
農山漁村における雇用創出への取組

予算額の標記は、①：１次補正、②：２次補正、

③：２１年度当初予算の予算額

１ 農林漁業への新規就業への支援 ② ２４億円、③ ６３億円

農林漁業に意欲を有する者の円滑な就業を促進するため、就業相談会の

開催や長期的な研修への支援等を実施

（１ 「農」の雇用事業 ② １７億円）

農業法人等が就農希望者に対して技術・経営ノウハウを身につけさ

せるために実施する実践的な研修（ＯＪＴ研修）を支援

（２）緑の雇用担い手対策事業 ② ４億円 ③ ６０億円

林業就業に意欲を有する者に対する技術の習得に必要な研修を支援

（３）漁業担い手確保・育成対策事業 ② ３億円 ③ ３億円

漁業への就業を促進するための就業希望者と漁協・漁業者とのマッ

チングの取組や漁業種類に応じた現場での長期研修を支援

２ 基盤整備の推進等による雇用創出

①１,１１６億円 ②４３０億円 ③１０,６４２億円

農山漁村地域における耕作放棄地の解消や基盤整備の推進、災害復旧、

治山事業等の防災対策を実施するとともに、京都議定書の６％削減約束の

、 。達成に向け 追加的な間伐の実施や間伐を進めるための路網整備等を実施

（１）耕作放棄地対策 ③ ２３０億円

・国内における食料供給力の強化のため、緊急的に耕作放棄地を解消

（２）農業農村地域における基盤整備の推進

② １４１億円 ③ ５,７７２億円

・老朽化の進んだ農業水利施設等の機能保全対策や農地の大区画化、

汎用化等を実施



（３）森林吸収源対策の推進等

① ２６８億円 ② ２０８億円 ③ １,８８３億円

・京都議定書の６％削減約束を達成するため、森林吸収目標1,300万

炭素トンの確保に向け、追加的な間伐等の森林整備を推進

・間伐や木材の搬出等に必要な路網整備等を実施

（４）水産分野における基盤整備の推進（公共）

① ４億円 ② ３０億円 ③ １,１９９億円

・漁港における防波堤の整備、藻場の造成、魚礁の設置等を実施

（５）災害復旧・防災対策（公共）

① ８４４億円 ②５１億円 ③１,２０９億円

・地震、豪雨等の被害に対応した災害復旧事業や地震、豪雨等による

再度災害防止等のため、治山施設の整備、防波堤の整備等を緊急に

実施

３ 新たなビジネスの創出等による雇用創出

① ６０億円 ② １６８億円 ③７１１億円

農商工連携や都市と農山漁村の共生・対流、国産材や国産農産物の利用

促進、新規需要米の生産拡大など新たな取組を推進し、農山漁村における

雇用の創出を図る。

（１）農商工連携の推進

① ５６億円 ② １３２億円 ③ ３１０億円

・国産農産物を安定的に活用する農商工連携の取組のための施設整備

の支援

・異業種の持つ省コストや加工・流通技術等を活用した漁業生産から

加工・流通・販売までの分野にわたるビジネスプランの支援

・木質ペレット、木材チップの利活用促進、外材から国産材への原料

転換等に対する支援

・国産原料の利用拡大に向け、供給円滑化のための集出荷貯蔵施設、

農畜産物処理加工施設、穀類乾燥調整貯蔵施設等の整備を支援

（２）都市と農山漁村の共生・対流の促進

② ３６億円 ③ ３６１億円



・地域のリーダーとなる人材の育成やエコツーリズムなど地域資源の

活用・保全による実践活動を支援

・定住や二地域間居住、都市との地域間交流の促進により農山漁村地

域の活性化を図るため、生活環境施設等の整備などを支援

（３）新規需要米の生産拡大 ① ４億円 ② ４０億円

・水田をフル活用し、新規需要米（米粉・飼料用米等）の需要に応じ

た定着拡大を図るため、米粉加工施設、米粉製品加工施設等の整備

を支援

４ その他

このほか、厚生労働省の実施する「ふるさと雇用再生特別交付金」及び

「緊急雇用創出事業」について、農山漁村の創意工夫を活かした取組によ

り雇用創出が図られるよう、厚生労働省とも連携して農林水産分野での事

業例の提供等を実施。

（１）ふるさと雇用再生特別交付金（仮称） ② ２,５００億円

今後の地域発展に資すると見込まれる事業（直売所や農家レストラ

ン、農産物加工、森林教育など）のうち、その後の事業継続が見込ま

れる事業を都道府県が選定。当該事業を地域求職者等を雇い入れて実

施する場合に要した費用を支給

（２）緊急雇用創出事業（仮称） ② １,５００億円

地方公共団体が民間企業 シルバー人材センター等に事業を委託 直、 （

接実施も可）し、非正規労働者、中高年齢者等のための次の雇用への

つなぎの雇用就業機会を創出。

また 「生活防衛のための緊急対策」中で、平成21年度予算として経済、

金融情勢の変化等に機動的かつ弾力的に対応するための経済緊急対応予備

費（１兆円）の新設や雇用創出等のための地方交付税増額（１兆円）が位

置づけられている。



「農」の雇用事業
～就農希望者の雇用に向けた研修実施を支援します～

１．事業内容

若者等の農業法人等への就業を促進し、将来の我が国農業の担い手の確保・育成を図るため、農

業法人等が就農希望者に対して技術・経営ノウハウを身につけさせるために実施する実践的な研修
（ＯＪＴ研修）に要する経費の一部を支援します。

２．支援内容

４．担当部局

経営局 人材育成課 就農増進班 （電話 ０３－３５０２－６４６９）

○研修に要した経費について、最大で月9.7万円を12ヶ月間助成します。

○農業法人等の指導者の方々を対象に、指導能力の向上に向けた研修会

を開催します。

＜支援対象となる主な経費＞

・法人等の指導者や外部専門家による指導に要する経費
・外部の研修会等の参加に要する交通費
・研修対象者の労災保険料、資料印刷 等

平成20年度補正予算額 ： １，６６１百万円

３．支援要件・手続き

○事業を実施するための主な要件は次のとおりです。

②就農希望者に対して、農業技術・経営手法等を習得させる研修を行っていただきます。

③就農希望者と賃金に関する取り決めをし、保険（雇用・労災）に加入していただきます。

研修の実施審査・決定事業の申請
終了報告
交付申請

助成金の
交付

①就農希望者を雇用する意向のある農業法人または農家の方となります。

＜事業実施の流れ＞

※申請内容を審査し、事業実施者を決定します。

※要件の詳細については現在検討中です。

実施総数：1,000人

○本事業は、平成21年度までに研修を開始される方を対象とします。
※ 具体的な募集時期や方法については、詳細が決まり次第お知らせいたします。

○農業法人等への就業希望する者と農業法人とのマッチングを行うため

の法人就業相談会を開催します。



緑の雇用担い手対策事業（継続）緑の雇用担い手対策事業（継続）
林業就業者の減少と高齢化が進む中、地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策を安全で
効率的に行う担い手を確保・育成するための研修等を行う事業

事業の概要

多様な経歴を有した林業就業に意欲のある若者等
（都会からのＩターン、Ｕターン、他産業従事者、フリーター等を含む）

地域に定着して林業に従事

○３年間の安定的・集中的な研修により、多様な技術を有する地域林業の担い手を早期に育成

○林業就業者の確保による地球温暖化防止等に必要な多様な森林整備の着実な推進

○若者等の定着による山村地域の活性化

○台風等による風倒木処理等への迅速かつ安全な対応

【期待される効果】

技術高度化研修
風倒木やかかり木の処理など、より高度な
伐出の技術・技能に関する研修（１００日程
度）

平成２０年度補正予算額： ３９６百万円

平成２１年度概算決定額：６，０００百万円

植付け、下刈り、間伐等林業就業に必
要な基本的な技術・技能を習得するた
めの研修 等（約１年間）

森林施業効率化研修
低コスト作業システムによる作業や施業プラ
ンの提案など、効率的な施業に必要な技術
に関する研修を森林整備と一体的に行うな
どにより実施

１年目

３年目

基本研修

○基本研修の場合、研修に要した経費について、月９万円を約１年間助成します。
○緑の雇用事業を活用し、研修生を雇用する林業事業体に対し助成します。
○実施総数：２，３００人

支援内容



水産庁 企画課 漁業労働班 （電話０３－６７４４－２３４０）

就業関連情報の提供

就 業

ＨＰやパンフレットでの就業情報の提供

サラリーマンや学生が夜間や土日に参加できる
漁業就業のための講習や体験を実施する就業準
備講習等を開催

漁業就業相談会において、就業希望者と漁協・漁
業者との面談（マッチング）を実施

漁業現場での実践的な研修を実施
（研修生受入機関（漁業者等）に対して、研修に要
した経費を最大で月29.4万円を12か月間助成）

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

講習・体験

漁業就業相談会

漁業現場での研修
（H20補正:６０人）

（H21:８０人）

漁業担い手確保・育成対策事業
（平成２０年度補正予算額：３億円）

（平成２１年度概算決定額：３億円）

漁業の就業情報の提供、就業準備講習会や就業相談会の開催、就
業に必要な実務研修の充実等により、漁業に就業するための各段階
に応じた支援をします。

【事業内容】

【事業スキーム】経験ゼロから始めても漁業に就けるトータルサポートの提供

【担当部局】



ふるさと雇用再生特別交付金

現下の雇用失業情勢が下降局面にある中で、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情や創意工夫に
基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、ふるさと雇用再生特別交付
金（仮称）を創設し、これを基に基金を造成し地域における事業の実施を支援する。

交付金の交付

企業 等

実施スキーム

都道府県

厚生労働省

基金

事業計画の提出

地域の当事者から成る協議会が、当該地域内で現在ニーズがあり、かつ、今後の地域
の発展に資すると見込まれる事業のうち、その後の事業継続が見込まれるものを選定
する。当該事業を地域求職者等を雇い入れて実施する場合に、要した費用を支給する。
（実施期間：１年以上３年以内）

（具体的な事業のイメージ）
・地域ブランド商品の開発・販路開拓事業
・旅行商品を開発する事業
・高齢者宅への配食サービス事業
・私立幼稚園での預かり保育等手厚い保育サービスを提供する事業
・食品リサイクル事業やたい肥の農業利用を促進する事業 等

（事業の実施要件）
・事業の実施を民間企業等に委託すること（地方公共団体の直接実施は不可）。

予算額 2,500億円
雇用創出効果 ３年間で最大１０万人

交付金事業の内容

交付金の規模・雇用創出効果

・労働者と原則１年の雇用契約を締結し、
必要に応じて更新を可能とする。

・本事業を実施するために雇い入れた労
働者を、正社員として雇用する企業等に
対して、交付金として一時金を支給する。

正規雇用化のための措置等

市町村

委託

補助

委託

労働局

労使団体等

地域基金事業協議会（仮称）

・基金は４７都道府県に造成することとし、
雇用失業情勢に重きを置いて配分する。

実施地域等



緊急雇用創出事業

雇用失業情勢が下降局面にある中で、非正規労働者、中高年齢者等に対する一層の雇用調整の
進行が懸念されることから、都道府県に対する交付金を創設し、これに基づく基金を財源として、
地方公共団体が民間企業、シルバー人材センター等に事業を委託等して、非正規労働者、中高年齢
者等の一時的な雇用・就業機会の創出及びこれらの者に対する生活・就労相談を総合的に支援す
る緊急雇用創出事業(仮称）を実施する。

厚生労働省

都道府県 基金

民間企業、シルバー人材センター等

市町村

概念図

非正規労働者、中高年齢者等の雇用機会の創出

企業の雇用調整等により、解雇や継続雇用の中止による離職を余儀なくされた
非正規労働者、中高年齢者等の生活の安定を図るため、地方公共団体が民間
企業、シルバー人材センター等に事業を委託（直轄実施も可）し、非正規労働者、
中高年齢者等のための次の雇用へのつなぎの雇用就業機会の創出を行う。
また、国と都道府県の連携事業として、生活・就労相談を実施する。

（基金の有効期間：３年以内）

（具体的な事業イメージ）
○環境・地域振興 ： 森林の境界保全などの森林整備を図る事業
○介 護 ・ 福 祉 ： 高齢者等に対する介護補助を行う事業
○教 育 ： 補助教員による、ＩＴ、文化などの分野の教育の充実を図る事業
○防災・防火 ： 雑居ビル等における防災・防火に関する調査、啓発を行う事業

（事業実施要件）
・民間企業、シルバー人材センター等に委託し、又は地方公共団体が直接
実施すること。

・事業費に占める対象者の人件費割合が8割以上であること。

・雇用就業期間は６ヶ月未満であること。

（連携事業）
○ハローワークと連携し、生活・就労相談支援事業を一体的に実施

(事業の規模等）
・要求額 １，５００億円(一般会計）

・雇用創出効果 １５万人
・実施地域 全国

事業の内容

事業計画 交付金

生活・就労相談
支援事業

ハロー
ワーク
におけ
る職業
相談・職
業紹介

一
体
的
実
施補助委託

委託

（別途要求）

（直
接
実
施
）

（直
接
実
施
）
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