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就農直後は、資金調達や経営計画づくり、農地確保、農業機械・施設の導入
など、計画・準備することが多く、また果樹のように収穫ができるまで数年か
かるものもあり、資金面から経営が厳しい時期といえます。
安定した収益が見込めない時期の収入確保のため、新規就農者にこの厳しい
時期を乗り切ってもらうためのサポートをしていく必要があります。

早期自立支援
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新規就農から一定期間は、農業所得だけでは生計が成り立たないケースは少なくない。農業所得が安定するまでの期間の
収入確保に向けた支援を行い、新規就農者が安心して農業に取り組める環境を整えることが重要である。

地域でのシェア／レンタル・リースの活用／業務の外注

　利用促進支援の視点

購入に対して補助金を出す／リユースの促進／第三者継承

　所有促進支援の視点

※新規参入者の経営資源の確保に関する調査結果（2018年度）

◆新規就農者が現在最も必要としている資金

設備投資資金（農業施設・農機具
等の取得や規模拡大に必要な資
金）が不足している

46.4％

24.4％
特に必要としていない　

15.1％
生活資金が不足している

その他  1 .3％短期運転資金（種苗、肥料、飼料、雇用労
賃など営農に必要な資金）が不足している

12 .8％

早期自立支援06

新規就農者の初期投資を抑えるために、ＪＡや公社等でハウス建設を行い、新規就農者にリースで貸し出すという方法
もある。

国東市では、公益社団法人国東市農業公社が研修期間中に農地を確保し、助成制度を活用してハウスを
建設（研修生本人は研修に集中）。新規就農者にリースすることで、初期投資を抑える効果がある。なお、
同ハウスは、一定期間後に本人に譲渡する。

2020年に池ノ内集落に完成したこねぎのリースハウスの導入では、施設の集約化やハウスの形状に合わ
せたシートパイプ暗

あんきょ
渠の施工等を行った。同年 4月から、トレーニングファームを卒業した２組の新規就

農者が栽培を開始している。

リースの仕組みを構築PO IN T 1　

初期投資の負担を減らす支援FOCUS
1　

約半数の新規参入者が設備投資
資金を最も必要としている

1 . 就農直後

  Case Study
公社が研修中に農地を確保しハウスを建設。初期費用が抑えられる仕組み。

大分県国
くにさき
東市
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新規就農者が共同で利用ができる、施設・機械を購入・管理し、それらを貸し出す仕組みを構築することもまた、就農直後
の費用負担を低減することにつながる。

  Case Study

山形県大江町

O S I Nの会では、町が補助金を出し同会で農機具を
購入し管理を行っている。この農機具は現場で活用
されており、利用したい人が専用アプリから予約する。
使用料を徴収し、修理費・維持費に充てている。ま
た、作業小屋の確保が資金的に難しいといった問題が
あったため、ＪＡで使われていなかった倉庫を借り、共
同作業所を整備した。農機具バンク事業は町が全額
負担、作業所は町とＪＡが半分ずつ費用負担している。

農機具のレンタルや共同作業所を整備

O SINの会

早
期
自
立
支
援

1. 就農直後

共同施設・機械の確保PO IN T 2　

【経済的な理由への対応】
まずは就農時に策定した、「営農計画書」を基に関係者（就農者本人、ＪＡ、普及センター、指導にあたった地元農家等）
を集めて協議を行いましょう。
営農計画書と現状の経営を比較して、何が課題になっているのか、徹底的に洗い出すことが必要です。作物の収益性や
経費を見直したり、時には、栽培作目を変えるよう指導することも必要です。関係者が一堂に会することで様々な解決
策や打開策が生まれます。

【人間関係に悩む場合の対応】
地域の人間関係になじめず、困っている新規就農者に対して、「まずは相手を理解すること、自分を知ってもらうこと」を
すすめましょう。どのコミュニティでも新規就農者を温かく迎え入れてくれるわけではありません。特に農村社会という
既存のコミュニティに新しい人が溶け込むのは、そもそも難しいことなのです。だからこそ、最初は地元の人があまり心を開
いてくれなくても、積極的に挨拶したり、関わりを持とうする姿勢を保つことが大切ということをあらためて伝えましょう。

【その他の対応】
「農業があまりおもしろいと思えなくなかった」、「想像以上の肉体労働で体がついていかない」等、本人が想像していた
農業とのギャップに悩む場合には、無理に引き留めないことも大切です。その場合、新たに職を探すこととなりますので、
ハローワークや地域の求人情報を紹介するなど、次の新たなステップにつながるような後押しをしましょう。

まずは何が原因で農業をやめたいのか、しっかりヒアリングをしましょう。
・もっと収益を上げるはずだったのに、思ったより儲からなかった。
・地域の人とのコミュニケーションがうまくいっていない。
など、経済的な理由や、人間関係等様々な理由が考えられます。

新規就農者から農業をやめたいとの相談があった。
どのように対応すればいいの？Q

A

こんな時どうするQ&A
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新規に農業を始める場合、農地の購入、機械・施設の購入や各種資材費などの事業資金が必要である。

国や自治体の支援制度を伝えたり、新たな支援制度を構築するなど、就農直後の資金に対する不安の解消が、就農直後の
新規就農者が農業経営に集中するための手助けとなる。

就農者への事業資金融資等の紹介／整備FOCUS
2　

● 融資制度
     （認定新規就農者向け）
　　・青年等就農資金
　　・経営体育成強化資金
● 自治体（都道府県／市町村）の支援制度
● ＪＡの支援制度

   新規就農者が活用できる融資制度

早期自立支援06

資金を
借り
入れた

資金の借り入れ

制度資金 民間資金

青年等
就農資金
（就農支援
資金）

経営体育
成強化
資金

スーパーL
資金

農業
近代化
資金

その他 ＪＡ 銀行 その他

新規参入者計 42.6 56.1 4.7 3.7 4.1 4.4 12.9 6.0 9.0

販売金額
第 1位の
作目

水稲・麦・雑
穀類・豆類 41.1 61.3 4.0 9.3 9.3 5.3 22.7 10.7 12.0

露地野菜 28.1 65.4 5.5 2.8 2.8 2.8 12.0 8.3 18.4

施設野菜 61.1 75.0 7.5 4.7 6.9 6.1 15.8 3.6 9.2

花き・花木 57.1 64.4 4.4 2.2 11.1 6.9 24.4 6.7 6.7

果樹 34.4 64.5 9.1 4.5 2.7 6.4 14.5 6.4 9.1

酪農 96.3 95.8 4.2 4.2 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0

その他畜産 53.8 57.1 0.0 14.3 0.0 4.8 23.8 0.0 19.0

その他 38.5 52.6 0.0 10.5 0.0 5.3 0.0 21.1 15.8

◆就農時の資金借り入れの状況

新規就農者の就農実態に関する調査結果（2016年）

単位：％
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「青年等就農計画制度」は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し「認定新規就農者」に
なることで、その計画に沿って農業を営む就農者に対して重点的に支援を講じるものである。

認定に必要となる「青年等就農計画」の作成をアドバイス・サポートすることで、将来の農業経営を自ら考えてもらうこと
に加え、制度利用による資金面の不安を解消することが重要である。

認定条件
●  原則 18歳以上 45歳未満、知識・技能を有する者（65歳未満）、これらの者が役員の過半数を占める法人、
どれかに当てはまること

● 農業経営開始から一定期間（5年）以内のものを含み、認定農業者を除く
● 計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
● 計画が達成される見込みが確実であることなど

様々な機関の支援策を組み合わせるなど、自らの地域の新規就農者自身に合った、最適な支援制度を紹介することも重要。

地元ニーズに対応する形や、自らの地域とよく似た地域を参考にするなどして、有効な支援策の新設をすることもまた新
規就農者の後押しとなる。

新規就農者向けに自治体の支援制度も

「認定新規就農者」が利用できる国・公的機関の支援・融資制度PO IN T 1　

  Case Study

平取町では、新規就農時における大きな初期投
資への新規就農者の不安の払拭のため、町とし
て「平取町新規参入者就農促進対策事業」を用
意し、農業施設や機械購入資金、施設の工事費、
リース料等を支援している。

農業施設、機械の購入資金を支援

平取町

平取町の農業研修生、農業研修を修了した認定新規就農者に対し、最大で 500万円を助成する制度。

新規の施設、機械購入のみならず、中古の施設、機械や、農業施設に関する副資材、工事費、リース料も助
成対象としており、農業経営が順調に開始されるよう後押ししている。

1. 就農直後

　平取町新規参入者就農促進対策事業

PO IN T 2　

早
期
自
立
支
援

北海道平
びらとり
取町
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継続的な支援FOCUS
3　
長期研修を終え、いざ自ら独り立ちして経営や生産を行っていく中で、技術や経営に関する不安や疑問が生じることもあ
るだろう。

長期研修が修了したのちも継続的に支援を実施することで、就農直後の不安を払拭できれば、新規就農者は安心して経営
に注力することができる。

早期自立支援06

研修修了後も継続的な技術指導などの支援を行い、技術力の向上を図ることが重要である。また地域コミュニティへの溶
け込みを促進することが、先輩農家からのフォロー体制強化につながり、安定的な農家経営を実現する。

技術力向上のためのフォローアップPO IN T

  Case Study

岐阜県高山市

高山市では、先端の技術を指導する役割の普及指導員とＪＡの営農指導員が就農後 5年間、新規就農者
の圃場へ、毎月定期巡回を行う。また、その後ろには高山市就農支援協議会が、組織だってサポートす
る体制となっている。一人の人間に対して幾重にも重なった手厚い支援を行っており、これに応えるべく
新規就農者のモチベーションも向上する。

地域コミュニティでの活発な支え合いと県及び普及指導員、
 ＪＡ営農指導員が定期巡回

新規就農者 先輩農家

高山市就農支援協議会

県の普及指導員
※最先端の技術指導

ＪＡの営農指導員

※定期巡回 ※定期巡回

体系化した定期的技術指導の流れ

団地

団地とは

●  地域の現状や将来的に担い手（新 
規就農者含む）に集約する農地。

●  団地には 20～30名の農業者が
おり、経験の長い方が経験の浅い
方をフォローアップしている。 

サポートの流れ
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栽培した農作物の販路確保FOCUS
4　
新規就農者が安心して農業を始めるためには、販路を確保することが重要である。新規就農者に対し、自ら栽培した農作
物の販路が保証されているという安心感を与えることで、農業に専念して取り組める環境を整備することができる。

新規就農者の主な販路

市場 E Cサイト※ アンテナショップ

ＪＡ 直売所 小売 飲食店

ＪＡの組合員になることで、新規就農者は自ら販売先を探す必要がなくなり、集中的に生産に取り組むことができる。新規
就農者とＪＡが密な連携が取れるよう、早い段階で新規就農者とＪＡを引き合わせることが重要。

ＪＡへの販路を獲得するPO IN T 1　

ＪＡでは市場出荷が難しい規格外品や、農薬を減らした野菜など、こだわりを伝えたい商品を出荷する際には、ＪＡ以外の
販路を検討することが必要。取り扱う農作物の特性に合わせ、販路を広げていくことで安定した経営につながる。

就農者のニーズに合わせ、多様な販路を獲得PO IN T 2　

 ※  E Cサイト：インターネット上に置いたモノ
やサービスの販売サイト。

  Case Study

熊本県山都町

山都町では、研修受入農家を中
心に、新規就農者の売り先、有
機野菜の販路の確保を目的に
「㈱肥後やまと」を設立。

販路開拓を行い、新規就農者が
生産した有機野菜を全て買い取
ることにより、新規就農者の収
益を確保し、安心して農業に取り
組める環境を整備した。

新規就農者の栽培する作物が、
売れる品質に到達しない場合も
想定し、予め同じ品目をベテラン
農家も栽培しリスクに備える。

受入農家が販売会社を設立し、新規就農者の販路を確保

㈱肥後やまと

1. 就農直後

●  会員数 53名で運営（ベテラン農家約 7割・新規就農者約 3割）
● 新規就農者の育成・サポート
　・新規就農者が生産した有機野菜は全て買い取る
　・ベテラン農家と同じ価格で引き取る
　・ 収量が確保できなかった場合は、ベテラン農家が補塡する
　・定例の勉強会を実施
　・作付計画・出荷計画の相談
　・  出荷準備の指導（箱や袋のサイズ・シールの貼り方、野菜の荷姿など）

●  山都町が運営するE Cサイトを活用し、販路拡大を予定、自治体
とも積極的に連携し、有機農業の普及を働きかける
　＊ 生産者個人が、直販 E Cサイトの食べチョク、　ポケットマルシェ※な

どで販売したり、S N Sで宣伝したりして、消費者と直取引を行って
いるケースもある。

※全国の農家・漁師と直接やりとりしながら産品を買えるオンラインマルシェ

取組

早
期
自
立
支
援
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新規就農から一定期間は、農業所得だけでは生計が成り立たないケースは少なくない。農業所得が安定するまでの期間の
収入確保に向けた支援を行い、新規就農者が安心して農業に取り組める環境を整えることが重要である。

果樹栽培などでは、苗から成木になるまでの間に数年かかるため、別の作物を栽培し、収入を補うことで早くから生計を
立てられるなどの安心材料となっている。

暫定的な収入を得られる作目の推奨PO IN T 1　

農業所得が安定するまでの支援FOCUS
5  　

  Case Study

山形県大江町

大江町では、すももの育成に 3 ～ 4年か
かるため、就農後は主に栽培を行う作物
の苗木の間に枝豆やブロッコリーを作って
収入を補っている。新規就農者同士が何
人か集まりチームを組み、種播きなどの作
業を一緒に行い、売上、経費を人数で按
分している。

苗木の間に枝豆やブロッコリーを作って収入を補完する

OSINの会

◆新規参入者による生計の成り立ち状況

75.5％

農業所得では生計が成り
立っていない

おおむね農業所得で生計が成り
立っている

24.5％

※新規就農者の就農実態に関する調査結果（2016年度）

早期自立支援06

（新規参入合計）

【内訳】
就農 1 ～ 2年目：14.6％
就農 3～ 4年目：24.9％
就農 5年目以上：48.1％
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研修期間中や就農直後の未収期間等に、先輩農家の下で農業アルバイトを行い、収入を得られるよう支援を行う。農業ア
ルバイトを行うことで収入を得られるだけでなく、新規就農者の技術向上や地域コミュニティへの溶け込みにも作用する。

期間限定の農業アルバイトを斡旋するPO IN T 2　

  Case Study

ＪＡえひめ中央

ＪＡえひめ中央では、担い手対策として無料職業紹介所を開設している。人手が足りない組合員からの
求人情報と、収入が不安定な新規就農者からの求職情報を登録し、無料で紹介する。苗木が成長するま
で安定した所得が見込めない新規就農者へのアルバイト斡旋に活用されている。

農家組合員からの求人情報を斡旋する

◆無料職業紹介の流れ

求人の登録
（ＪＡえひめ中央の組合員で農作業支援を求める方）

求人者と求職者が面接
互いの条件等が合えば雇用契約成立

求職の登録
（農作業の支援が可能な方）

1. 就農直後

早
期
自
立
支
援

収入保険は全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避け
られない様々なリスクによる収入減少を補償する制度です。次の場合などが補償対象になります。

【知っておきたい！ 農業保険のこと】

  COLUMN

ＪＡえひめ中央農作業サポートセンター無料職業紹介所

① 情報を登録（希望する勤務地、時給、労働期間・時間等）
② 登録情報をもとに条件が合う方を紹介（マッチング）

農業共済は、農家が掛金を出し合い共同財産を積み立て、災害を受けた農家は、その共同の財産から共済金を受
け取るという仕組みです。自然災害で作物の収穫量が減少したり、園芸施設に損害が出た場合等に補償します。

収入保険

農業共済

□ 自然災害や病虫害、鳥獣害などで収量が下がった □ 倉庫が浸水して売り物にならない

□ 市場価格が下がった □ 取引先が倒産した 

□ 災害で作付不能になった □ 盗難や運搬中の事故にあった 

□ けがや病気で収穫ができない □ 輸出したが為替変動で大損した

農業共済の種類

農作物共済 果樹共済 畑作物共済 家畜共済 園芸施設共済

※加入者の負担を軽減するため、共済金掛金の一定割合（原則 50％）を国が補助します。

※加入対象者：青色申告を行っている農業者（個人・法人） 
※加入申請時に青色申告（簡易な方式を含む）の実績が１年分あれば加入できます。 
※収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入します。
※ゲタ対策につきましては、同時に加入できます。
※加入者の負担を軽減するため、保険料の 50％、積立金の 75％を国が補助します。
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2 . 経営発展期
就農者が当面の経営目標をクリアした後（クリアできそうな道筋が見えた後）、経営規模の拡大に向けて、持続的・安定
的な経営のための支援を行うことも必要になる。

高収益が見込める作物を軸にした複合経営や新たな販路の確保など、収益を確保する経営計画を指導する。就農後も
農業技術・経営改善など、継続的な伴走支援でサポートしていく。

ビジネスマインドの醸成や経営管理能力の向上、マーケティングに関する知識など、経営者として必要な能力を高めるこ
とにより、就農者の経営発展を図る。

経営力向上のための研修支援FOCUS
1  　

早期自立支援06

経営力向上のための研修制度PO IN T 1　
技術の向上に加え、農業経営を改善・安定化することもまた経営発展において非常に重要な要素である一方、就農後に
農業経営について学ぶ機会は限定的である。

経営力向上のための研修制度を構築することにより、就農者の経営に関する知識を高めるとともに、志が高い就農者同
士のコミュニティの醸成や、将来のリーダー育成にも作用する。

  Case Study

熊本県山都町

山都町では、農業従事者を中心に地域のリーダー育成と、地域資
源を活用した持続可能な事業創出を目的に、勉強会を開催してい
る。P Rやブランディングなど事業として成り立つための必要な人
材育成支援を行い、アイディアだけでは終わらない新しい農業経営
の可能性を発掘している。

地域のリーダーをつくる「食農観光塾」を開催

  Case Study

北海道栗山町

栗山町では、意欲と能力を持ち合わせた担い手確保と地域のリー
ダー育成のため 「くりやま農業未来塾」を設立。経営センスに優れ
た企画・管理能力の向上をはじめ、生産技術や加工技術・販売手
法、さらには町内外トップ農業者による実践研修などの研修を行
い、人材育成に取り組んでいる。なお、活動費は栗山町農業公社が
負担している。

第 10回開塾式

高い意欲と能力を持った担い手の確保と地域リーダー育成のための塾を設立

栗山農業振興公社
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2. 経営発展期 

  Case Study

和歌山県

和歌山県では、意欲ある農業者を地域農
業を牽引する強い農家に育成するため、セ
ミナーの開催から専門アドバイザーの派遣
等、就農者の事業成長段階に合わせた、き
め細かい内容の支援を実施している。

特に経営発展期に関しては、農業者の目指
す農家経営を実現するため様々な分野の
専門家の派遣を行い、多面的なサポートを
行っている。

事業の成長段階に応じた、農業経営の発展をサポート

専門アドバイザー派遣の流れ

農業経営発展サポート

地域農業を牽引する強い経営体を育成するため、
意欲のある農業者を掘り起こし、農業の成長段階に応じた支援を実施

スタートアップ期
▶経営発展セミナーの開催に
   よる気運醸成
▶車座座談会の開催
▶経営相談会の開催

スキル向上
▶わかやま農業M B A塾を開催
　（マーケティング、労務管理 等）
　・専門家による講義
　・グループ討議
　・経営計画の作成

経営発展
▶専門アドバイザーの派遣
（社会保険労務士、税理士 等）
▶融資・補助事業の活用促進

1 2 3

相談 課題の把握
分析

方針決定
専門家選定 解決提案 実行支援　 フォローアップ

繰り返して経営発展を目指す

農業経営サポートセンター（地域相談窓口）

振興局（農業経営サポートセンター地域相談窓口）農業経営サポートセンター（経営戦略会議）

専門アドバイザー

複数回の支援も

［対応機関］

早
期
自
立
支
援
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早期自立支援06

  Case Study

青森県弘前市

弘前市では、農業経営体の経営力強化を図ることを目的に、農業経営の法人化や労務管理などの農業経
営の改善・発展に向けた取組みを行う農業者団体等に対し、最大 10万円の補助金を支給している。

経営発展に向けて、市単独の支援を実施

青色申告や労務管理などの経営の改善・発展に向けた取組にかかる経費を支援

法人化後の経営改善・発展を目的とした専門家による経営診断などに係る経費を支援

◆弘前市農業経営力向上支援事業費補助金

〈農業経営スキルアップ事業〉

〈農業経営法人化フォローアップ事業〉

●  謝金
●  旅費
●  日当（研修会などの講師にかかるものに限る）
●  消耗品費
●  印刷製本費
●  相談料

●  燃料費
●  通信運搬費
●  手数料
●  使用料及び賃借料
●  研修会などの受講料、テキスト購入費

●  謝金
● 旅費
● 日当（研修会などの講師に係るものに限る）
● 消耗品費
● 通信運搬費
●  手数料
● 使用料及び賃借料
● 研修会などの受講料、テキスト購入費
● 経営診断などにかかるコンサルティング料

（補助対象経費）

（補助対象経費）

経営発展に向けた取組を後押しPO IN T 2　
経営の発展に向けては、経営の改善に向けた分析や戦略の構築・実行、また労務管理などの知識やスキルが必要となる。

経営発展のための取組や、各種スキルの習得に向けた支援を行うことで、自主的な経営発展を促すことに期待ができる。
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2. 経営発展期 

経営発展のための多角的なフォローPO IN T 1　
就農者の経営発展については、様々な方面からフォローアップを行うことで、収益向上につながる。

その方策として考えられるフォローの例については、以下の通りである。

新規就農者の経営発展については、規模拡大、営農計画の改善、認定農業者制度の活用など、様々な方法が考えられる。
また、経営発展し、収益が拡大するということは、労働力も比例して増える傾向にあるため、その点についても漏れなく
フォローする必要がある。

収益拡大による安定的な経営発展FOCUS
2  　

早
期
自
立
支
援

規模拡大
  支援▶▶▶  農業委員会や農地バンク、懇意にしている地域農業者に相談しながら、条件に合う農地を

斡旋する。労働力確保の提案も併せて必要となる。

例 1

高収益作物の栽培
  支援▶▶▶  現在栽培している作物の利益率を再考し、収益性の高い作物を経営に取り入れるよう、営

農計画の見直しを行う。地域の農業者やＪＡ等、農業技術の専門者の意見も必ず取り入れる。

例 3

土地生産性の向上
①反収を上げる。
支援▶▶▶  受入農家や普及指導員等による、独立後も継続的な技術指導を行っていく。

②二期作、同時作、裏作等で、農地の遊休期間を減らす。
支援▶▶▶  営農計画の見直しを行う。その際に、自治体担当者だけでなく、地域の農業者やＪＡ等、農

業技術の専門者の意見も必ず取り入れる。

例 2
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認定農業者制度を活用。効率的かつ安定的な農業経営を促すPO IN T 2　
就農者が安定的な収益体質を築くためには、経営基盤の強化が不可欠である。就農者は「認定農業者」に認定されるこ
とにより、様々な支援を受けることができるため、農業経営改善計画の作成をサポートするなど、制度活用を促すことが
重要である。

1 . 認定要件（農業改善計画）
　  □ 市町村基本構想で定められた目標と整合しているか
　  □ 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであるか
　  □ 達成の見込みがあるか

2 .支援措置

経営所得
安定対策

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対
策）   米・畑作物の収入減少影響緩
和対策 交付金 （ナラシ対策）※

麦・大豆等のコスト割れの補塡 
米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット

融資 農業経営基盤強化資金 （スーパー
Ｌ資金）

経営改善のための長期低利融資（農地、施設・機械な
どの取得に必要な資金及び長期運転資金） 

補助金 強い農業・担い手づくり総合支援
交付金 （旧経営体育成支援事業）※

融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残に
ついて国庫補助

税制 農業経営基盤強化準備金制度※

経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、こ
の積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。 
さらに 5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農
業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳
が可能

農業者
年金

農農業者年金
農業者年金の保険料支援
（特例付加年金）※

月額 2万円の保険料のうち 1万円～ 4千円／月の国庫
補助 （最大 20年）

早期自立支援06

※認定新規でも対象
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2. 経営発展期

  Case Study

  愛媛県八幡浜市

真穴みかんの里雇用促進協議会では、収穫期の雇用労働力を全国から募集することを目的に 1994年よ
りアルバイター事業を開始、地域で年間約 350人の雇用につなげている。

   

◆真穴みかんの里アルバイター事業概要

●  アルバイター事業
●  労働力確保に向けた産地間連携
●  無料職業紹介

●  ＪＡ臨時職員による農作業受託
●  団体を中心とする有償ボランティアの受入れ
●  労働者に対する研修会

短期労働力の確保FOCUS
3　
経営開始直後は、力仕事なども多く、特にたくさんの労働力が必要となるため、新規就農者が十分な労働力を確保した
状態で、農家経営に臨める体制を構築することが重要。よって、労働力の斡旋や人材育成などを行うための支援体制を
確立し、安定的に十分な労働力を提供することが、新規就農者の経営発展を支える上で重要となる。

労働力確保をするための主な取組

アルバイター事業で、農繁期の労働力不足解消

真穴みかんの里雇用促進協議会

目的 全国からアルバイターを雇用し、繁忙期の労働力不足を補塡する

雇用人数 353人（2019年度）

【事業フロー】

1.募集 ①農業求人サイト、②東京・大阪などの大都市におけるマッチングイベントでの募集
 ③経験者からの紹介、④他産地の短期雇用に対する募集
 ※従来は①が多かったが、近年では③、④経由の応募が多い

2.面接 電話面接が中心
　　　　　　 ※その他大都市部での面接会も開催

3.契約 農家とアルバイターの間での雇用契約を斡旋

4.研修 説明会を開催し簡単なレクチャーを実施
 ※その後は農家からの直接指導

5.宿泊場所 ①農家にホームステイ
 ②空き家を修繕してシェアハウスを整備
                      ③廃校となった小学校を活用した宿泊施設を整備
 ※朝夕食事付き 1 泊 2,200 円（宿泊するアルバイターを雇用する
　　　　　　　　　 農家が負担）にて利用可

の整備　

圃場での収穫・運搬作業

早
期
自
立
支
援
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  Case Study

秋田県鹿角市小坂町

  Case Study

  青森県弘前市

鹿角地域果樹産地協議会では、地域の生産環境に適応するノウハウを持った労働力や桃栽培における労
働力の確保を目的に、関係機関等と連携し労働者の研修会などを行いながら、経営体とのマッチングを
随時行う。

ひろさき農業総合支援協議会では、りんご生産に携わる新たな担い手確保や補助労働力確保を目的
に、市の子育て部局や教育部局、商工部局等と連携し、ターゲットを絞った労働者募集の P Rを行って
いる。

   

◆事業実施体制

ノウハウを持った労働力を確保するため、研修とマッチングを随時行う

鹿角地域果樹産地協議会

市の他部局と連携し、ターゲットを絞って労働者募集を PR

ひろさき農業総合支援協議会

◆弘前市新規就農意欲喚起等支援事業（労働者の確保・育成の取組）

ターゲット 子育て世代・主婦・大学生・障害福祉事務所、企業退職者など

P R方法 パンフレット配布・動画作成・初心者向けりんご研修会への参加
呼びかけなど

事業全体の統括
体制外関係機関（ハローワーク等）との連絡調整、労働力運用に
かかる組織形成等について検討、研修会等を実施

ＪＡかづの

協議会委員団体

遊休農地 秋田県果樹試験場鹿角分場
（かづの果樹センター）

小坂町地域のニーズ把握、データ
ベース作成、マッチングに協力

人材育成における技術指
導、講習の開催

講習会及び実技研修を主
体的に実施（マッチングの
調整、意見・要望の集約）

経営体のニーズ把握、デー
タベース作成、マッチングに
協力

上記以外の協議会委員団体：農業共済組合、市町農業委員会、
秋田県農業公社（農地中間管理機構）

りんご生産部

北限の桃生産部会

鹿角市（事務局） 小坂町

鹿角地域果樹産地協議会

鹿角果樹協会 協議会委員団体


