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長崎市

r

廷 繊

み ち した こ うへ い

道下晃平さん

C国岡Dミニトマト

年齢 34歳

星座 おとめ座

血液型 0型

趣味・特枝。資格

釣り、小型船舶一級

経歴 飲食業

好きな言葉 (座右の銘)など

臨機応変、行動力

Ql農業を目指したきつかけは?
高齢化が進む地元へ、なにか活力が湧きそうな新しい風を吹き込みたいと考

え、かねてより興味があった農業を選びました。

Q2就農 して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

営農資金は余裕を持って準備したほうが良かった。就農に向けての具体的
な段取りやスケジュールを関係機関で事前に調べて確認しておくことも大切

であった。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

役に立っている。自分はマンツーマン研修を1年間延長したが、栽培管理方

法が異なる2戸の農家で研修できたことは非常t刊にかった。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
JA青年部に加入して活動している。地域の農業仲間でグループを作り、ハ

ウス解体作業・資材確保などを互いに助け合っている。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
栽増管理や施設整備等については研修農家の山下さんや西口さんに相談。

技術的なことは県の機関である県央振興局や」Aの指導員に尋ねている。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
研修農家の山下さん、西口さん。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
単収向上。高品質な商品づくり生産と単収向上を目指す。将来は地域雇用

を進めるなど地域貢献できる経営者にな
'プ

たい。

旅行を満喫。
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長崎市

た か は し え い じ

高橋英志さん

…

いちご

年齢 29歳

星座 おひつじ座

血液型 B型

趣味・特枝・資格

ギター、 ドライブ

経歴 造船関係

好きな言葉 (座右の銘)など

ポジティブ、 日々勉強

Ql農業を目指したきつかけは?

雇用されて働くのではなく、なにか自分で独立して仕事をしたいと考えていた

時、タイミングよく、いちご栽培を行っていた祖父母が高齢のため栽培中止

することを知り、栽培施設を受け継ぐことができた。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

就農する前にインターンシップなど農業に係る経験をいろいろしておけばよ

かった。

Q3新規就農研修 は役に立ちましたか?(習得できたこと)

マンツーマン研4多では、年間を通じたいちご栽培の流れが実際にわかり役に
立った。                    '

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。
」Aいちご部会の情報交換や交流を通じて活動を広げている。

Q5就 農後 、困つた時 には、何 を、誰 に、相 談されていますか?
栽培技術的なことは研修農家の浦江さんや高単収農家の方 。々

他には自分が目指すような農業を実践されている方などに相談している。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?

研修生の先輩である楠元さん。株をみる力を見習いたい。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
単収30,000パック/10aの達成及び規模拡大。

6月 頃にハウスを開放して近隣の人たちにいちご収穫を楽しんでもらう。

キャンプできる場を作りたい。
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西海市

い ぞ え しょうた

井添将太さん

…

いちど13a

年齢 22歳

星座 やぎ座

血液型 B型

趣味・特技・資格 釣 り

経歴 農業高校卒業後、

技術習得支援研修を受けた

好きな言葉 (座右の銘)など

一喜―憂

,

ミ撞

Ql農 業 を目指 したきつかけは?

親が専業いちご農家、長男で後継ぎのため西彼農業高校に進学した。卒

業後、技術習得支援研修を受講し、親とは別経営で地元で盛んないちご栽

培で就農した。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

いちご栽培の電照や施肥技術についても、もっと勉強しておけば良かった。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立 ちましたか ?(習得できたこと)

技術習得支援研修は非常に役に立った。高度な環境制御技術習得のた

め研修を継続し、2年目は受入農家の仕事を任せられた。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。

農協のいちご部会、西海市4Hクラブに参加している。

Q5就 農 後 、因 つた時 には、何 を、誰 に、相 談 されていますか?

栽培技術については、研修受入農家の浦江さんや、平成27年度1期研修

生の野口さんに相談している。病害虫についてはインターネットの情報も参

考にしている。

Q6農 業で手本 とされている方 はいらつしゃいますか?

野口さんの省力化対策(自動灌水、液肥混入)を参考にしている。

Q7今後の展望、理想の将来像は?

土地があればあと10a規模を拡大したい。

いちどの単収も3万パック/10aを達成したい。
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諫早市

さか い  た け し

酒井猛志さん

C国団Dミニトマト

年齢 32歳

星座 おうし座

血液型 AB型

趣味。特技,資格

釣り、無人ヘリライセンス

経歴 スポーツ業界 (サッカー)

好きな言葉 (座右の銘)など

倒れるなら 。前に倒れろ

Ql農業を目指したきつかけは
'

県外から帰京するときに決めていた。理由は自分はサラリーマンには向いて

いないが農業は合っていると考え決めました。

Q2就農して感 じたことは?(準備しておけfrよかったことなど)

農業は1人でやれる、がんばれば良いと思う人もいるが、コミュニケーションが

ない人は成功しないと考えるので、人間関係をまずは大切にして下さい。

Q3新規就農研修は役に立ちましたか?l習得でき症と)

マンツーマン研修で、直接、農家の回場で栽培管理作業等の実習を行う事

で、一定の技術が習得でき、自信が付いた。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
ミニトマト部会仲間や周辺地域のミニトマト農家の皆さんと防除法、出荷に

ついて話し合います。特に、親しい仲間とは、常に連絡を取っています。

Q5就農後、因つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
一緒にハウスの片づけや補助事業を取り組んだ小野地域のグループの仲

間とは、日頃からミニトマトの肥培管理の相談をしています。

部会仲間とは、ミニトマトの栽培方法の確認を日頃から行っています。

Q6農 業で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?
自分自身で目標を決めて、収量、所得目標の達成に取り組んでいます。

Q7今後の展望、理想の将来像 は?
現在、ミニトマト27a、 就農3年目でず。食味の改善など品質向上を目標にし

ています。成功すれば面積拡大し、所得を上げていきたい。
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諫早市

市川宏寿さん

C園口Dミ ニトマト20a
さつまいも8a
ブロッコリー3a

年齢 48歳

星座 いて座

血液型 A型

趣囃特技,資格 読書、

ZOOM会議 (有機栽培関係 )

経歴 自衛隊、国会議員秘書、

営業職を経て研修後、就農

好きな言葉 (座右の銘)など

一日一笑

Ql農業を目指 したきつかけは?
実家は兼業農家、長男であったので帰崎。農業は家庭菜園をしており、もと

もと関心があった。

Q2就農 して感 じたことは?(準備しておけ
`ぎ

よかったことなど)

就農準備資金をもっと確保しておけば良かった。就農時、ハウスの補助残の

負担が厳しかった。長崎に住んでいなかったので、地域のコミュニティーに馴

染むのに時間がかかった。

Q3新 規 就農研 修 は役 に立ちましたか?(習得できたこと)

非常に役に立った。特に、土壊肥料や経営簿記などの基本的な座学は為

になった。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
下広瀬地区中山間地域振興組合の代表、ファーマーズマーケットきん彩の

副会長、道の駅長崎街道鈴田峠のイベントの役員をしている。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?

栽培技術的なことは、受入農家の西口さん。その他にSNSの日本農業者

ビジネスネットワークを不」用している。

融資については県央振興局の担当に相談している。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
第一に 受入農家の西口さん。自然農法を実践している長野県八ヶ岳の

のらくら農場。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
ミニトマトの経営規模は現状維持で、単収を現在の8t/10aから12t/10aに拡大

したい。さつまいも、にんじん、白菜などを有機的に生産し直売所で販売したい。

海外の農業施設や有機農業、GAPの取組を視察に行きたい。
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謙早市

原 啓太さん

鶴甑鵬 大玉トマト17a
ブロッコリー45a

年齢 26歳

星座 かに座

血液型 0型

趣味・特技・資格 ドライブヽ 水泳

経歴 農大卒業後、技術習得
支援研修を受けて新規就農

好きな言葉 (座右の銘)など

特にない

Ql農 業 を目指 したきつかけは?
実家は稲作中心の兼業農家、諫早農業高校卒業後、県立農業大学校に

進学した。野菜学科でトマト栽培を学習したことで、自分で経営できる農業で

自立する決心をした。農業大学校を卒業後、技術習得支援研修事業を知り

応募した。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

技術習得支援研修終了後、親の知人が所有する中古ハウス7aを賃借し就

農をスタートし、3年前に隣地に中古ハウス(10a)を 移設し現在 17aの経営

規模で大玉トマトを生産しているが、規模拡大は順調だと感じている。

Q3新 規 就農石汗修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

技術習得支援研修で学んだ事は全て役立っている。就農1年 目は栽培管

理が追いつかず、病害虫防除も農薬の特徴を知らず大変苦労した。それら

はやはり経験しないと分からない事だと思う。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
農協の県央トマト部会、農協の青年部、消防団に参加している。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
栽培技術について|よ部会の先輩や県央振興局の野菜担当に相談している。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
経営規模や反収については受入農家の藤崎さんを目標にしている。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
環境制御技術の拡充を図り、現在の単収14t/10aを 20t/10aまで引き上

げたい。当面、規模拡大は考えていない。

昨年11月 に結婚した。毎日一緒にご飯が食べられる家庭生活を大切にした

い。嫁さんは車に傷がつくのでハウスに来ない。

11

016446
長方形




・
手

|∩ ler― view

諌早市

や ま ぐち しん た る う

山口信太郎さん

…

ゴーヤ

年齢 28歳

星座 やぎ座

血液型 0型

趣味・特技・資格

ドライブ、造園技能± 2級

経歴 造園業

好きな言葉 (座右の銘)など

日々精進

Ql農業を目指したきつかけは?
実家が兼業農家のため他産業で働いていましたが、仕事上のケガが原因で

退職し、父とゴーヤ部会長の谷渡さんとの繋が切があり、農業に取り組んで

みたいと考えました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかつたことなど)

人との繋が
',を

大切にすることで、今の谷渡さん(当時の部会長)との関係

ができ、受入農家の田川さんとも繋がって、現在はJとヤ栽培での新規就農

に結び着くことができました。

Q3新規就農研修 は役に立ちましたか?(習得できたこと)

技術習得支援研修を受講した事で、ゴーヤ栽培管理の知識や技術習得が

出来るようになり、また、地域の人間関係の繋がウも強くな
',ま

した。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
ゴとヤ栽増での現地検討会や目揃い会にも参加させていただき、部会員の

皆さんとの協調がうまく出来ています。

Q5就農後、因つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
Jとヤ部会の谷渡さんや受入農家の田川さん、周辺のゴーヤ農家の方々に

直接相談し、アドバイスを受けています。特に、ゴーヤの生産量アップ方法等

をオロ言炎しています。

Q6農 業で手本 とされている方 はいらつしゃいますか?

谷渡さん、田川さんを目標に、ゴーヤの栽培管理に取り組んでいます。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
現在、就農1年目、面積12aを栽培していますが、今後、Jとヤのハウス

面積を20aま で拡大したいと考えています。
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大村市

さと う だ い す け

佐藤大輔さん

C屡霊賜Dきゅうり

年齢 38歳

星座 ふたご座

血液型 A型

趣味。特技・資格 プラモデル

電卓検定 1級、珠算検定 1級

経歴 郵使局

好きな言葉 (座右の銘)など

自力本願

Ql農業を目指したきつかけは?
就農前に営業で地域訪間中に農家を見聞きしてきた。その中で、農業に関

心が強くなり、農業を新規に目指そうと考えました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

農業を開始して感じることは、自己責任を強く感じています。問題や課題に

ついては自分自身で考えて解決する責任感を持つことが大切だと思います。

Q3新 規 就 農 研 修 は役 に立 ちましたか?l習得できたこと)

新規就農時に農業経営の方針や資金借り入れ計画等の講義が、就農後

は簿記講義が大変役立った。また、農業経営を開始する時に、きゅうり農家
の方々との人間関係を学ぶ事が出来ました。 ＼

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
日頃から、きゅうり農家の仲間や先輩の方々と、栽培法等について相談し、

情報交換を行っています。

Q5就 農後 、因つた時 には、何 を、誰 に、相 談されていますか?
先輩や」A等の指導員へ栽培法、病害虫等を相談しています。

特に、農地の相談や各種情報交換のために、地域農家との繋が
'サ

を大切に

しています。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
周辺の中堅農家で優秀な方 が々おられますので目標としています。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
現在は15a+4a=19aのハウス栽培に取り組んでいます。令和4年度には

約10a程度を増設予定です。
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Ql農 業 を目指 したきつかけは?
取引先の農家へ配送を行う中、農家の働く姿が自由に見えた。また、サラ

リーマンと違い、金を生むパワーがあると感じた。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど
｀
)

就農地域の人間関係、農地やきゅうり農家の情報収集が重要と感じた。

また、ハウスの建て込み作業(構造)、 農作業の意味を理解しておくことは大切です。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

基礎技術研修の座学等で、農業全体の各種制度の知識を学べたのは大き

かった。マンツーマン研修では、きゅうり栽培で、農家の昔ながらの管理法や

最新の技術を学ぶ事が出来た事は大きかった。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
きゅう

',部
会での現地検討会、日揃い会等へ参加し、きゅうり農家等と相談し相

互交流を行っています。集落活動については地域の集落行事に積極的に参

カロするようにしています。

Q5就 農 後 、困 つた時 には、何 を、誰 に、相 談 されていますか?
周辺農家の方々へ相談することが多いです、また、新規就農した仲間と一

諸に語
',合

い、新たな発想や創造力を活かせる環境にあ
',ま

す。

Q6農 業 で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?

動画配信農家の方々の情報発信に関心を持っています。この中から、新し

い動きを習得し、今後は自分の経営に活かしていきたいと考えます。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
現在は就農3年目で12a(きゅうり)+7.2a(野菜類)=192a
を栽培しています。将来は30aのハウス栽培に取切組みたい。

食品衛生責任者の資格を取得したので、将来は農産物の加工にも挑戦したい。

|∩ lerview

大村市

な か た た か ひ ろ

中田票博さん

C居賢貶Dき ゅうり

年齢 33歳

星座 おとめ座

血液型 0型

趣味・特枝・資格 ゲーム

経歴 運送業

好きな言葉 (座右の銘)など

安全で楽 しく!

ー
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島原市

堀田ひとみさん

C罰羽Dアスパラガス、
ブロッコリー

年齢 46歳

星座 さそ
'サ

座

血液型 0型

趣味・特技・資格 絵を描く
おいしいものを食べる、

経歴 食品加工関係

好きな言葉 (座右の銘)など

感謝 !

よかよかどがんかなる !!

Ql農 業 を目指 したきつかけは?
実家は農家 (露地野菜)で、父が他界後は農地を他者に貸していたが、将

来の農地管理方法が気になっていたところ、夫から就農への強いすすめが

あ
')、

勤めを辞めて農業を行うことにしました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

当初、取組品目は,莫然と露地野菜をイメージしていものの、具体的に決めていな

かった。施設野菜であるアスパラガスに取り組むこととなったが、最初から品目を決

めておけば、該当する講義はしっかり受講し、もっと知識が身についたと思う。もっ

たいないことをした。

Q3新 規 就農研 修 は役 に立ちましたか?(習得できたこと)

基礎技術研修では、自分が知らないことをたくさん学ぶことができた。マン
ツーマン研修では、わからないことは受入農家に随時質問し、的確な指導
(回答)を受けることができた。

Q4地 域や周 辺農 家さんとの協 調などについて
お聞かせください。
」Aアスパラガス部会に加入し、若手で勉強会を行っています。仲間とは

LINEで情報共有しており、自身の問題解決に非常に役立っています。

地域では自治会や子供会などの活動に参加。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
病害虫防除(使用農薬、農薬のローテーションなど)や栽培方法について、研修

農家の前田さんや部会の仲間、島原振興局や」Aの指導員に相談しています。

Q6農 業 で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?
研修農家の前田さんをはじめ」A青年部の仲間(先輩)。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
単価の高い規格の生産率アップによる所得向上。

わたしが農業をがんばっている姿を通して子供たちに農業の魅力を感じてほ

しい。そして、作物を育てることの大切さ、安心安全な食べ物への意識。自然
への感謝を忘れないで欲しいです。

日本全国温泉めぐり。

暖亀
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雲仙市

横田洋平さん

G国団Dミニトマト

ブロッコリー

年齢 28歳

星座 おひつじ座

血液型 0型

趣味・特技・資格 サッカー

経歴 運送会社 (福岡)

好きな言葉 (座右の銘)など

努力

Ql農業を目指したきつかけは?
福岡の運送会社で7年間働いていたが、地元に帰って自分で仕事をした

かった。実家は兼業農家で、ミ三トマトを選んだのは国見に生産者がいな

かったから。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけ
`Fよ

かつたことなど)

国庫補助事業でハウスを新築したが、公庫資金が利用できないため近代化

資金を使った。もう少し自己資金を蓄えておけばよかった。栽培技術(病害

虫、施月巴)についてもっと勉強しておけば良かった。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

大型特殊免許が取得出来てよかった。研修を通じて人のつながりが出来

た。栽培技術については、就農1年目、ハウスを導入する前に取り組んだ3a

の栽培経験が特に為になった。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
農協西部ミニトマト部会に所属、地元の消防団に参加している。

Q5就 農 後 、困 つた時 には、何 を、誰 に、相 談 されていますか?
栽培技術や経営管理については部会の農家さんに相談している。環境制

御技術に関することは島原振興局の野菜担当に指導を受けている。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
大規模経営を行っている千々石町の田中さん

Q7今後の展望、理想の将来像は?
経営規模をミニトマト30aまで拡大したい。ミニトマトの手があくR寺期に冬作

ブロッコリーlhaを 栽培する。ミニトマトの単収については、気候条件に関わ

らず安定的に17t/10aを確保したい。

令和2年 10月 に結婚した。明るく楽しい家庭を築きたい。

H
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雲仙市

町田孝―郎さん

…
アスパラガス
ブロッコリー

年齢 33歳

星座 てんびん座

血液型 B型

趣味・特技・資格

子供の成長をみること

経歴 」A職員

好きな言葉 (座右の銘)など

あきらめたら試合終了

Ql農 業 を目指 したきつかけは?
地元出身で実家は兼業農家 (ばれいしょ、水稲)。 長男であり、30歳になる

のを機に新たな品目(アスパラガス、ブロッコリー)に取り組んで所得確保を

図ることを考え、専業農家になることを決心した。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

事前に市などの関係機関に出向き、自分が実際に活用できる補助事業など

いろいろな支援策をもっと勉強しておけばよかった。借
'サ

る農地は調査して

しっかり選ぶこと。

Q3新 規 就 農 研 修 は役 に立 ちましたか ?(習得できたこと)

マンツーマン研4多では自分が希望する品目の栽学技術が習得でき、非常に

役立った。また、大型特殊運転免許 (トラクター)が研修中に取得できた。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
」Aアスパラガス部会、JAブロッコリー部会に加入し、レベルアップのため若

手で勉強会を実施。

」A青年部や消防団に加入し、情報交換・交流を行っている。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
栽培等については、受入農家の前田さんや部会の先輩農家に相談。

アスパラガスの新しい技術は島原振興局などから入手している。

Q6農 業で手本 とされている方 はいらつしゃいますか?
周囲の先輩農家の方 。々

Q7今後の展望、理想の将来像は?
子供の成長をみとどけること。

省力・効率的な作業管理技術の導入・組立による農業の実践。

17
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Ql農 業 を目指 したきつかけは?
田舎暮らしの実現のため、関東から|タ ーン。東京で開催された新・農業人

フェアで、長崎県新規就農相談センターの就農支援相談員に出会い、農業

の道に進むきっかけになりました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなどう

各種契約や約束事は、お互いに確認した内容を書面にしておくことが大

切です。

Q3新 規 就農研 修 は役 に立ちましたか?(習得できたこと)

10ヶ月間のマンツーマン研4多はとても役立っています。研‖多を通して地域で

の人脈開拓にもつなが
')ま

した。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
」Aアスパラガス部会に加入することで、通年の栽培管理など部会員の皆さ

んと情報共有できますし、良い交流を行えています。

Q5就 農 後 、困 つた時 には、何 を、誰 に、相 談 されていますか ?

栽培管理、病害虫防除法などは」A指導員に相談するほか、近隣の同業農

家さんにアドバイスをいただいています。

Q6農 業 で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?
近隣のアスパラガス農家や、SNSでつなが

')を
もたせていただいている全国

の先輩農家の方々です。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
気楽に田舎暮らしを満喫します。

まずは、現状の17aに 力を入れ、収量向上に努めていきたいです。4～ 5年

後以降に規模を拡大するか判断していきたいと思います。

患

辞

一守

|∩ terview

南島原市

ほ しの  ゆ う じ

星野祐司
あ きほ

暁帆さん

…

アスメヾラガス

年齢 37歳、30歳

星座 かに座、おひつじ座

血液型 A型、A型

趣味・特技・資格

マラツン、国―ドバイク

経歴 サービス業

好きな言葉 (座右の銘)など

人間万事塞翁が馬
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南島原市

い わ も と こ う

岩本 光さん Ql農 業 を目指 したきつかけは?

知り合いからいちどの苗を頂き育ててみたとき、とてもよくでき面白かったのが

栽培のきっかけになった。

実家がアスパラガス栽培をしているので、自分で経営できるものをやりた

かった。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけtrよかったことなど)

施設などにお金がかかること。(特にハウス、高設栽培の資材など)

就農する時、お金に余裕があった方がもっとスムーズにできたと思う。

Q3地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。
」Aいちご部会の参加、研修会や圃場見学など進んで参加している。

先輩方の話を聞いて、肥料やハウスの温度など工夫している。

Q4就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?

農業面では、島原振興局や部会の方。

集落行事などは、両親に相談している。

Q5農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
部会の方達

Q6今後の展望、理想の将来像は?

収量アップ(20,000パ ック/10a以上を目指す。)

品質向上 (質の良いものを作りたい。)

部会でトップを目指したい。

は る な

美成さん

…

いちご

年齢 25歳、27歳

星座 ふたご座、てんびん座

血液型 A型、A型

趣味・特技・資格

釣 り、バイク、ショッピング

経歴 即就農、結婚就農

好きな言葉 (座右の銘)など

あきらめないこと

19
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佐世保市

岸川聡明さん

…

みかん

(露地、ハウス )

年齢 50歳

星座 さそり座

血液型 0型

趣味・特技・資格 ドライブ

経歴 自営業

好きな言葉 (座右の銘)など

継続 は力なり

Ql農 業を目指 したきつかけは?
実家は非農家。他県で自営業を営んでいたが、uターンして地元に戻ってく

るに際し、仕事の選択肢の一つとして農業を考えた。地元地域がみかん産

地であったため、取組品目はみかんにした。

Q2就 農 して感 じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

農業も自営業であ
',コ

ツがつかめるまでが大変だが、違和感はない。市など

関係機関を事前訪問し、就農に関する情報を収集し、一般論ではなくて自

分自身が行う具体的内容を相談しておけばよかった。

Q3新 規 就 農 研 修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

マンツーマン研修は非常に役立っている。基礎技術研修では広く農業に関

する知識を得た。また、研修生という仲間ができ、農家をはじめとして人脈も

広がった。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
」Aみかん部会に加入し、勉強会や講習会などの活動に参加している。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
栽培技術等については主に受入農家の永田さん、県北振興局や」Aの指

導員。他には近所の先輩農家の方々に相談している。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
研修先農家である永田さん。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
作業しやすい環境づくりで作業効率アップ。

栽培管理を上手に行い、おいしいブランドみかんをたくさん作
',た

い。

事故なく怪我なく健康第一。
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平戸市

fi

Q可 農 業 を目指 したきつかけは?
地元の就農している仲間、友人達と話し合う中で、農業に興味が湧いてきま
した。自分も農業へ挑戦してみたいと思い、アスパラガスヘの新規就農を目
指そうと考えました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

就農開始資金やハウス構造の知識を、もっと勉強していたら、ハウスの設計

や構造等に役立つと考えます。

新規就農後に農業経営簿記は必要とな
'り

ますから大切です。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立 ちましたか?l習得できたこと)

役立った。特に、マンツーマン研修で直接アスパラガスの栽培に関わり、技
術習得に役立ちました。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
アスパラガス部会員さんと目揃い会等で会い、日頃から病害虫対策や栽培

技術について相談しています。地域の集落行事への参加や集落の草刈作

業等も行い、地域との繋がりを大切にしています。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
アスパラガスの先輩農家、同じ新規就農した仲間違と栽培方法、農業経営

面について相談しています。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
まずは、先輩農家の田中さんに、技術。経営面について相談しています。
丁寧に相談に乗って貫っています。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
現在は30aを栽培しています。4年 目を迎えますが、50aまで経営規模を拡

大したいと考えています。

や ま だ よ しへ い

山田芳平さん

…
アスメヾラガス

年齢 34歳

星座 しし座

血液型 A型

趣味・特技・資格 釣り

経歴 会社員

好きな言葉 (座右の銘)な ど

今、この瞬間が

未来へ続いていく

|ノ

Ａ
臨
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―
―
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平戸市

いぬい  ふ み や

乾 史弥さん

…

アスメヾラガス

年齢 32歳

星座 おうし座

血液型 B型

趣味・特技・資格 動物観察

経歴 会社員

好きな言葉 (座右の銘)など

ピンチこそチャンスだ

Ql農 業 を目指 したきつかけは?
移住を考えていた時、仕事は漁業か農業で検討していたが、平戸市へ連絡

し新規就農希望を相談した時に、技術習得支援研修制度を知り、挑戦しよ

うと考えました。

Q2就農して感じたこと
`よ

?(準備しておけばよかつたことなど)

移住して来たので、方言や人間関係が、移住当初は判らず戸惑いました。移
住を考えている人は、移住先の情報を事前に持っていることが大切と思いま

した。

Q3新 規 就 農 研 修 は役 に立 ちましたか?(習得できたこと)

役立った。これまで、農業の実践経験もなく、実際にアスパラガスを見て角虫っ

て、栽培管理を行う事で理解が深まり、自信も付きました。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
アスパラガス部会の皆さんと、現地検討会等で一諸になった時に相談をさ

せてもらっています。特に、実際に取り組んでいる先輩に、日頃から栽培管理

方法を聞いた
',し

て相談しています。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
周辺のアスパラガス栽培農家の皆さんに相談しています。特に、病害虫の

診断や防除方法を聞いています。

Q6農 業で手 本とされている方 はいらつしゃいますか?
近隣のトップ収量を上げている、先輩アスパラガス農家を目標にしています。

Q7今後の展望、理想の将来像は?
まずは、現状の21aのアスパラガス経営に専念して、日標収量を上げていき
ます。併せて、品質向上に努力していきたいと考えていまず。アスパラガスは

11月 力ちの収入がないので他の野菜作
',に

も挑戦したい。
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平戸市

か す ゃ  とお る

Ql農 業 を目指 したきつかけは?

地元、平戸へ帰り、何かを始めたいと就職等も考えていた時に、技術習得支

援研修の募集があり応募しました。

Q2就 農 して感 じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

就農時に資金は十分あった方が余裕があります。経営開始時は器具、機材

整備のために初期費用が掛か
',ま

すので、準備しておいた方が良いです。

Q3新 規 就 農研 修 は役 に立ちましたか?(習得できたこと)

基礎技術研修～マンツーマン研修を通して大変役立ちました。特に、講義

内容や実践研修を通して自分で考える時間が持て、有意義でした。

Q4地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。

日頃からアスパラガス部会の方々と話し合う中で、多くの知識を学ぶ事が出

来ています。

Q5就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?

アスパラガス部会の諸先輩の方々に、栽培管理方法を相談させてもらって

います。また、地域の方々と一諸に地域清掃 (草刈等)等の集落行事にも参

カロしています。

Q6農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?

先輩アスパラガス農家で高収量を上げている農家を目標にしています。

Q7今後の展望、理想の将来像は?

新規に19.5aのアスパラガスハウスを建設し、2年 目を迎えていますが、アス

パラガスの単収アップを目才旨していきます。

糟谷 享さん

…

アスパラガス

年齢 46歳

星座 いて座

血液型 AB型

趣昧・特技・資格 読書

経歴 IT関係

好きな言葉 (座右の銘)など

地道な積み重ねは、

いつか花が咲 く
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小値賀町

さこ だ あ きの ぶ

迫田昭信さん

…
肉用牛 (繁殖 )

年齢 45歳

星座 いて座

血液型 B型

趣味・特技墳格 音楽鑑賞、
人工授精師、削蹄師

経歴 前職はアパレル関係

好きな言葉 (座右の銘)など

為せば成る

Ql農業を目指したきっかけは?
サラリーマンをやっているうちに、経営者にな

',た
いという気持ちが日に日に

大きくなったので、実家を継ぐことを決意しました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど')

資金借り入れも含め就農する際、十分考えて就農計画を立てたつも
')で

し
たが、就農して数年経ち、いるいると考えが変わ

',ま
した。今ではもっとしっか

り計画を立てればよかったと感じています。

Q3地域や周辺農家さんとの協調などについて
お聞かせください。
和牛青年部や農協青年部に所属し、消防団や姫の松原隊 (森林ボラン
ティア)等地域の活動にも積極的に参加しています。

Q4就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
研修時に指導してくださった受入農家の川村さんに聞くことが多いです。

Q5農業で手本とされている方はいらつしゃいますか?
熱心に指導していただいた研修受入農家の川村さんや、和牛部会長の松
崎さんがお手本であり目標にしています。

Q6今後の展望、理想の将来像は?
さらなる規模拡大と、子牛の平均販売価格を向上させることです。

病気や怪我をしにくい体作りです。
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八代侑紀さん

G割口Dブロッコリー

メロン

そらまめ
いんtザん

さつまいも

年齢 41歳

星座 うお座

血液型 B型

趣味。特技・資格 音楽鑑賞

経歴 兵庫県からIタ ーン、

五島市で師匠に農業 を学び

ながら就農

好きな言葉 (座右の銘)など

為せば成る

五島市

Ql農 業を目指 したきつかけは?

妻の実家がある五島市にIターンしました。

五島で食べたメロンやブロッコリーがおいしく、感動して就農しました。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど)

農産物の栽培技術について、事前に十分勉強しておくことが必要だと思い

ました。

Q3地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。
ブロッコリーやさつまいもなど、同じ品目を作っている仲間と勉強会や情報交

換をしています。ほかにも地域の先輩農家さんとはよくコミュニケーションを

とっています。

Q4就農後、因つた時には、何を、誰に、相談されていますか?

就農時にお世話になった師匠に、何でも相談します。

Q5農 業で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?

師匠です!

Q7今後の展望、理想の将来像は?

もっと規模拡大をしたいです。また、自分の商品が出身の関西のお店で並ぶ

ように販路の開拓もしたいです。

自分が移住者ということもあ
'ヅ

ますが、五島と都市部との架け橋になって、関

係人口を増やして、もっと地域が,聞うような仕事がしていきたいです。
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壱岐市

や ま ぐ ち しん じ

山口信治さん

…

アスメヾラガス

年齢 43歳

星座 おうし座

血液型 A型

趣味・特技・資格 音楽鑑賞、読書

経歴 美容師 (20年 )

好きな言葉 (座右の銘)など

やれば出来ないことは無い

Ql農業を目指したきつかけは?

高校卒業後は県外で進学・就職しましたが、もともと実家が農家だったので、
いずれは後を継ぎたいと思っていました。結婚して子供が生まれ、自然豊かな

環境で子育てをしたいと思ったのも壱岐に戻る決め手でした。

Q2就農して感じたことは?(準備しておけばよかったことなど
｀
)

会社勤めと違って自分のペースで働けるのが自分に合っているなと感じまし

た。実家が農家でもともと農地やハウスなどの基盤があったので、環境に恵

まれていたと思います。毎日の作業の中で気づきや学びがあ切、農業の面白

さや難しさを改めて感じています。

Q3地域や周辺農家さんとの協調などについて

お聞かせください。
所属しているアスパラガス部会の現地講習会などに参加することで、地域

の生産者と交流し、情報交換するようにしています。

Q4就農後、困つた時には、何を、誰に、相談されていますか?
主に栽培管理について、農協指導員や同じ部会の仲間に相談しています。

Q5農 業 で手 本 とされている方 はいらつしゃいますか?

研修でお世話になった農家をはじめ、地域のアスパラガス農家の皆さんで

す。皆さんが高い技術をお持ちなので、いろんな人の話を聴いてそれぞれの

良いところを盗んで取
'サ

入れるようにしています。

Q6今後の展望、理想の将来像は?

栽培技術を確立して、単収4t/10aを安定して穫れるようになるのが目標で

す。また、自動かん水などスマート農業技術を導入することで、年齢を重ねて

も無理なく続けられる農業を目指したいです。
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