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【3】考察（求⼈情報の条件分析等）
（1）求⼈情報の分析
（1）求⼈情報の分析
・求⼈情報の条件分析

【求⼈の概要】
求⼈依頼があった40社46件のうち２件が成約、残りの44件についてはパソナ農援隊HP上にて求⼈を掲載継続。
また求⼈内容についてはより魅⼒的な内容になるよう条件緩和を実施。また同時に有料の職業紹介の活⽤を提案
するも現在のところ有料の職業紹介の希望までは⾄らず。
以下に条件緩和に対しての傾向と有料職業紹介に対する農業界の認識を記載致します。（全求⼈情報について
は別紙参照のこと）

農業界の求⼈案件に対する
職業紹介事業者の評価

⼈さえいれば紹介可能 11

できれば条件緩和してほしい 22

条件緩和必須 13

全求⼈案件のうち約8割の案件で何らかの条
件緩和が必要との反応。より魅⼒的な求⼈
内容へのブラッシュアップを図る必要がある。

マッチングのハードルとなる主な条件

賃⾦が低い 20
休⽇が少ない 20
作業内容 31
勤務地が遠い 45

マッチングにあたりハードルとなるのは勤務地まで
の距離、ついで作業の内容、賃⾦、休⽇など。
特に経済界⼈材に対しても同じ現場に⼊る限り
は現場作業も求める声が多く従業員の不公平
感を恐れるあまり作業の切り分けが困難な現場
も多い。

本事業における求⼈情報の内容に対しての職業紹介事業者からの案件に対しての評
価を分析。より良い条件への緩和を求める声が全体の約8割。ハードルになるのは場所、
賃⾦、現場での作業。
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【3】考察（求⼈情報の条件分析等）
（1）求⼈情報の分析
（1）求⼈情報の分析
・求⼈情報の条件分析

マッチングを⾏うにあたり主にマッチングのハードルとなった部分を中⼼に以下に全体の傾向を記載いたします。

条件緩和可能なポイント

時間 3
賃⾦ 8
休⽇ 6

住宅補助 3

有料職業紹介を希望しない理由

フィーが⾼い 33
中途採⽤にお⾦をかけたくない 13
使ったことがない 3
どこに相談して良いかわからない 2

そこまでの価値があるかが不明 3

有料職業紹介を希望しない理由ではフィーの
⾼さが⼤半。⼈材確保に対して投資する感覚
がまだ浸透していないのが現状。⼈材紹介の
仕組みや効果などの啓蒙にも課題がある。

条件緩和に応じることのできる項⽬では賃⾦
についで休⽇が多い回答。求職者の年齢やス
キルによっては賃⾦も相談にのるという農業法
⼈が⼀定数はみられた。

求⼈を⾏っている農家側の反応を以下記載。条件緩和はしたくても、経営上できない
条件も⼀定数は存在。緩和に応じた内訳として紹介者の経験・スキルに合わせて給
与、および休⽇は相談可能。また有料の職業紹介を希望しない理由は「フィーが⾼
い」が⼤半。有料の職業紹介の効果やメリットの説明・啓蒙は引き続き継続していく必
要がある。

条件緩和について
検討する 17
検討しない 18

検討しないというよりは検討したくともできない
などの求⼈も⼀定数は存在する。緩和の⽅法
についても検討する必要が考えられる。
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【3】考察（求⼈情報の条件分析等）
（1）求⼈情報の分析
（1）求⼈情報の分析
・マッチング実施（第3回セミナー）からの分析

第3回農業界向けセミナー（相談会）への参加農家17件の傾向を以下に記載します。

想定年収（n=22）
100万未満 1
100万〜200万 9
200万〜300万 8
300万〜400万 3
400万以上 1

資本⾦（n=12）
100万以下 1

100万〜500万 3

500万〜1000万 2

1000万〜5000万 2

5000万以上 4

従業員数（n=14）
10⼈以下 4
10⼈〜19⼈ 3

20⼈〜49 ⼈ 2

50⼈〜99⼈ 2
100⼈以上 3

第3回の農業界向けセミナー参加者の傾向を分析。⼀定の資本⾦や従業員を抱える
農家ほど求⼈の課題には危機感をもってのぞんでいる。
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【3】考察（求⼈情報の条件分析等）
（1）求⼈情報の分析
（1）求⼈情報の分析
・マッチング実施（第3回セミナー）からの分析

①参加者のうち資本⾦が1,000万を超える企業が50％以上
⼀定規模の資本⼒をもっている企業ほど、求⼈に対して意欲的に取り組んでいる状況。

②従業員数についても半数以上が20名以上の従業員をすでに雇っている。
すでに⼀定数雇⽤している企業が多くその点は評価できるものの、受け⼊れ態勢に不安は残る。
⼀⽅で年収は300万以下が⼤半を占めており、他産業に⽐べるとまだまだ給与⽔準が低いのが現状。

③場所が遠い、職場環境（屋外作業）など条件緩和が難しい点も⼀定数存在。
前提として⼈材確保が難しいことを農業者が理解した上で、それを上回るサポート体制や企業の魅⼒を
打ち出す必要がある。募集⼈員のターゲット層や条件の緩和など（⾼年齢層や時短勤務社員の活
⽤）

【その他】職種については製造部⾨の管理責任者や加⼯場での管理者を求める傾向が多く、現場責任者を求
める声は⼤きい。また年齢層については不問とする農業法⼈も多く、この点については農業界の求⼈の特徴と
いえる。

職種（n=22）
製造部⾨管理者 9
総務 1
⼯場管理者 4
経理 2
経営者 4
販路開拓 2

求職者希望年齢（n=20）
50歳未満 1
50〜60 9
60〜70 1
不問 9

考察
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（1）求⼈情報の分析

・有料紹介でマッチングした事例からのポイント

法⼈名 取扱品⽬等 法⼈概要 地域 年収 職種 採⽤者 成約分析

Ａ 養蜂
売上8,000

百万
従業員
220名

岐⾩県 450万 商品企画 ⼥性30代
前半

当該企業はこれから新商品に⼒を⼊れ
るために商品企画経験者の即戦⼒を
求めていました。採⽤者は⼤⼿⾷品企
業で８年間商品企画を経験しておりU
ターンで商品企画の職種を検討してい
てお互いにマッチした

Ｂ
養蜂、ローヤ
ルゼリー、健
康⾷品、医

薬品

売上
32,500百

万
従業員
1060名

岐⾩県 350万 会計（原価
計算）

男性30代
前半

当該企業は、農業法⼈というより健康
⾷品、医薬品分野にも進出している⼤
企業です。原価計算等会計のできる経
理マンを募集し、将来性に魅⼒を感じ
採⽤に⾄った。

Ｃ 茶葉製造販
売

売上3,200
百万

従業員
90名

静岡 580万 仕⼊・⽣産管
理 ⼥性40代

当初、当該求⼈企業は⾷品業界の⽣
産管理経験者を求めていたが、採⽤者
は国内メーカー、外資アパレル管理職
経験者であった。当該企業が今後は海
外を踏まえたECに注⼒しており、英語
⼒とweb能⼒も⼤きな評価点となった。

Ｄ 葡萄酒製造
販売

売上370百
万

従業員
20名

⼭梨 550万 製造部⻑ 男性50代

当該企業は⽼舗のワイナリーだが、新商
品の開発にも⼒を⼊れている。今後他
社との商品差別化をし、社⻑の右腕に
なる⽅を求めたが、採⽤者はワイナリー
醸造⻑兼醸造コンサルタントであり、ブド
ウ栽培から醸造の豊富な経験と管理職
としてのマネージメントを買われた。また
社⻑（オーナー）との相性も決め⼿と
なった。

何れの企業も農業法⼈というよりも、⼀般企業と全く遜⾊がなく売上、従
業員の規模的にもそれなりの会社であり、社内体制も整っている。現在、ま
たは将来において、どの部⾨にどんな職種の⼈員が必要かが明確である点
が共通している。



外的要因
景気好調により労働市場全体が売り⼿市場 経済界全体での⼈員不⾜
・⼈材マーケット全体での求職者数の減少
・優秀な⼈員の確保について産業の枠を超えて競争激化
・2020年へ向けた不動産業界、建築業界への⼈の流出
・⼀般企業からの早期退職者の給与体系との格差
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（1）求⼈情報の分析
（1）求⼈情報の分析
・マッチングに結び付かない案件分析 （外的要因含む）

内的要因
①既存無料職業紹介との連携の難しさ
無料職業紹介（協会等団体への紹介依頼も含む）窓⼝と、⼈材紹介会社等との連携リテラシーの低下
既存の求職者の中で農業界への就職希望ニーズを把握している団体は⼈材業界ではまだ少ない
既存の登録者のリソースから農業界への求職希望をヒアリングしている情報がそもそも少ない
募集については既存のリソースがあまり活⽤できないので農業界へのニーズを新たに集めてくる必要がある。

（シニア層について）今あるシニア層がシルバー⼈材センターへ登録に⾏った場合、シルバー⼈材センターでも地域の仕事
が多いため、他へ紹介することができなくなり、⼈材が転職市場に出てこなくなる。
（UIJターン・⾏政窓⼝）県内の⼈員サポートのみしか⾏っていないため、県の境にある隣県への⼈材の提供は⾏っていな
い（県域をまたぐ可能性のある他県求⼈案内は対応していない）
産業雇⽤安定センターの登録者は退職者のみなので広いジャンルでの⾼いコミュニケーション能⼒や技術⼒を持っているわ
けではないので⾃社の求⼈内容、企業内での役割や環境を理解した上で活⽤する必要がある。

②求⼈情報・就業条件の魅⼒不⾜
農業界ならではメリット（⾃然の中での仕事、やりがい、時間の融通が利くなどの独⾃メリット）は求職者のプラスアルファの
希望を叶えるものであり、その他の給与や休⽇、保険等の最低限の条件が整って効果を発揮するもの。
求⼈によっては年収200万〜300万の案件も複数あり
今現在急速に成⻑している、もしくは今後の拡⼤が期待できるなどの、企業⾃体の魅⼒の記載が弱いため応募者が来な
い
⼤規模農家の⼀部は⾃⾝の⼈脈で採⽤しており、求⼈情報として表に出てこない。結果、農業界全体の求⼈から魅⼒
的な案件が減り、希望者も減る。
保険関係の整備 社会保険、労災保険への加⼊必須

③求⼈に対しての告知や情報発信⼒の不⾜
⼀部の案件では求⼈の条件をより具体的に掘り下げる必要がある
（給与や勤務の⽇程、業務の具体的な内容や⼀⽇の流れが⾒えないものもある）
求⼈内容が他産業と⽐較して給与⽔準の⾯でミスマッチを起こしていることもある。
環境⾯の分析も必要。エリアによっては寮制度や引っ越し費⽤の負担も検討する必要がある。
農業経営体が求⼈料⾦としての費⽤を捻出できず有料媒求⼈を掲載していない
農業経営体が費⽤をかけて求⼈を⾏うという意識が低い（優良な⼈材の獲得が経営の継続に不可⽋ということが理解で
きていない）

マッチングにおいて案件成⽴が進まなかった要因を分析すると、以下が挙げられる。
・外的要因として、景気好調を背景とした⼈員不⾜
・内的要因として、①無料職業紹介との連携の難しさ、②求⼈情報や魅⼒の発信不⾜

③求⼈条件の整理・発信不⾜
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【4】総括（農業法⼈等が⼈を雇うために必要なこと）

①より魅⼒的な求⼈票を作成するための求⼈情報の棚卸
幅広い求職者を受⼊るための求⼈条件の⾒直し

【求⼈条件の緩和のポイント】
募集条件にあわせた勤務体系の設定。（時短勤務や⽉の勤務⽇数を調整）
初めから即戦⼒を求めるのではなく、未経験からでも始められる職場づくり、雰囲気作りを。
フルタイムでの雇⽤ではなく時短勤務希望者の活⽤
年齢制限、時間制限の撤廃
副業勤務者優先採⽤ 週末勤務可能 などの条件設定も検討

より具体的な求⼈内容の明⽰（求⼈票作成）
求職者ニーズを把握した求⼈票をまずは作成
募集時に契約形態が決まっていないケースも散⾒されるので事前に雇⽤契約書の整備

※本事業でのまとめとして農業法⼈が求⼈票作成を⾏う上で必要とされる「（農業法⼈向け）求⼈票作成マニュアル」
を別途添付

②移住希望者への受⼊体制整備（ハード⾯）
社宅整備
・移住を前提にする求職者の受け⼊れを可能にするための事前の準備が必要。

全体の約8割が移住前提の案件のため社宅や寮としての住宅の確保は求⼈時には検討すべき内容。
求⼈を⾏う際は事前に情報収集しておく必要がある。
全国移住ナビ住宅情報センターへの訪問、地域の移住サポートなどの情報収集

・初めから寮費の全額ではなく、⼀部家賃補助や優先的に空き家情報を提供するなど可能な範囲で検討。
移住には引っ越しのリスクが発⽣する為、「引っ越し費⽤」の⼀部負担等は有効
事前に地域を⾒てもらい安⼼して仕事につける環境整備を⾏う必要がある。

今後の⼈材採⽤において農業法⼈に求められる取り組み

勤務場所 勤務のエリアによっては社員寮や引っ越し費⽤の負担、交通費負担を事前に明記して
おく必要あり。

勤務時間 農業界の求⼈においては他産業よりも⽐較的⾃由度が⾼いので可能な限り選択肢の
幅を具体的に記載。

休⽇設定 現場状況にもよるが近年求職者が重視するポイント。賃⾦とのバランスを⾒ながら設定
する必要がある。

年齢について 農業界の求⼈においては他産業よりも幅広く募集が可能。また職場での平均年齢を記
載するなどより募集しやすい記載を検討。

賃⾦ 時間や成果に応じて他産業と⽐較して適正に設定することが⼤切。また応相談や⼈に
あわせてという記載は求職者に響かないので明記すること。

今後農業法⼈が⼈材採⽤に取り組むにあたっては①求⼈情報の棚卸、②受⼊体制の
整備について検討が求められる。今回の取組結果、⾒えてきた課題を踏まえて、『農業
法⼈が⼈材採⽤を検討する際のチェックリスト』を整理、今後活⽤いただくことを期待。




