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次世代への農業の継承：親元就農の事例から
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 客員研究員 和泉

真理

次世代の農業者の確保については、「新規参入」や「雇用就農」にスポットがあたり、中
枢を占める「親元就農」については、実像が見えにくい状況にある。
本稿では、最近親から経営を引き継ぎ、独自の事業を拡大させている３人の若手農業者に、
経営継承の経緯と具体的な方法、継承後の経営内容、そして地域農業の展望などについて
インタビューを行った。IT 技術を活用した多様な経営展開が見られたが、団塊の世代の引
退時期を迎え、若い世代への経営継承を後押しする取り組みが必要である。
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１．はじめに
次世代の担い手の確保は日本の農業が直面する最大の課題といえるが、本件につい
ては農業のバックグラウンドを持たない若者による新規参入や雇用就農にスポットラ
イトや公的支援は向かいがちであり、親元就農、いわゆる「農家の後継ぎ」の姿は見
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えにくい。2018（平成 30）年の 49 歳以下の新規就農者に占める「自営農業就農者」
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の比率は 51％であり、その 10 年前には 60 〜 70% を占めていたことから比べれば
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その割合は縮小しつつも、引き続き次世代の農業者の中核をなしているのだが。
姿が見えにくい親元就農の若者たちだが、近年 SNS を通じた発信が目に見えて増
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世代間のギャップ、親からの経営継承の難しさなどについて発信している。そこで、
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いて、親から経営を引き継いだ 30 歳前後の３人の若い農業経営者から、事業継承の
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経緯、継承後の農業経営、地域農業の展望について話を聞いた。また、親世代に当た
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る農業者数人から、子ども世代への継承や今後の地域農業への展望を聞いた。時節柄、
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２．新潟県の魚沼地域の米農家

Ａ氏

Ａ氏の Twitter アカウントの先頭の固定ツイートにはこう書かれている 注１）。
「 現在（30 歳）: 水稲 20ha（100 枚）／雪下にんじん 0.3ha/ 社員 2 名
目標（40 歳）: 水稲 40ha（200 枚）／雪下にんじん 2.0ha/ 社員 3 名
社員に安定した給料、福利厚生を用意し安心して仕事に取り組める環境を作り、地
域資源を守りたい。私は担い手として常に精進し取り組みます。皆様ご指導の程、宜
しくお願い致します」
Ａ氏は新潟県の津南町、魚沼コシヒカリと豪雪で有名な地帯で稲作を営む。30 歳
の今年、就農 5 年目で父親から経営を移譲され、同時に経営を法人化した。父親に
経営を継承させてくれと言い続けてきたという A 氏は、農業に対しても地域に対し
ても極めて前向きに活動している。
（１）就農・事業継承の経緯
Ａ氏の家はこの地で代々農業を営んでいる。Ａ氏の父親は専業農家で、22 歳で就
農してから 57 歳になった現在まで、30 年をかけて農地の集約を進めてきた。Ａ氏
が父親の経営を継承しようと決めたのは 20 歳の時であり、それまでは農業を継ぐ気
はなかった。親の農作業に疲れている姿や、値段が下がった・損をしたというような
会話から、Ａ氏にとって農業は長らくやりたくない仕事だった。それもあってＡ氏は
東京の大学に進み経済学部を選んだ。その考えを変える転機となったのは、学生時代
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にＴＰＰについて報道され、農業や米について詳しくない友人から、「お前の家はコ
メを作っているのだからこれからやっていけなくなるだろう」と言われたことだった。
父親が一生懸命頑張っているのに、他人に何でそんなことを言われなくてはならない
のか、という思いから、自分が農業をやろうと決めたそうだ。
大学 3 年の正月に帰省した時、父親に農業を継がせてほしい、と頼んだ。「今就農
しても何もできない。どこかで勉強してこい」と言われ、設立されたばかりの日本農
業経営大学校の１期生となった。ここならば農業について全体的に勉強できると思っ
たことと、学費の助成があるのも魅力だった。しかし、日本農業経営大学校に行って
みると同期生は農業後継者として経験や知識もある若者ばかりで、そのなかで自家の
経営の中身すらも知らないＡ氏は苦労したそうだ。後になって考えれば、実家を手伝
うとか、他の農家などに研修に行くなどしてから日本農業経営大学校に行けば良かっ
たとＡ氏は反省している。
日本農業経営大学校を修了し、25 歳で実家で就農してからは、Ａ氏は５年後の 30
歳で経営を継承させてほしい、と親に言い続けたそうだ。父親は当初は無理だと言い、
Ａ氏が新しいことをやることについても否定的だった。しかしＡ氏は「まったく折れ
ない性格」で、就農後２〜４年目にさまざまなことに挑戦した。
例えば、Ａ氏は自分でコメを売ってみたいと、精米して配達し販売することを始め
た。独自に飲食店に声をかけ販路を開拓して直売を始めたが、きちんと販売を続けて
いるうちに売り先も増え、旅館・飲食店・弁当業者などに直接販売するようになった。
ミニ白菜やカボチャの栽培にも取り組んでみた。カボチャ６反は全部失敗したが。
同時に父親が担ってきた仕事も、先回りしてやることで、自分の仕事の割合を増やし
ていった。息子ができるのであればと、父親から任せられる仕事は増えていった。
地域の若い稲作農業者の横のつながりを作りたいと、「魚沼ブラザーズ」というグ
ループも立ち上げた。Ａ氏が地元の４Ｈクラブの会長など色々な役になったり推薦さ
れたりするようになり、父親へも周囲から「お前の息子、がんばっているな」という
声が耳に入るようになるなかで、父親の自分の提案に対する拒否反応は減った。「父
親の洗脳に５年かかった」そうだ。同時に、就農当初、例えば限られた品目を大量生
産大量販売するといった父親の経営方針に対して否定的だったＡ氏が、その後父親の
経営の合理性に気づき自らの経営計画に取り入れていった。父親と息子の経営方針の
歩み寄りのための５年間だったということだろう。
（２）継承後の農業経営
2021 年 1 月に経営を法人化しＡ氏が法人の代表になったが、現在の社員はＡ氏と
父親だけであり、Ａ氏と父親との役割分担に変化があったわけではない。
Ａ氏の経営は現在水田が 20ha と畑が 2ha、そのうち自作地は５ha となっている。
水田は大体５つの地域にあり、すべて自宅から 1.5km 圏内である。父親が進めてき
た農地の集積は今一段落という状態で、このところあまり増えていない。周辺の集落
では 65 歳、70 歳という兼業農家がまだまだ元気にコメを作っているからだ。しかし、
Ａ氏のいる集落と隣接する集落で、若い担い手はＡ氏を含め２人だけである。
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周辺の集落内で農地の集積が進まないなか、Ａ氏は現時点では２つの方向で対応し
ている。１つは水田に比べて借りやすい畑地を活用して換金作物を作ることであり、
前述のように白菜やカボチャなどに挑戦し、現在では雪下ニンジンを主力に生産して
いる。他にスィートコーン、ソバなどにも取り組んでいる。雪下ニンジンは、雪を退
けるための面積を含めて１ha 強。高価格で取引される上、作業時期がコメと重なら
ないところも魅力である。
もう１つは、周辺集落を超えた場所で水田を借りることだが、他の地域だと水田を
貸してくれるような知り合いがいないことから、こちらは苦戦している。「水田の１
〜２枚でも作らせてもらえれば、その管理の仕方とか見てもらえるのに」と A 氏は
農業者の集まる会議などで、水田１枚でもいいから作らせてほしいと言ってまわって
いるそうだ。
Ａ氏は 1 年前に地域の若手稲作農家のグループ「魚沼ブラザーズ」を立ち上げた。
地元のＪ A に青年部がなく、若い農業者のつながりは４Ｈクラブしかないことから、
稲作での若手のつながりがほしいと考えたからだ。現在、魚沼地域のリーダー農業者
20 ～ 40 代の稲作農家 13 人がメンバーとなっている。魚沼ブラザーズの目的は魚沼
の魅力を上げることであり、そのためには魚沼の米農家が潤うことであり、それに向
けてメンバーが勉強し切磋琢磨するための会である。具体的には勉強会・研修会・懇
親会などを行い、県外の先進的な経営の視察などにも行って刺激を受けたそうだ。ま
ずこのメンバーでレベルアップし、地域全体に波及させたいと思っている。

【イメージ】

（３）地域農業の展望
Ａ氏の住む集落と隣接する集落で、若い担い手はＡ氏を含め２人だけである。Ａ
氏はここをまず「自分にとってメインで守らなければならない地域」と位置付け、
30ha 弱程度を将来担うことになると考えている。経営を 40ha まで拡大するとの目
標を立てているが、残りの 10 数 ha は、河岸段丘になっている津南町の、より高い
標高の地域の水田に出作することで作付け時期をずらせたらと思っている。また、作
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業の分散のために、コシヒカリと価格があまり変わらないもち米の生産を始めること
も検討している。
地域の農業者を見ていると、今は元気な高齢の兼業農家が頑張っているが、10 年
後にはその層は引退し、20ha 以上層が残るだろう。さらにその 10 年後には、20ha
以上層のなかにも引退する農業者が出てきて、そこには継承をする経営としない経営
が出るだろう。この時には、既存の農家だけではなく新しい農業者が入ってこないと、
地域の農地は維持できないだろうとＡ氏は見ている。そのためにも 10ha 程度の規模
の れん

のコメ農家を、経営継承や暖簾分けなどで育てる必要があると考えている。Ａ氏自身
経営を法人化した理由の１つに将来第三者に経営を継承することを容易にすることが
ある。同時に引退した農業者などが畦の草刈りなどを手伝ってくれるような仕組みの
構築も必要だと考えている。
Ａ氏は Twitter や Facebook で極めて精力的に自らの農業や生活について発信して
いる。これらの発信は、地域を超えた若い農業者間の情報交換、仲間づくりに発展し
ている。
Ａ氏の発信のなかで特徴的なのは、特に農村で遅れている夫婦の家事分担などへの
積極的な発信だ。
「仕事と育児なら間違いなく育児の方が大変だと僕は思う。なぜなら妻は 24 時間
も子どもを見ているのに対して男の仕事は長くて 15 時間。寝不足になろうが率先し
て子守りするのが男の役目」
これについてＡ氏は、「60 代くらいの農業者は全然育児をやらない。それでは共働
きの時代に対応できないと思う。家が円満になるようにするのが男性に求められてお
り、外で立派にやっていても説得力はないと思う」と言う。この発想を持つ世代が農
業界の主流になることを期待している。

２．東京都の野菜農家

Ｂ氏

Ｂ氏は現在 33 歳、父親は 67 歳である。Ｂ氏の家は江戸時代から代々この地で農
業を行っており、現在は 1.4ha の畑地で野菜と体験農業を営む。都心から北東に電車
こつぜん

で 30 分弱の場所にあり、農地は住宅地のなかに忽然と広がる。Ｂ氏は６年前、27 歳
の時に就農した。
東京都の農業は当然ながら限られるが、若い世代は比較的多く存在する。例えば、
は 15.8% で

注２）2020 年農林業セン

東京都における基幹的農業従事者に占める 49 歳以下の農業者の割合

サス概数値

あり、全国平均の 10.7% よりも大きい。東京という場所で農業を選んだ若者たちが

注２）

大都市で消費者との距離が近いことを活用しつつ創意工夫を凝らした農業を展開して
おり、B 氏もそのような若者の１人である。
（１）就農・事業継承の経緯
Ｂ氏は代々続く農家の長男として、親の営む農業を継承するのは自然な流れであり、
小学校の低学年の時に自分は自家の後継者になると言っていたそうだ。大学は農業を
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勉強したいと北海道で農学部で学んだ。卒業後は、将来の経営に役立つのではと東京
の大手青果物の卸売企業に就職した。そこで得た仲間や小売業のバイヤー、各地の産
地との人のつながりや、卸売業を通じて学んだ農産物の売り方、値段の付け方などの
技術は、就農後も大きく役立っている。卸売会社で６年間働いた後に就農した。
実家に就農後の最初の 1 年は様子見ということで、親から言われるままに農作業を
こなしたが、次の年からはＢ氏が農地にロープを張り作付け計画を決めるなど、実質
経営を主導するようになった。お金の出入り、資材購入、確定申告なども現在はＢ氏
が管理している。
（２）継承後の農業経営
Ｂ氏の農園は法人化していない。メリットとデメリットを考えているところだそう
だ。Ｂ氏の農園の労働力は「休みが取れなくなってしまうので、障害者の人にアルバ
イトに来てもらっている」が、基本的にＢ氏の両親や妻などの家族が担っている。
体験農園は父親が始めたもので、その前はキャベツ農家だった。父親が体験農園を
始めるとともに少量多品目の栽培体型へと転換し、販路も近隣の小売店や飲食店への
直売が中心となった。その他、都市のなかで営む農業として、ブルーベリーの摘み取
り、農業体験などにも取り組んできた。現在、Ｂ氏の家の農業経営は、父親が体験農
園を担当し、野菜生産など他の部門はＢ氏が担当している。父と子の経営を分けたこ
とは、経営のスムーズな移譲にとり有効だったようだ。
就農後は従来の路地栽培に加えて施設園芸に取り組みたいと考えていたＢ氏は、
2019 年にハウスを新築してアスパラガスの栽培を始めた。青果物の卸売企業で働い
ていた時、アスパラガスの収益性の高さを感じており、また、アスパラガスは新鮮で
あればあるほど美味しいので、これを東京のなかで作れば新鮮さと味で消費者を喜ば
せることができるだろうと考えた。しか
し、アスパラガスの生産に必要な労働力
の確保が課題となり、アスパラガスの調
製・出荷作業を近隣の福祉作業所に委託
することにした。福祉作業所の職員に実
際に現場を見てもらい、障がい者でも
携わることができる作業の有り様につ
いて時間をかけて詰めていったそうだ。
そのために必要な選別機と大型冷蔵庫
の資金調達のために 140 万円を目標額
にクラウドファンディングで資金調達
を行ったところ、200% の 280 万円が集
まった。Ｂ氏の姉はデザインが専門で、
姉の作ったスマートなサイトや、東京都
内での農業、農福連携の取り組みに多く
の人の共感を得た。クラウドファンディ

【イメージ】
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ングは資金調達だけではなく、農園の新しい顧客の確保にもつながっている。
Ｂ氏は物事にこだわる性格で、アスパラガスなど新しい作目の導入や省力技術、エ
コ農業の導入などについて、You Tube をみたり、ＳＮＳでつながった生産者に実際
に聞きに行ったり、さらに主要産地のＪＡの栽培暦を参考にしたりしてしっかり勉強
する。
販路については、これまでの売り先を絞りスーパー２店舗を中心にすることで、効
率化を目指している。卸売会社にいた経験と人脈が、野菜の値付けや余剰農産物の売
り先の確保などに役立っている。野菜の値付けは、安くすればもちろん売れるが、儲
けがあるちょうど良いくらいの値段の決め方が難しい。Ｂ氏は全国の市況や、主要産
地の動向を見て値段を決めている。
（３）地域農業の展望
前述したように、東京都内には若い農業者がそれなりにいる。親と一緒に経営をす
る若者も親とは異なる取り組みを始める若者もいるが、消費地のなかにあり、行政か
らの支援も手厚いなかで、彼らは稼げて面白い農業をやろうとしている。「自分たち
の時代は都市で農業の後継者となること自体が仕方なくというものだったが、息子の
世代は農業をやる意義や、農業で稼ぐことを前向きに考え、頑張っている」とはＢ氏
の親世代の農業者の言である。
例えばＢ氏の近隣で 30 歳前に就農した後継者は、父親とは別経営とし、トマトの
養液栽培を始める傍ら、使われなくなった畑を借りてトウモロコシの迷路を作った。
多くの人が迷路体験とトウモロコシのもぎ取りに訪れ、収益をあげたし注目も集めた。
Ｂ氏はこのような仲間の取り組みに刺激を受けている。若い農業者 10 人程度が集ま
る勉強会に参加するとともに、Facebook などで他の農家の栽培技術などを常時チェッ
クし、必要になれば直接見に行くなどして情報収集に貪欲である。
Ｂ氏は最近、隣接する耕作されなくなった畑を借りた。今のところ雑草対策に苦戦
しているそうだが、他の農業者と切磋琢磨しつつ新しい都市農業を模索しているとこ
ろだ。

３．新潟県の平野部の米農家

Ｃ氏

新潟市に隣接する平野部で米と花・畑作を組み合わせた経営を行うＣ氏は現在 31
歳、27 歳の時に父親から経営移譲を受けた。
（１）就農・事業継承の経緯
Ｃ氏の家はこの地で代々続く米農家である。Ｃ氏の父親は先進的で合理的な考えを
持つ農業経営者であり、コメの販売先をすべて直売にし、無農薬・無化学肥料栽培を
行い、冬場の花の栽培、畑作への取り組み、農業者をつなぐＩＴネット立ち上げ、仲
間との直売所の立ち上げなど合理的な経営を追求するなかで、先進的な取り組みを
次々と行ってきた。Ｃ氏は姉２人の３人姉弟であり、そのような父親の経営を見つつ
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育ってきており、自然と農業を継承する道を進んだ。東京農業大学で学んだ後、卒業
後は就農前に食品流通の現場を見ておこうと、４年間地元のスーパーで働いた。27
歳でスーパーを退職し就農すると同時に父親から経営移譲を受けた。
（２）継承後の農業経営
現在の経営は６ha 弱の水田でコシヒカリと黄金餅を作り、ハウス３棟で花（チュー
リップ、ユリ）、約１ha の畑で里芋、ニンニク、学校給食用の野菜などを作っている。
農地はほぼ全体が自作地で、労働力はＣ氏と両親である。
エネルギッシュな父親に対して堅実に見えるＣ氏だが、経営主となってからいくつ
かの新しい取り組みを始めた。１つは、「食べチョク」を利用してコメのネット販売
を始めたことである。父親の代からコメは直売所、個人客、小さい飲食店などに直売
してきたが、その販売ルートを増やしたいと思ったからだ。ネット販売により、クレ
ジット支払いが行え、お金のやりとりの手間が省けるのも魅力だった。「食べチョク」
での販売を始めて半年後に新型コロナウィルスの感染が拡大し、人々の在宅が増える
あたりからネット販売は好調になり、７月にはコメの在庫がなくなった。このネット
販売を通じて C 氏の作るコメを繰り返し購入する人や定期購入者が増えている。ネッ
ト販売の問題はスポットの客があることだが、安定的な顧客の確保にもつながってい
る。Ｃ氏は「食べチョク」のサイトに設けられた生産者紹介のページで、無農薬栽培
などコメ作りに対するこだわりについて書いた。購入者からのコメントには、安心な
上に美味しいコメだったというのが多かった。消費者の安心・安全への関心の高さを
感じた。コメの販売は好調だが、Ｃ氏は現在の６ha 弱というコメ全体の面積を増やす
気はない。現在、コシヒカリともち米（黄金餅）の両方を作っており、黄金餅はほと
んどを業者に委託して加工販売している。こちらも美味しいと好評で高い値段で売れ
るので、現状の面積のなかでコシヒカリともち米のバランスを考えていくつもりだ。
もう１つの新しい試みは学校給食用に野菜の販売を始めたことだ。里芋、サツマイ
モ、ジャガイモなど芋類が主体だが、大根やネギなども出荷している。学校給食とい
う販路は、価格が変動せず価格水準も市場の平均価格なので売り先として安定してい
るところが魅力だと C 氏は考えている。地元の市は学校給食で地元産の食材を使い
たいと出荷を奨励しているが、地域の野菜の供給力は生産者の高齢化により減少して
いるのが実態だ。野菜生産者による学校給食部会のメンバーで若い世代はＣ氏だけだ
そうだ。
（３）地域農業の展望
Ｃ氏は現在コメ、野菜、花の３つの作目を生産しているが、地域の後継者の状況は
この３つの作目ごとに異なるそうだ。
コメについては集落営農組織や農業法人などがあり、所有者が耕作できなくなった
水田はこれらの組織が受託して管理しているため、現時点で耕作放棄地はほとんど見
当たらない。Ｃ氏の水田の周辺でも、所有者に代わって大型のコンバインが受託作業
をしている光景が増えたそうだ。これらの組織の担い手は 50 代が中心であり、当面
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は心配ないが、Ｃ氏によれば「彼らには後継者がいない。担い手の息子がコンバイン
に乗っているのを見たことがない」そうだ。現在の担い手層が農業から撤退する 20 年、
30 年後に水田の担い手がどうなるのかと懸念している。コメの場合は農外から新規
参入することは難しいし、実際新規参入者は地域にはいない。
現時点ではＣ氏は周辺地域内の唯一の若いコメ生産者だ。そのうちに農地を借りて
ほしいという話が C 氏にくるのでは、と聞いたところ、規模拡大すれば生産コスト
も増えるし直販をしているので新たな販路も探さなくてはいけないので、規模拡大路
線はとらず現実的な経営をしていくつもりだとのことだった。
野菜については、新潟県はコメから畑作への転換を推奨しているところだが、コメ
という新潟ブランドのある作物から価格変動や競争の激しい野菜への転換は難しいの
ではないかとみている。現存の野菜生産者は高齢者ばかりで後継者はいない。
これに対して、切り花は 30 代の若い生産者が多いそうだ。
Ｃ氏はこのような状況のなかで、今後の経営方針として、花や野菜の品質の向上を
図り、個人経営として堅実にやっていくと語った。Ｃ氏自身は農業で生計を立ててい
けると思っているが、まだ小さい息子たちが成人した時に農業がどうなっているかは
分からない。息子たちはやりたいことをやればいいとの考えだ。

４．次世代への継承をめぐる課題
紹介した３人の 30 代の若い農業経営者は、いずれも 30 歳になるかならないかで
経営を継承している。親は経営の拡大や合理化に積極的に取り組む専業農家であるこ
とや、３人とも現在は小さい子どもの親である点も共通している。
注３）和泉真理・横田茂

親元就農については、およそ 10 年前に『農業の新人革命』注３）を上梓し、そのな

永『農業の新人革命』
（Ｊ

かで新しい経営を展開する親元就農の若い農業者を取り上げた。当時の若い農業者の

Ａ総研研究叢書６）、農
文協、2012 年

特徴として、農業という職業を積極的に選択した若者が、経営面積の拡大や作目・販
路の選択が容易になり、他方従来の市場出荷では十分な収益があげられないという現
実のなかで、多様な経営を展開しつつあった。親世代は、例えば当時の（社）日本農
業法人協会の会員となっている経営者層の６割が 50 〜 60 代であるなど脂の乗って

注４）農業法人協会「農
業法人白書 ＜ 2009 年農
業法人実態調査結果＞」
2010 年

いる時期であった 注４）。
そこから 10 年を経て、団塊の世代が 70 代を迎え、同時に農業の継承の難しさが
クローズアップされるようになっている。SNS への若い農業者の発信にも、「いつま
でたっても継承がなされない」「継承しても子どもの意見を尊重しない」「継承の話し
合いがこじれ、親とは別の経営を始めることになった」などの書き込みが目に付く。
2017 年にＪＡ全農は『事業承継ブック―親子間の話し合いのきっかけに―』を発行
した。タイトルから明らかなように、本書では円滑な経営継承のためにはまずは親子
の対話を行うよう促している。これからの農業は、親世代の培った知識と経験の上に、
既成概念にとらわれない子の発想を上手に取り入れていくことこそが重要だとしてい
る。紹介した３事例は、正にそのようなタイミングでの経営継承がなされている。継
承の仕方は、自ら経営主になろうと奮闘したＡ氏、Ｂ氏も親との経営分担をしつつも
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自ら経営主となる一方、Ｃ氏は親と本人の合意の下で継承が行われており３者３様で
あるが、３事例とも親世代が積極的な農業経営を行い経営を発展させており、子世代
はそれを見て育ってきていることが大きいだろう。
また、この３事例から明らかなように、10 年前と現在の農業の大きな違いは、Ｉ
Ｔ技術の進歩を活用した農業が展開されているということだ。栽培技術の習得・販売・
資金調達・ネットワーキング・情報の収集と発信など若い農業者は IT 技術をさまざ
まに活用して農業経営を展開しており、経営の選択肢はますます大きくなった。IT 技
術の活用は、農業であれ社会全体であれ若者から浸透する。ＩＴという武器を得た若
い農業者の感覚と、それを使いこなしきれていない親世代とのギャップの拡大が、次
世代への農業の継承を阻害している一因なのかもしれない。
息子に早々に経営継承したＣ氏の父親は、「ごく少数の若者が意欲を持って取り組
もうとすると、高齢者の多い農村の古い体質に向かって出る釘となり、打ちのめされ
地域を去って行く状況だ」と嘆く。ＳＮＳには「ここで発信している農業者のような
人は自分の周りにはいない」という若い農業者の書き込みもあった。
2017（平成 29）年度の『食料・農業・農村白書』によれば、販売農家のうち 49
歳以下の基幹的農業従事者のいる農家は１割に過ぎない。定年退職者ではなく、若者
の親元就農を促進する取り組みが喫緊に必要であろう。
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