
平成２４年３月

リーダー県：熊本県

青森県、山形県、福井県、長野県、奈良県、島根県

共同研究
「企業等の農業参入支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

成果報告書

自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク



１ プロジェクトの設置、目的等・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
（１） 設置時期

（２） 本プロジェクト参加県

（３） 背景及び目的

２ 全国の取り組み状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２～７
（１） 全国における企業等の農業参入件数の推移

（２） 各都道府県における取り組み状況

３ プロジェクト参加７県の取り組み状況・・・・・・・・Ｐ８～１６
（１） プロジェクト参加７県の調査結果

（２） 分析結果

（３） 施策の体系化

（４） 先進事例の紹介

【参考資料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７～１９

目 次



  １ プロジェクトの設置、目的等 
 

（１） 設置時期 
平成２２年５月 
 

（２） 本プロジェクト参加県 
青森県、山形県、福井県、長野県、奈良県、島根県及び熊本県 
 

（３） 背景及び目的 
平成２２年４月６日、東京で開催された「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」の第２回知

事会議において、①共同研究プロジェクトを行うこと、②参加各県は少なくとも１つはリーダー県になることが

決定され、熊本県では、知事が最も力を入れている事業の１つである「企業等の農業参入」をテーマとし、リー

ダー県となることが決定された。 
その後、本プロジェクトには上記のとおり青森県ほか５県が参加することとなり、熊本県を入れて計７県で

進めることとなった。 
そこで、参加県で協議した結果、企業等の農業参入に関する現状及び課題を整理するとともに、具体的な

施策のフレームを提案し、参加県を含む全国の関係都道府県における今後の施策推進の一助とすることを

目的とした。 
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   ２ 全国の取り組み状況 
 

              農林水産省発表データ（Ｈ２４年１月以降発表）、香川県による全国都道府県アンケート調査（Ｈ２３年

１月）をもとに、全国における企業等の農業参入の状況、各県の取組み等、企業等の農業参入の現状及

び課題について整理を行った。 
 

＜用語説明＞ 

○ 特定法人：平成１７年９月施行（特区から全国展開へ）、平成２１年１２月廃止。農業生産法人以外の法人の 

リース方式による農業参入。参入する市町村が限られている。 

○ 一般法人：平成２１年１２月施行。農業生産法人以外の法人による解除条件付き賃貸借による農業参入。 

全国どこでも参入可能。 

＜農地法の変遷＞ 
平成１３年 ３月 農業生産法人に株式会社が加わる  

        ↓ 
    平成１５年 ４月 特定法人の特区制度スタート 
        ↓ 
    平成１７年 ９月 特定法人の全国展開 
        ↓ 

   平成２１年１２月 改正農地法等の施行：一般法人の新設 
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(１) 全国における企業等の農業参入件数の推移

Ｈ１５．４
リ－ス特区
スタート

Ｈ１７．９
リース特区
全国展開

Ｈ２１．１２
改正農地法等の施行

一般法人

特定法人

（件数）

（暦年：平成）

１,０９２

７７９

１０
４４

１０１
１４３

２２５

３００

４１３

＊農林水産省発表データにより作成

（一般法人H23.12末、特定法人H22.12末現在）

全国における企業等の農業参入件数
（農業生産法人による参入を除く）の推移
を見ると（図１）、Ｈ１５年には１０法人で
あったものが、その後、毎年増加を続け、
Ｈ２３年には１，０９２法人となった。

特に、一般法人の参入が可能となったＨ
２１年１２月の改正農地法等の施行以降、
一般法人の参入数が大きく伸びている。

（図１）
（特定法人及び一般法人の各年ごとの累計）
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(２) 各都道府県における取り組み状況 
平成２３年１月、香川県で行われた調査をもとに整理を行った（回答道府県数：３９）。 

 

 

 

① 推進の意向 

 

企業等の農業参入に関する推進意向については、８５％（３３県）が「企業等の農

業参入を推進していく」と回答、「要望があれば対応」が１０％（４県）、「推進しない」

が５％（２県）であった。（図２） 

 

 

 

 

 

② 推進体制の整備状況 

    

相談窓口については、設置している道府県は５６％（２２県）。 

（図３） 

         このほか、東京・大阪事務所への農業参入コンダクターの配置、市町村に対して     

推進方針の策定指導など、先進的な取り組みも見られる。 

          

       

 

企業参入の推進有無

②推進
しない

5%

③要望が
あれば対

応10%

①推進す
る

85%

相談窓口の設置

①設置
している

56%

②設置
していな

い
44%

 （図２） 

 （図３） 
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③ 企業に対する支援策 

 

         Ｈ２３年度の企業等に対する支援策を見ると、ソフト事業（企業の技術習得、商品

開発等）を実施する道府県が６９％（２７県）、ハード事業を実施している県が３８％

（１５県）であった。       

（図４、図５） 

          

中には、建設業の新分野進出に対する補助事業の活用、農業参入した企業に対

する公共工事における評価加点など、土木サイドの事業等を活用した事例もあっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業等（ソフト）

②なし
31%

①あり
69%

補助事業（ハード）

②なし
62%

①あり
38%

 （図４） 

 （図５） 
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④ 推進上の課題（重複回答含め計５５件） 

 

 

 

 

         推進上の課題としては、企業への農地の利用調

整・情報提供が困難又は不十分とする県が１５県

（２８％）と最も多かった。次いで、地域との調和確保、

地元メリットが不明瞭が１１県（２０％）、技術・経営・

販路開拓等参入後のフォローを必要とする県が９県

（１７％）となった。 

                           （図６） 

         相談が比較的多い建設業については、金融機関

に融資を求めても、信用保証協会から保証が受け

られず融資が受けられないなど、資金面で参入困

難となるケースもある。 

 

          

 

 

 

推進上の課題
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⑤ 課題解決に向けた対策・検討内容（重複回答   

含め計５３件）         

 

 

 

 

推進上の課題への対応として、関係機関との連携・

推進体制の整備が１６県（３０％）、普及組織等による支

援・指導が１０県（１９％）、農地情報の収集・提供機能

の整備が９県（１７％）、地域との調和確保、地元メリット

の明確化が９県（１７％）であった。 （図８） 

 

         上記のうち、農地情報の収集・整備については、用途

変更及び転用が可能な物件（利用されていない農業用

施設など）を農地とセットで探している県や、参入企業用

の候補地として候補地リスト及び農地情報図（ＧＩＳ）を整

備している県がある。 

 

 

 

対策・検討内容
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３　プロジェクト参加７県の取り組み状況
 （1）  プロジェクト参加７県の調査結果 （調査時点：Ｈ２３年１月）

県名
業務開始

年度
本庁

専任職員
独自の支援策 農地情報の確保 市町村との連携 ＪＡとの連携 フォローアップ 参入企業との連携 課　　　題 その他

青森県

Ｈ１５ 技術職１
・補助金はなし。
・参入に関する相談や参入後の指
導等を実施
　○建設業等からの農業参入推進
事業（328千円）
　　　相談窓口設置、企業訪問、情
報提供など
　○建設業等農業経営参入促進事
業（12,075千円）
　　　アドバイザーによる相談・指導
活動（ふるさと雇用）

・農地情報は、保有していないの
で、各農業委員会へ誘導してい
る。
・耕作放棄地情報の提供に向け準
備中。優良農地情報の提供につい
ては未定。

・連携体制は、できていな
い。

・特に連携していない。

・出先機関と農業経営アドバ
イザー（普及ＯＢ、営農指導
員ＯＢ）が連携しフォローを
行っている。

・参入企業との連携
はしていない。

・農地情報の不足
→農地情報の提供方法
を検討
・企業、農地提供者の相
互の不安の解消
→行政等によるマッチン
グを検討

山形県

Ｈ２２ なし 企業参入円滑化支援事業
（H22新規：６７２千円）
○セミナー開催
○ガイドブック作成

特に保有しておらず、相談先の情
報を提供している程度。

特に連携していない。 特に連携していない。 特になし。 特になし。

企業参入に対する地元
の理解が不可欠であり、
その状況を見ながら対応
していく。

福井県

Ｈ１７ 技術職４ 坂井丘陵企業的園芸拡大
事業
　　（H22予算：47,100千円
(補助金ベース)）
　企業的農業経営確立のた
めに必要となるソフトおよび
　ハードの支援を３ヶ年間実
施

建設業における新分野進出
支援事業
（Ｈ２２予算　23,365千円）

・これまでは、国営事業で造成され
た畑作地帯への企業参入を中心
に関係市と協力して進めてきたの
で、農地情報については市が提
供。
・その他の地域では、相談を受け
るにあたり、関係市町へ繋いでい
る。

・これまで県がリードしてき
た企業の農業参入の重点
推進地域の市とは、密な連
携をとって農業参入を進め
ている。
・その他の地域ではアドバ
イスを行う程度で、体制構
築には至っていない。

・企業から農業参入の相
談を受けて、その後フォ
ローしているケースもある
が、多くの農協は企業の
農業参入には消極的で
あり、今後農協との協力
体制については、これか
ら構築していく必要があ
る。

・事業を活用して農業参入を
した企業へは巡回訪問を実
施し、営農や経営の状況把
握と課題解決に向けたヒアリ
ングを行っている。
・その他の参入企業には不
定期ではあるが、訪問を実
施して、営農や経営の状況
把握に努めている。
・早期経営安定化を目的とし
て、「農業参入企業支援プロ
ジェクトチーム」を設置。

・参入企業の巡回訪
問等を通して、情報
提供やアドバイス等
を行ってる。

・参入企業同士の連携に
よる新しい産地づくりや事
業の創出
・参入企業に対する全県
的な支援体制を構築
・農協が積極的に企業の
農業参入に関われるよう
な体制づくりや農協の理
解促進

・産業労働部(企業誘致課、
経営支援課)と連携を図りな
がら、企業等の農業参入を
支援している。
・農業に参入した企業の早
期経営安定化を目的として、
「農業参入企業支援プロジェ
クトチーム」を設置し、支援
方策の検討を行っている。

長野県

Ｈ２１ なし なし
・農地情報について県では把握し
ていないため、全国農業会議の
「農地情報提供システム」の紹介、
又は、農業会議・農業開発公社・
市町村農業委員会等と連携し、農
地情報の提供を行っている。

・今年5月に市町村に対し、
農業参入に関する意向調
査を実施。県内77市町村の
ほとんどが、企業等から協
議・相談があれば対応する
との結果であり、積極的に
推進するとの回答はわずか
3町であった。

・関係機関による検討会
のメンバーにＪＡ長野県
営農センターを含め連携
を図っている（地域と連携
が図られる参入）。

・一部に出先機関と市町村
やＪＡが連携してフォローして
いる事例はある。
・年度末までに企業参入マ
ニュアルを作成。

・現在、参入企業との
連携組織はない。

・農地情報の不足
・地域、地権者、ＪＡ等の
調整
・契約の長期安定性の確
保
・地元にとってもメリットの
明確化

・関係機関による検討会
の設置（平成22年3月10
日)
＜農政部（農業政策課・
農村振興課）、長野県農
業会議、ＪＡ長野県営農
センターにより、検討会を
随時開催＞

奈良県

Ｈ２１ 事務職２
技術職４ 企業の農業参入支援事業

（H22～23）
○企業の参入予定地が耕
作放棄地の場合、その再生
にかかる経費を助成

・本県にはまとまった（1ha）以上の
未利用農地（耕作放棄地）がほと
んど無い状況。参入企業が必要と
する農地については、その都度土
地改良区などへ照会している。

・事案ごとに市町村及び市
町村農業委員会との連携を
図っている。しかしながら、
共に企業誘致を図るといっ
た協力体制までは構築して
いない。

・単独農協であるJAなら
けんとは企業誘致活動な
どでは協力体制は取れて
いないが、参入企業の出
荷など実務面での連携は
図られている。

・県など関係機関が誘致を
行った企業については、県の
出先機関が中心となって技
術的・経営的な支援を展開し
ているが、それ以外の企業
については支援が行き届い
ていない。

・参入企業相互の連
携組織や情報交換の
場は設けていない。

・参入企業が必要とする
まとまった農地の提供
・販売面での支援

・建設業の農業参入を促す「半農
半建」を推進。農林部耕地課、
マーケティング課、担い手農地活
用対策課、土木部建設業指導室
の1室３課で「建設業と地域の元
気回復事業（国交省）」を活用し
て、９社の建設業の農業参入を
支援。

島根県

Ｈ１７
（ただし、Ｈ
１４～財団
法人へ企
業参入促
進員１名
配置）

事務職１
技術職１ 企業参入・連携支援事業費

補助金(平成20～２３年度)
○参入・連携活動支援(ソフ
ト)
○経営拡大整備支援(ハー
ド)

・農地情報については、県でデー
タベースを保有していないため、市
町村農業委員会と連携を取りなが
ら企業に紹介している。
・規模が大きな場合は、(財)しまね
農業振興公社とも連携を取って紹
介している(開発地等)。

・個々の事例に即し、農地
の紹介、地元生産組織等と
の調整、補助金交付等につ
いて、市町村・市町村農業
委員会と連携。

・事例によっては、地域担
い手協議会等を通じ単協
と連携して、参入促進・参
入後のフォローに当たっ
ている。全体的な協力体
制は未確立。

・平成２２年度から、企業参
入促進スタッフ、県地方機
関、市町村等が連携して、参
入企業のフォローアップを行
う取組を試行中。商工・農林
連携が課題。

・県単補助事業を通
じ、農業経営に取り組
む企業の、農業者・関
連企業等と連携した
新たな事業展開を支
援している。

・県外企業への対応
・参入後のフォローアップ

熊本県

Ｈ２１ 事務職２
技術職１ 企業等農業参入支援補助

金（H22新規：４９，５００千
円）
○地域連携型企業等支援
○地域貢献型協議会等支
援

・農地情報については、ほとんど保有
していないため、大半は市町村農業委
員会を紹介し、規模が大きなものは出
先を通じてその都度照会している。
・現在、農地情報図所管課において、
協力的な市町村を募って情報整備
中。

・今年度市町村への説明会
を実施。連携体制構築が課
題であるが、企業参入に熱
心な市町村は商工サイドが
主導しているところが多く、
体制構築まで至っていな
い。

・単協単位では連携して
企業をフォローしている
ケースもあるが、全体的
な協力体制はこれから。

・一部に出先機関と市町村
やＪＡが連携してフォローして
いる事例はあるが、全体的
には、今年度から昨年度参
入企業への訪問を始めたと
ころ。

・現在、参入企業との
連携組織はない。
・昨年度実施した企
業意向調査で関心が
ある企業等にはメー
リングリストにより情
報提供している。

・農地情報の不足
　→農地情報の整備・体系
化
・早期撤退への不安・懸念
　→参入後のフォローアップ

・「知事特命プロジェクト」
として、Ｈ２１．５「企業等
の農業参入支援プロジェ
クトチーム」（農政各課の
他、商工部、土木部も参
加）を設置し推進（プロ
ジェクトの期間はＨ２１～
２３年度）。
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（２） 分析結果  
           本プロジェクト参加７県のこれまでの調査及び研究結果を分析したことをまとめると、次のとおりとなる。 
 

 
１ 多くの都道府県では、企業等の農業参入を、農業の新たな担い手の確保やイノベーションの創出と

いう観点から有望であると認識しており、何らかの支援策を講じている。一方、それを推進していく中

で、さらなる推進体制の整備を図っていくことが急務となっている。 
 

２ 地元市町村やＪＡをはじめ関係機関等との連携体制の強化が課題となっている。 
 

３ 実際の参入企業への対応にあたっては、次のような課題に対する効果的な施策を講じていくことが

急務となっている。 
・ 農地情報の把握や企業ニーズにあった農地の確保 
・ 参入地域との調和の確保 
・ 経済的・技術的支援 
・ 商品開発・販路拡大への支援 
・ 不調企業への重点的指導 など 

 

（３） 施策の体系化  
これまでの調査・研究結果及び分析をもとに、次のとおり体系化された施策を提示する。 
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＜施　　策　　例＞

①　庁内連絡会議等の設置 部局横断的な連絡会議等の設置

関係各課の担当者の配置

１　 庁内推進体制の整備 ②　相談窓口の設置 本庁・出先機関に担当職員や相談員（嘱託職員等）の配置

③　外部専門家の活用
マーケティング支援を行う専任アドバイザー、マッチングコーディ
ネーター、農業経営アドバイザー等の配置

①　市町村、ＪＡ等に対する意識啓発 市町村担当者説明会の開催

市町村、ＪＡ等との意見交換会の実施

②　市町村における推進体制整備 市町村の企業参入推進意向有無の調査・確認

市町村との情報交換

２　市町村等との連携 市町村における相談窓口の設置促進

市町村による企業に対する参入意向調査の実施促進

③　営農組織、農業団体等への理解促
進

農業委員会、認定農業者協議会などへの出前講座

④　地域内農商工連携の推進 商工会議所など商工関係団体との意見交換会の実施

⑤　その他 農業会議や農業公社の相談窓口との情報共有化等

県の地域ごとの特性に関する情報把握

県内企業からの相談情報の一元化とファイリング

３　情報収集・整理 企業の参入条件（環境）の整理

出先機関職員の活用による情報収集

Ⅰ　推進体制の
　   整備

施策の体系化
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①　制度・支援策の周知 広報ツールの作成（ＨＰの開設、パンフレットやチラシの作成等）

説明会・セミナーの開催（制度・支援策の説明、事例紹介等）

参入マニュアルの作成（ＨＰ、紙ベース）

展示会等への出典（県外企業へのＰＲ）

企業に対する誘致積極市町村の紹介

１　参入有力企業の発掘 ②　企業に関する事前調査 企業の意向調査の実施

意欲ある企業のリストアップ（ターゲットの選定）

企業訪問前における企業情報の確認（ホームページにより農業
部門の有無等調査）

商工会議所、商工会連合会に対する農業参入のＰＲ

③　企業へのアプローチ リストアップした企業への訪問

建設業協会各支部に対する説明会の実施

６次産業化担当部署による流通業者との交渉

県外企業（飲食・食品関連業等）の情報収集

①　参入計画作成支援 県農業に係る基本的な情報の提示

作物ごとの経営指標による助言・指導

採算のとれる営農モデルの提示

作物選定に係る資料の提供

農林業センサスの集落カードの分析・助言

適性価格による農産物購入の促進（コストの透明化）

②　技術的支援 企業向け研修（実習・講義）や講座の実施

県ＯＢ等の紹介

２　参入に向けた支援

③　経済的支援 国及び県の補助制度・融資制度（利子補給等）の活用促進

参入土地の整備に対する助成

農業マネージャーの人件費補助

シニア農業者を指導員として雇用することに対する補助の実施

Ⅱ　参入に向けた
　　 支援
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④　農地情報の提供 農地情報のデータベース化と公開

耕作放棄地のマッピング

⑤　参入地域との調和確保 市町村等との調整（参入協定締結など）

地元篤農家、協力農家の紹介

⑥　その他 企業所有の遊休地の利活用の推進

参入メリットのＰＲ

参入企業のＣＳＲをクローズアップする事業（企業のレクレーショ
ン農場事業等）の実施

３　機運の醸成
　　（参入しやすい環境づくり）

地権者への農地流動化の際の補助制度の創設

協定調印式セレモニーの実施（パブリシティ活用）

業種ごとの先進事例の紹介

①　直接指導 企業ごとの担当者の配置

定期訪問、随時訪問の実施

②　経済的支援、雇用支援 国及び県の補助制度・融資制度（利子補給等）の活用促進

雇用者の確保、就職希望者の斡旋（基金事業の活用、就農ﾌｪｱなど）

③　技術的支援 県の研究機関との技術的課題の研究の仲介

④　販路拡大・商品開発支援 各種商談会の開催

大手流通業等を対象とした試食会の開催

総合直販サイトの創設（ホームページ）

輸出促進アドバイザーの派遣

⑤　不調企業への重点的指導 対象企業のリストアップ

企業ごとの指導体制の確立、対策会議等の設置

⑥　その他 協議会の設立などによる参入企業間、農家との連携

経営アドバイザーの派遣

Ⅲ　フォローアップ
     の実施
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（４） 先進事例の紹介 
農業参入したくても難色を示している企業等に対して企業参入のイメージや効果をより強く発信するため

に、前掲「施策体系化表」に掲げる「気運の醸成（参入しやすい環境づくり）」の一環として、既存の農業者

や団体の技術革新や地域活性化につながる次の先進事例を別添のとおり紹介する（カッコ内は参入地）。 
 

① サッポロワイン（株）（長野県、ワイン製造業） 
② 嶽開発（株）（青森県、建設業） 
③ ＪＲ九州（熊本県、鉄道業） 
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サッポロワイン（株） （ワイン用ぶどう、長野県池田町）

新たな日本ワインの可能性を追求☆ポイント

○ Ｈ２１年７月、三セクを設立して特定法人で農業参入。
（１２ｈａ）

○ 作目：プレミアムワイン用ぶどう

★ サッポロワイン（株）が手掛ける自社ぶどう園は、国内
２箇所目。

★ 産地の特徴、ぶどうの個性、つくり手の情熱が一体と
なって世界に誇れる品質を追求。

★ 生産者との「協働契約栽培」による、生産者とのよりよ
い信頼関係の構築。

苗木の植付けＨ２２年４月、ぶどう園開園式広大なぶどう園

今後、栽培実績の
少ない品種にも挑戦

Ｈ２５年９月 本収穫

（ワイン５，５００函相当）

さらに

○ ブランド力強化

○ 生産量増強 へ

○ 高品質のﾜｲﾝ用ぶどう生産を目指す ﾜｲﾝ製造業
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○ 各種商品開発により６次産業化 建設業

嶽(ﾀﾞｹ)開発（株） （トウモロコシ等、青森県弘前市）

ドバイを中心に中東地域への青森県産品輸出の可能性を追求☆ポイント

甘さを極めた最高のトウモロコシ

「嶽きみ」

○ Ｈ１７年３月、「津軽・生命科学活用食料特区」を利用して農業参入。

○ 作目：トウモロコシ、リンゴ、ホウレンソウ、ワサビ等

★ 県が支援する「建設業と農業を考える会」の会員として、建設業と農
業の共同化による新たな産業分野の構築等の研究を行っている。

★ 加工も手掛けている。

わさびドレッシングを開発

当社を含む建設業５社が
「県産品輸出ベンチャー企業

設立準備会」を結成

岩木山ろくの地下水を使った

「嶽わさび」栽培

さらなる販路開拓へ
同社が建設業協会、道の駅会、県と共同開発した
「わさびチョコレート」をＨ24年2月から販売。
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○ 大規模経営 ＆ 新技術への挑戦 鉄道事業

ＪＲ九州 （ミニトマト、熊本県玉名市）

耐候性連棟ハウス（１０連棟×３）
＜全国でも例が少ないポットファーム栽培＞

Ｈ２４年１月１８日 ミニトマト 初収穫祭 ＪＡを通して出荷されるミニトマト

Ｈ２３ Ｈ２４以降

収穫量 ５６トン ３２２トン

販売額 2,800万円 １億6,000万円

ミニトマト 規模：２ｈａ

作 目 開始時期 参入地 規 模

ニラ Ｈ２２．４ 大分県 ４．５ｈａ

甘夏 Ｈ２３．７ 大分県 ０．１ｈａ

ミニトマト Ｈ２３．１１ 玉名市 ２．０ｈａ

鶏卵 Ｈ２４．１ 福岡県 ０．４ｈａ

サツマイモ Ｈ２４．４ 大分県 ２．０ｈａ

ＪＲ九州が手掛ける農業（全体）

今後も、九州内でさらに生産品目拡大へ

Ｈ２４年３月９日から、ＪＲ博多駅内
直売所においてミニトマト販売開始

（注）数字は参入時の計画

農業を通じて地域貢献 ＆ 九州の魅力を発信
九州全体で農業を拡大☆ポイント
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① ４７都道府県調査結果とりまとめ表

② 本プロジェクトの活動状況

参 考 資 料
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47都道府県調査結果とりまとめ表　（調査者：香川県、調査時点：平成２３年１月、回答道府県数：３９）

大項目 選択項目 県数 割合（％）

1 推進する 33 85
推進しない 2 5
要望があれば対応する 4 10

2 相談窓口の設置 22 56
専任スタッフの設置 8 21
アドバイザー（相談員）の配置 5 13
協議会等の推進の組織化 5 13

3 ソフト事業 27 69
ハード事業 15 38
農地取得・賃借の支援 8 21
その他優遇・特例措置 3 8

4 農地の利用調整・情報提供が不十分 15 28
地域との調和の懸念、地元メリットが不明瞭 11 20
参入後のフォロー（技術、経営、販路確保等） 9 17
支援体制・支援事業の整備が不十分 7 13
企業参入への理解不足と意識の相違 7 13
企業側の農地制度、農業技術・知識が不足 4 8
その他 2 1

5 関係機関・部局との連携、推進体制・事業の整備 16 30
普及組織等による支援・指導 10 19
農地情報の収集・提供機能の整備 9 17
地域との調和確保、地元メリットの明確化 9 17
企業参入への意識醸成と理解促進 5 9
農地・参入制度等の周知啓発 4 8

（注）割合：１・２・３は、回答県全体（３９県）に占める割合、４・５は、各大項目に対する回答件数全体に占める割合。

課題解決に向けた対策・検討内容

推進の意向の有無

推進体制の整備状況

企業に対する補助事業の有無

推進上の課題
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○ Ｈ２２年５～１２月 参加県同士の意見交換（電話及びメール）

○ Ｈ２３年１～ ４月 参加７県に関する推進体制、支援策等

に関する現況調査の実施

本プロジェクトの活動状況

○ Ｈ２３年９月６日 検討会の開催

（７県から１０名参加、於：東京都）

・ 各県の取組み等に関する意見交換

・ ワークショップの実施（参加者が現在及び

今後の施策について、自由に意見を出し合

い、ある程度体系化を図る）

ワークショップの作業風景

○ 検討会以後、各県同士で意見交

換を実施

○ Ｈ２４年３月 成果報告書の作成
19


