取り調査より筆者作成（2016年1月調査）。

可能であり初年度から収入が得られる。出荷先は

になっている。全国各地から参入しており、前職

すべての農家が農協に出荷している。

は会社員がもっとも多い。すべての農家が2年以

参入過程を見ると（表５）、参入年齢は40代が
半数以上を占めており、余市町よりは高い年齢層

表５

上の研修過程を経ていることが分かる。
参入動機（表６）としては、前職になんらかの

振内地区新規参入者における参入過程

資料）聞き取り調査より筆者作成（2016年1月調査）。

表６

振内地区新規参入者における参入動機

資料）聞き取り調査より筆者作成（2016年1月調査）。
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限界を感じたという動機が最も多く、その他にも

農業組織（生産部会、出荷部会、農事実行組合、

北海道や植物栽培へのあこがれなどが挙げられ

青年部など）、農家交流がある。表７を見ると、

る。すべての農家が新規参入を決めてから平取と

ほとんどの農家が区会には所属していることが分

いう地域を初めて知ったと答えている。平取町を

かる。しかし、区会以外の地域組織には参加して

選択した理由は、収益が得られる施設野菜の有力

いない農家も見られる。農業組織としてはほとん

産地であるため、新規参入支援がはっきりしてい

どの農家が農事実行組合以外には参加していな

るためなどがあった。半数以上の農家が新農業人

い。組織への参加以外の個人的な交流は活発に行

フェアで平取に来ることを決めていることから新

われており、研修先や近所の農家との情報交流、

農業人フェアが新規参入者の地域への入り口に

おすそ分け、労働力交換は頻繁に行われている。

なっていることが分かる。

しかし中には、自分の経営で暇がないためあまり
地域の人と交流をしていない、する必要を感じて
いないと答えた農家も存在する。

Ⅳ

新規参入者における地域との関わり

次に、攻めの集落機能を持つ組織を見ると、
「のぼりんぐ」、「LA FETE DES VIGNERONS

１．余市町における地域との関わり

A YOICHI」、「しりべしなんでも百姓くらぶ」

余市町における調査農家別地域との関わり状況

が挙げられる。まず、「のぼりんぐ」は、2013年
登地区を中心に作られた新規参入者女性会であ

は表７のようになっている。
その内容を小田切[３]の集落機能に分けて見る

り、2013年現在７人が参加している。そのうち６

と、まず守りの集落機能としては、地域組織（区

人が農家で、全員新規参入者である。主な活動と

会、道路組合、神社会、消防団、ＰＴＡなど）、

しては、札幌地下街での直売所の開設や農産物の

表７

登地区新規参入者の地域との関わり

資料）聞き取り調査より筆者作成（2014年11月調査）。
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加工事業、情報交流がある。次は、「LA FETE

町には多くの新規参入者が集まっており、各集落

DES VIGNERONS A YOICHI（余市ワインブド

の新規参入者が中心となって｢しりべしなんでも

ウ栽培農家のフェスティバル）」というイベント

百姓くらぶ｣のような集落とは関係のないいわゆ

であり、新規参入研修生により2015年から開催さ

る「攻め」の機能を持つ組織が作られていた。し

れた余市ワイン農家ツアーイベントである。総11

かし近年、｢のぼりんぐ｣のような集落を基盤とす

軒の農園が参加し、そのうち既存農家が2軒、新

る新規参入者組織が作られており、さらに既存農

規参入農家が9軒である。農園の見学やワインの

家も参加するワインイベントなど「攻め」の集落

試飲ができるイベントである。全国各地からワイ

機能を持つ組織や活動も始まっている。

ンに興味のある人々約300人以上が訪問してお

以上のように余市の新規参入者は、単なる農業

り、地域内での交流だけではなく地域外との交流

生産の担い手だけでなく地域を変化させようとす

にもつながっている。次に、「しりべしなんでも

る主役として活発な活動を行っている。

百姓くらぶ」は、集落を基盤としてはいないが、
新たな活動を行っている組織である。1996年後志
総合振興局の新規参入者10名程度が結成した無農
薬野菜栽培組織であり、2010年現在35軒が参加し

２．平取町における地域との関わり
平取町の調査農家別地域との関わり状況は表８
のようになっている。

ている。そのうち農家は25軒でほとんどが新規参

まず、「守り」の集落機能を持つ活動として、

入者である。小樽での直売所の開設や情報交換な

地域組織（自治会、消防団、ＰＴＡ、地域祭り、

ど活発な活動を行っている。

余市町は栽培作目

スポーツサークルなど）、農業組織（生産部会、

が多様であり、それぞれの農家が各自の販売先を

農協女性部、新芽会（平取町新規参入者会）、わ

持っている。それによって販売先の開拓・確保の

き芽会（平取町新規参入者婦人会）、農協フレッ

ための様々な組織を作っており、「攻めの集落機

シュミズなど）、「ふれないネオフロンティア」

能」が発達していると思われる。

が見られる。ほとんどの農家が地域組織に参加し

このように余市町では、地域を維持する「守

ていることが分かる。また、トマトという同じ作

り」の集落機能を持つ組織だけではなく地域を変

目を栽培しているため全農家が生産部会に参加し

化させ振興させる「攻め」の集落機能を持つ組織

ており、農協女性部やフレッシュミズなどの農協

も見ることができる。図３は、このような余市町

部会、新芽会やわき芽会などの新規参入者組織へ

における集落機能の形成を示した図である。余市

の参加も活発に行われている。平取町振内地区の

図３

余市町における攻めの集落機能の形成

資料）筆者作成。
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表８

振内地区新規参入者の地域との関わり

資料）聞き取り調査より筆者作成（2016年1月調査）。

最も大きい特徴は｢ふれないネオフロンティア｣で

まだ形成されていない。その要因としては、トマ

ある。｢ふれないネオフロンティア｣は、振内地区

トの農協による販売体制が有効に機能しているこ

の農家が作った農家組織であり、現在は新規参入

とが挙げられる。一方｢ふれないネオフロンティ

者も所属している。調査した８軒のすべての農家

ア｣のような既存農家が作ったグループに新規参

が所属しており、主な活動としては、新農業人

入者が参加することで、離農農家の代わりに「守

フェアへの参加、新規参入者のための土地確保、

り」の集落機能を担っている（図４）。彼らは既

技術支援など主に新規参入者支援活動を行ってお

存農家との結束力を高めることで、地域の農業生

り、地域を維持させるための担い手育成に努力し

産の担い手だけでなく、地域を維持する一員とし

ている。

て活躍している。

日常的交流としては、研修過程が義務となって
いることと新規参入者数が多くないことで周りの
農家と深く交流している事例がほとんどである。
研修先や近所の農家との交流が多く、既存農家側
からの積極的な交流も行われている。
平取町の場合、余市町のように集落のなかで新
たな活動を行う「攻め」の集落機能を持つ組織は

− 106 −

図４

平取町における守りの集落機能の形成

資料）筆者作成。

Ⅴ

おわりに

との関わり）がこれまで有効に機能していること
から、あらたに「攻め」の集落機能を持つ組織が

本研究では、実態調査を通じて北海道における
新規参入者集積地域の新規参入者の参入動機、経
営形態、地域との関わりを明らかにした。

生まれにくくなっている。
このように両地域は、それぞれ様々な参入動機
を持った人々が参入しているが、各地域の新規参

余市町登地区は、新規参入者数が多く増加して

入者体制によって経営形態とそれによる地域との

おり、特にワイン作りに関心がある新規参入者が

関わりが異なることが明らかになった。「守

増えている。余市町は、新規参入者の参入障壁が

り」、「攻め」という二つの特徴に分かれている

低く、栽培作目や経営形態などの制限がないため

が、両地域とも地域を守ろうとしている動きが行

それぞれの農家が様々な品目を栽培しており、販

われていることは同じである。このような状況の

売先も多様である。このような経営形態は実際地

なかで新規参入者は、地域内で人と人をつなげる

域との関わりにも影響を及ぼしている。それぞれ

役割を担っており、様々な活動を行うことで活力

の品目や販売先を持っていることで新たな販売組

のある地域づくりを図っていることで地域の既存

織や技術が必要となり、それによって余市町には

農家に刺激を与えている。すなわち新規参入者

新規参入者が中心となる多様な組織が作られてい

は、これまで主に議論されてきた農業生産の担い

る。それらが「攻め」の集落機能を持つ組織であ

手だけではない存在として位置づけられている。

る。

本研究では、新規参入者の生活と地域との関わ

一方平取町振内地区は、新規参入者受け入れ体

りに焦点を当てて彼らが現在農村においてどのよ

制が明確化されているところであり、それに伴っ

うな存在となっているのかを明らかにした。そこ

て新規参入者が毎年参入している。平取町は担い

で今後、新規参入者の活動が地域にどのような変

手育成センターを中心に新規参入者受け入れ体制

化を起こすのか、その変化は農村の再生や活性化

が進行されており、栽培作目はトマト、出荷先は

につながっていくのかが課題となると思われる。

農協である。そのため平取町振内地区の新規参入

さらにその中で新規参入者の担うべき役割を考え

者は経営形態が画一化されていることが分かる。

る必要があると考えられる。

それによって既存農家との交流を通じた「守り」
の集落機能を持つ組織への参加が高いが、生産部
会を通じた農協へのトマト出荷という体制（地域
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