
多様な人材が活躍できる農業を目指して
～パラレルノーカー～

令和３年２月4日

ＪＡ北海道中央会



令和２年度は、技能実習生等の入国が困難に
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政府の水際対策で、３７５名の技能実習生等の入国に影響し、生産現場では人手不足が深
刻化した。

図：政府の水際対策による技能実習生等への影響

出所：中央会調べ(令和2年6月1日現在)
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農業現場では構造的な人手不足が続く
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春耕期と収穫期に最も季節雇用を必要とするほか、農家によっては野菜の収穫作業により
長期間人手を必要とする。＜構造的な人手不足＞

グラフ：農業者による季節雇用の実態調査 (道東畑作地帯６ＪＡ)

名

出所：中央会調べ(平成29年１２月)
道東６ＪＡ７１戸の耕種農家へのアンケート調査

春耕期
(植付け作業) 収穫期

(収穫作業)

農家によっては

野菜の収穫作業あり



人手不足はダブルパンチに
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構造的な人手不足が続く中、技能実習生等が入国できないことで、生産現場はダブルパン
チ。

技能実習生等の

入国制限による

人手不足

構造的な

人手不足

ＪＡグループ北海道が一体となった
労働力対策の必要性



労働力対策は「人」と「スマート農業・技術革新」の両輪で
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生産現場の

スマート農業・技術革新
導入を推進

「人」と「スマート農業・技術革新」を
両輪で推進する必要がある。

労 働 力 対 策

人材を確保・定着 する
効果的な取組み



一方、コロナ禍の影響で雇用情勢は大幅に悪化
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コロナ禍により、失業者や休業事業所が急増し、雇用環境が悪化した。これにより、副業等
として農作業を希望する事例が増えた。

休職等の影響を受

けた労働者

３万２，３６１名

休業

１，８９０事業所

コロナ解雇

1,332名

図：コロナ禍における道内の雇用情勢への影響 (令和２年６月時点)

出所：北海道労働局（令和2年６月時点）



主に３つの取組みを展開
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関係機関と連携し、「人材確保に取組むＪＡの支援」、「他産業人材のマッチング支援」、「パラ
レルノーカーの取組み」を進めた。

人材確保に取組む

ＪＡの支援

他産業人材の

マッチング支援

パラレルノーカーの

取組み

関係機関と連携し、
主に３つの取組みを進めてきた。



人材確保に取組むＪＡの支援～北農５連ＪＡ営農サポート事業～
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人材確保に取組むＪＡや技能実習生等の入国遅延による負担に対して、支援するため、ＪＡ
グループ北海道の独自予算により、北農５連ＪＡ営農サポート事業を実施した。

イメージ

外出自粛等 技能実習生等の
入国遅延

新型コロナウイルス感染症

労働力不足の深刻化
監理団体ＪＡの負担増

✓緊急的・追加的な労働力
確保の取組み

✓監理団体ＪＡ等の追加的
な取組み
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新型コロナウイルス感染症に係る農業人材確保特別対策事業 (令和2年度：1億円)

２．外国人技能実習生入国遅延に係る支援事業

政府の水際対策の影響による外国人技能実習生等の入国遅延
に係る監理団体ＪＡ等の掛かり増し経費に対して支援する。

(事業費の１/２以内を助成、上限助成額6００万円以内/ＪＡ)

３．人材定着に向けた環境整備支援事業

ＪＡと市町村等が一体となって、より定着しやすい環境を整える
ための特色もしくは機能向上を含めた環境整備の取組みに対して
支援する。

(事業費の3/10以内を助成、上限助成額１，０００万円以内/ＪＡ等)

✓新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人技能実習生等の入国遅延や外出自粛等の影響により、労働力不足が深刻化し
ていることから、ＪＡによる新たな手法による取組みに加え、2月28日の道による緊急事態宣言以降の緊急的・追加的な労働
力確保の取組みを支援する。

✓事業の活用にあたっては、国の事業を優先して活用することとし、国の助成対象外の取組みに対して本事業で支援する。
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１．緊急的な人材確保支援事業

求人サイトの活用やパート募集の取組み、産地間連携や農福連携、
外国人材の活用など、地域における新たな手法による取組みに加
え、人材確保・定着に向けた緊急的・追加的な取組みに対して支援
する。

(事業費の1/2以内を助成、上限助成額６００万円以内/ＪＡ等)

事業の内容

外出自粛等
技能実習生等の
入国遅延

北農５連ＪＡ営農サポート協議会

労働力不足の深刻化

新型コロナウイルス感染症

事業のイメージ

助成

監理団体ＪＡ等による
追加的な取組み

緊急的・追加的な
労働力確保の取組み

等

＊上限助成額は、国の事業等の動向を踏まえ変更の可能性あり

＊上限助成額は、国の事業等の動向を踏まえ変更の可能性あり



人材確保に取組むＪＡの支援～北農５連ＪＡ営農サポート事業～
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多くのＪＡが本事業を活用

多様な人材の確保・定着の取組みを推進



人材確保に取組むＪＡの支援～北農５連ＪＡ営農サポート事業～
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ＪＡ今金町

１．背景
〇コロナ禍において、労働力人材の定着を図る
ため、「労働環境の向上に資するためのアン
ケート」を実施し、結果にもとづき、ＪＡによる
労働環境整備を進める必要があった。

２．取組み内容

〇アンケート結果において、最も要望の多かった
トイレの改善について、バリアフリー化し、衛生
面や労働安全の向上を図り、共選施設従業員
の定着に取り組む。

アンケートの実施

トイレの改善

ＪＡいわみざわ

１．背景
〇 ＪＡでは、平成29年度より農作業の労働力確
保として、農家と一般求職者をマッチングする
無料職業紹介事業を実施している。

○ 本年度はコロナ禍で札幌圏との人の往来自粛
やコロナ感染への不安の高まりにより、組合員
がＪＡ管外からの労働力確保に消極的になって
いる。

○ このことから、ＪＡ管内での労働力人材の掘り
起こしの強化が必要となっている。

２．取組み内容
○ 岩見沢市内広報誌や三笠市移住者向けＨＰへ
求人広告を掲載する。

○ 岩見沢市内全域への求人チラシを配布する。

○ マッチングシステムによる人材紹介を支援す
る。

募集広告の実施 人材紹介ﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑの利用



人材確保に取組むＪＡの支援～北農５連ＪＡ営農サポート事業～
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ＪＡ北オホーツク

１．背景
〇ＪＡでは、組合員戸数や酪農従事者の減少によ
る生産基盤の弱体化が懸念されており、人を
呼び込み、定着させる取組みを行う必要性が
高まっていた。

２．取組み内容
〇ＪＡ出資型法人Farm to-moを設立し、体験・
実習・新規就農者研修などを行う受け皿組織
として人材定着に向けた研修牧場機能を立ち
上げる。

〇新規就農希望者等が住む居住施設・研修施設
の建設に本事業を活用する。

ＪＡ出資型法人による
研修牧場の設立

就農希望者向け
居住施設の整備

ＪＡ斜里町

１．背景
〇ＪＡでは昨年、労働力確保のための取り組みと
してＭＡＳプロジェクトを立ち上げ、知床の大自
然、観光、グルメ、イベント体験をアピールして
アルバイト労働者を確保しようとしていた。し
かし、1年目の総括の結果、アルバイターは観光
やグルメよりも、雇用条件や生活環境を重視す
る傾向があることが判明したため、方針転換す
る運びとなった。

２．取組み内容
〇アルバイターの生活環境を整備するため、住宅
を行政から賃貸し提供する。

観光との連携による
アルバイター確保

住宅支援



他産業人材のマッチング支援
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短期おしごと情報サイト
(運営：北海道経済部)

援農に賛同する企業・
学校・人材など

直接掲載 閲覧

北海道援農推進連絡会議
(事務局：北海道農政部)

ＪＡの募集
情報を抽出

情報提供
働きかけ

求人ニーズのあるＪＡ

求人ニーズのあるＪＡに短期おしごと情報サイトへの掲載を促し、北海道援農推進連絡会議
が募集情報を抽出、援農に賛同する企業等へ働きかけを行った。

マッチング実績 212名

マッチング実績 ８２名



他産業人材のマッチング事例
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札幌市内の障がい者福祉施設が施設外就労先の仕事減少を踏まえ、江別市で農作業に新
たに取組んだ。

写真：マッチング事例

出所：令和２年9月24日ＨＢＣ「今日ドキッ！」

結果的に農福連携にも繋がった事例



パラレルノーカーの取組み～きっかけ～

コロナ禍による雇用情勢の変化、働き方改革などによる多様な働き方が広がりつつある中、
農業でも多様な働き方ができることをＰＲし、就労に繋げていくため、パラレルノーカーの
取組みを開始。
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パラレルノーカーはＡＧＲＩＡＣＴＩＯＮ！ HOKKAIDOの取組みの１つ

コロナ禍による雇用情勢の変化、働き方改革などによる多様な働き方が広がりつつある中、
農業でも多様な働き方ができることをＰＲし、就労に繋げていくため、パラレルノーカーの
取組みを開始。

ＡＧＲＩＡＣＴＩＯＮ！ ＨＯＫＫＡＩＤＯの取組みの
1つとしてパラレルノーカーをスタート
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パラレルノーカーは造語

コロナ禍による雇用情勢の変化、働き方改革などによる多様な働き方が広がりつつある中、
農業でも多様な働き方ができることをＰＲし、就労に繋げていくため、パラレルノーカーの
取組みを開始。

複数の仕事＊をしながら 農業をする人

パラレルワーカー

＊仕事や家事・育児、学業など幅広い考え方
16



パラレルノーカーの目指すところ

農作業に関心のある方々にプロモーション活動を通じて、特設サイト内に掲載している既存
の農業系求人サイトへの誘導を図る。

プロモーション
活動

関心のある方々 誘導ポータルサイト 農作業

17



パラレルノーカー特設サイト

実際に農作業従事した「パラレルノーカー」の事例を掲載。

画像：パラレルノーカー特設サイト内「先輩の声」
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パラレルノーカー特設サイト

画像：パラレルノーカー特設サイト内「パラレルノーカーの一日」
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パラレルノーカー特設サイト

パラレルノーカー特設サイト内に農業系求人サイトのリンクを掲載。パラレルノーカーの特設
サイトが道内の農業系求人サイトのポータルサイトの役割を担う。

画像：パラレルノーカー特設サイト内のお仕事情報

20



パラレルノーカーのプロモーション(予定)～ＣＭ～

＊パラレルノーカーＣＭイメージ 21



今後の取組みについて



今後の情勢について～外国人技能実習生は入国できるのか？～

緊急事態宣言中の入国は不可となった。２月以降の入国も不透明な状況にある。

ベトナム

中国 フィリピン 日本

入国制限・出国遅延＊

＊順調に手続きが進んでいる情報もあ
るため、動向が不透明

受入れ経費の負担増 入国制限

受入れ経費の負担増

日本大使館の手続きの遅延1

当該国内の移動制限
(入国前講習等へ影響)

２

掛かり増し経費(渡航費等)1 緊急事態宣言による
入国一時停止

1

図：入国までの各段階で想定される懸念事項

新型コロナ変異種の動向３

掛かり増し経費
(14日間隔離措置等)

２
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今後の情勢について～雇用情勢の見通し～

コロナ禍において、道内全産業の有効求人倍率は１．０を下回る状況が続いているものの、
農林漁業は高止まりしている。＝農業分野の求人ニーズは依然として高い

図：道内の有効求人倍率の推移
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出所：北海道労働局「雇用失業情勢」
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今後の情勢について～雇用情勢の見通し～

コロナ禍における道内の雇用への悪影響は増加傾向にあり、今後、さらに求職者や副業希
望者が増える可能性がある。
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表：新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響（北海道）
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解雇等見込み労働者数
＊一部解雇者含む
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名

出所：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響」 25



今後の情勢について～令和３年度の見通し～

令和３年度の雇用情勢は依然として厳しい状況が継続することが見込まれることから、他
産業の人材の流動化が継続することが想定される。

図：令和３年度の雇用見通し

個人向けサービス業で
雇用調整圧力が続く＊１

雇用調整助成金の特例措置
を令和３年２月まで延長＊２

令和３年12月まで
失業率が３％程度で推移＊３

令和３年度も厳しい雇用情勢が継続することが想定

＊１ 出所：令和２年10月30日日本銀行「経済・物価情勢の展望」
＊２ 出所：令和２年11月30日厚生労働大臣記者会見
＊３ 出所：令和２年9月8日みずほ総合研究所「２０２０・２０２１年度内外経済見通し」
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今後の対応について～令和3年度の対応の方向性～

技能実習生等の入国制限、受入れ経費増、失業者・副業希望者の増加を想定し、これまでの
取組みを継続する予定。

図：今後の情勢を踏まえた令和３年度の対応

技能実習生等の入国制限等による
人手不足・受入れ経費増の可能性

コロナ禍に起因した失業者・
副業希望者の増加の可能性

代替人材確保の必要性
負担軽減の必要性

農業を雇用の受け皿とする
取組みの必要性

令和３年度も継続を予定

27



今後は、４つの取組みを展開

図：令和３年度の取組み

コロナ禍における生産現場の人材確保を後押し

パラレルノーカー
推進

パラレルノーカーのＰＲにより、
多様な人材による

農業現場の就労機運を醸成

他産業人材の
マッチング支援

北海道援農推進連絡会議
等と連携し、他産業人材
のマッチング支援を行う。

農業人材確保
特別対策事業

〜北農５連ＪＡ営農サポート事業〜

ＪＡ等による人材確保の
取組みに対して助成する。

産地間・事業者
連携推進

産地間・事業者連携に
よる人材確保の事例
づくりを模索

昨年の取組みを検証し、今年は４つの取組みを展開予定
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令和３年度農業人材確保特別対策事業

令和2年度に引き続き、ＪＡ等による人材確保・定着の取組みを後押ししたい。
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他産業人材のマッチング支援

求人ニーズのあるＪＡに短期おしごと情報サイトへの掲載を促すこととし、北海道援農推進
連絡会議が募集情報を抽出、援農に賛同する企業等へ働きかけを行う。

短期おしごと情報サイト
(運営：北海道経済部)

援農に賛同する企業・
学校・人材など

直接掲載 閲覧

北海道援農推進連絡会議
(事務局：北海道農政部)

ＪＡの募集
情報を抽出

情報提供
働きかけ

求人ニーズのあるＪＡ
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産地間連携の推進

コロナ禍における技能実習生等の受入れリスクを低減させるため、令和３年度限りの取組
みとして、産地間・事業者連携による国内の人材を融通する仕組みについて、事例づくりを
模索する。

図：特定技能外国人による産地間連携の取組み

令和3年 1月3日日本農業新聞記事より抜粋

人材の産地間リレーにより
渡航リスクの低減が可能

図：事業者間連携

季節派遣 通年派遣

✓Yuime（株）

✓（株）シェアグリ

✓（株）アルプス技研

✓札幌エージェント（株）

情報交換・連携

事業者との連携により、国内人
材を融通する事例づくりを模索
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パラレルノーカーの推進

コロナ禍における多様な働き方の推進により、生産現場の人材を確保するため、令和3年
度限りの取組みとして、パラレルノーカーの取組みを進める。

図：パラレルノーカーの取組み概要 図：プロモーションの取組み予定

サイト内に掲載した
既存の求人サイトに誘導

プロモーション活動

関心のある方々

誘導

ポータルサイト

ＴＶＣＭ の放映1

Ｗｅｂ広告の実施２

✓２月からＴＶＣＭを放映

✓２月からWeb広告を実施
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