農業人材確保・就農サポート体制確立支援のご案内
農業に従事する人材の確保・定着のために
○労働力不足解消に向けた多様な人材を受け入れる体制づくり
○新規就農者が安心して飛び込める就農環境の整備
に取り組んでみませんか？
農繁期の人手が
足りない・・・
地域で協力して人を
集められないだろうか

高齢化に後継者不足・・・
新しく農業の担い手になって
くれる人を集められないかしら

農業労働力確保支援タイプ

地域の就農支援サポートタイプ

他産業との調整等による通年での就業機会の
確保、農作業研修の充実等により、多様な⼈
材が、多様な働き⽅で地域農業の働き⼿として
活躍できる労働環境の整備を⽀援します。

各分野の専⾨家と地域の関係機関が連携し、
新規就農者の確保に向け、就農準備段階から
定着まで⼀貫して⽀援する受⼊体制の構築を
⽀援します。
→詳しくは２．へ

→詳しくは１．へ
農協
労働⼒需給
実態調査

労働⼒
不⾜

労働⼒募集・育成⽀援体制
労働⼒の募集
マッチング

都道府県
普及組織

労務管理
セミナー

農作業
体験・研修

働きづらさを抱えた⽅を
受⼊れる体制の整備

多様な⼈材の受⼊れ体制を整備

労働⼒
確保

市町村
⾃治会

地域の新規就農サポート体制

市町村
農業振興公社

ＮＰＯ
地域事業者

農地バンク
農業委員会・
⼟地改良区

農業者・
農業法⼈

就農希望者が安⼼して⾶び込める
就農環境を整備

＜対象となる事業実施主体＞
都道府県、市町村、農協、農業法人等の関係者から構成される協議会等
※協議会は、要件を満たすものであれば既存の協議会でもかまいません。
＜補助率＞
定額補助（上限350万円/年）
※農業労働力確保支援タイプについては、働きづらさを抱えた方の支援
に取り組む場合 750万円/年
＜実施期間＞
事業採択年度より最大２年間（令和３年度採択地区）

新しいアイディアで産地の労働力確保、就農サポート体制構築を
目指す取組を募集します!
お問合せ先：株式会社パソナ農援隊 地域創生事業部（担当：佐藤、大井、北澤）
TEL：03-6734-1260/FAX：03-6734-1269
メール：agri-hr@pasona-nouentai.co.jp
農林水産省 経営局就農・女性課 雇用・労働グループ TEL：03－6744－2162
応募要領やこれまでの取組実績は以下URLか右のQRコードからご確認いただけます。
（（株）パソナ農援隊ホームページ内。PROJECTへお進みください。）https://pasona‐nouentai.co.jp/newfarmers

１．農業労働力確保支援タイプ

【⽀援対象となる取組】
２．労働力の募集・育成

１．取組の推進体制の構築
〇 労働力確保に向けた取組内容の検討
〇 労働力ニーズの詳細や地域の状況の把握 ほか
＜支援経費（例）＞
・会議の開催に係る費用（資料印刷費、会場借料
など）

・調査に係る費用（旅費、臨時雇用賃金など）

○ 求人広告の掲載
○ 就職説明会への出展やイベントの開催
○ 応募した方に対する研修・体験会や
派遣先に対するセミナーの開催
ほか
＜支援経費（例）＞
・求人広告の掲載、就職説明会への出展、説明会
の開催に係る費用（旅費、出展料、会場借料など）
・ＰＲ資料の作成に係る費用（印刷費など）
・作業説明や受入に向けた事前セミナーに係る経費
（謝金、旅費、会場賃料など）

３．データベース化、労働力のマッチング
〇 労働力のデータベースの作成
○ 人材派遣会社等のノウハウの活用
〇 農繁期の異なる他産地との労働力の融通 ほか
＜支援経費（例）＞
・データベースの構築に係る費用（委託費、役務

４．農業の「働き方改革」への取組
○ 「働き方改革」に関するセミナーの開催
〇 労働環境の改善等に関する専門家による助言
ほか

費、臨時雇用賃金など）
・労働力斡旋についての人材派遣会社からの助言

に係る費用
・他産地と連携する仕組みづくりに向けた試行
調査に係る経費（旅費など）

＜支援経費（例）＞
・労働環境改善等の専門家によるセミナー開
催に係る費用（謝金、旅費、会場借料など）
・労働環境の改善、労務管理等の専門家から
の助言に係る費用

農業が「選ばれる職業」となるよう、生産性が高
く、かつ「人」にやさしい環境づくりができるかと
いうことを考え、実現に向けた取組を行うこと。

・ 労働時間・休日・賃金の
見直し等労務管理の徹底
・ 短時間勤務に対応した労
働環境の整備
など

働きづらさを抱える方への支援について

次のことに取り組んでいただきます

以下のような働きづらさを抱える方の就労
支援体制を構築し、新たな人材の確保に取り
組む実施主体を対象とします。

○地域の農業、福祉関係機関との連携
体制の整備
○農作業体験、段階的な農業研修、就労
プログラムの整備
○研修先・就労先の確保と受け入れに関
する研修

・ ひきこもり状態にある方（自室、家から出ない、
近所のコンビニや、自分の趣味に関する用事の
ときだけ外出する等）
・ 求職活動を積極的に行っておらず、通学や家事を
行っていない方
・ 困窮状態にあり生活を維持することが難しくなる
おそれがある方
・ 障がいや疾患などを有している方 など

＜支援経費（例）＞
・福祉の知見をもったサポーター・
コーディネーター等の技能者給
・研修・就労プログラムの作成委託費
・働きづらさを抱える方に関する基礎
知識や就労の受入方法などを学ぶセ
ミナー・交流会等に係る経費

取組事例のご紹介

農業労働⼒の確保

多様な⼈材・多様な働き⽅に合わせた農作業のマッチング
【とかちアグリワーク協議会設⽴準備会（北海道）】
１⽇単位から農業アルバイトを⾏えるバイトアプリを導⼊し、学⽣、主婦及び休⽇を利⽤
した副業など、幅広い層から⼈材を確保
取組内容

POINT

・短期で働きたい⼈を取り込むため、１⽇農業バイトアプリを導⼊。
・アプリ利⽤者拡⼤によりマッチング成⽴件数を増やすため、農家
（求⼈者）向けのアプリ操作説明動画、求職者向けの農作業説明
動画を作成し、PRを実施。
【農作業説明動画】
アルバイトの検討材料、
事前学習用して活用

【アプリの操作方法
説明動画】

柔軟な勤務形態が多様な働き⽅を
求める⽅とマッチング
・都会と地⽅との⼆拠点⽣活
を始め、地域における収⼊
源を求めている⽅
・新型コロナの中で離職や休
業を余儀なくされ、収⼊を
確保する必要のある⽅
など
新しい視点で農業に⾶び込む
きっかけに︕

アプリを介して求人農家と求職者がマッチング

【三重県】
障がい者の就労を⽀援する関係団体や県内の⼤学等と連携
し、農作業を担う多様な⼈材を確保

【シルバー⼈材】

取組内容
県内の福祉事業所や⼤学と連携し、
・障がい者の⽅に選果場で作業してもらう
・夏期休暇の学⽣に収穫の⼿伝いをしてもらう

【休み期間中
の学⽣】

などして、多様な⼈材を確保。

活躍が期待される
多様な⼈材

【⼦育て中
の⼥性】

【施設外就労の障がい者】

産地間連携による⼈材確保
【⻄宇和農業協同組合（愛媛県）】
繁忙期の異なる複数産地（JAふらの（北海道）、JAにしうわ（愛媛）、JAおきなわ（沖縄））
で連携し、農繁期に必要なアルバイトを確保
野菜
＠JAふらの

取組内容
・

３JA共同で、⼈材募集チラシの作成・農業求⼈サイ
トへの求⼈情報掲載等を⾏いアルバイトを募集。

・

従事中のアルバイター向けに、その他の地域の担当
者が現地へ赴き業務説明会を⾏うなどすることで、移
動先の産地でスムーズに農作業に従事できるよう⼯夫。

（４〜10⽉）

サトウキビ
＠JAおきなわ
（１〜３⽉）

みかん

＠JAにしうわ
（11⽉〜12⽉）

２．地域の就農支援サポートタイプ
【⽀援対象となる取組】
１．新規就農に関係する機関・団体の連携体制構築と運営を行う推進委員会の設置
＜支援経費（例）＞ 会議の開催に係る経費、専門家の助言に係る経費（謝金、臨時雇用賃金など）

２．新規就農サポートリーダーの選任・全国研修への参加
＜支援経費（例）＞
研修会への参加費（旅費など）

新規就農サポートリーダーとは？
地域における関係機関・団体の連携等を図る本事業
の推進役です。農業技術から生活支援まで、新規就農
者を伴走支援する要として活動していただきます。
取組内容の理解促進のために、事業実施主体（(株)
パソナ農援隊）が実施する新規就農サポートリーダー
研修に参加していただきます。

３．受入プログラム、農業技術・経営に関する研修プログラムの作成
＜支援経費（例）＞ 地域資源（受入農家、研修施設等）の調査に係る経費（旅費、委託費など）
研修ニーズを探るヒアリング等に係る費用（旅費など）
専門家からの助言に係る費用（謝金など）

４．農業就業体験・現地見学会の開催、農業技術・経営に関する研修の実施
＜支援経費（例）＞ 受入農家に係る経費（謝金、備品費など）、座学研修に係る経費（会場賃料など）

５．研修中から就農後の一定期間にわたり新規就農者をサポートする人材の確保
＜支援経費（例）＞
相談窓口の立ち上げに係る経費
相談人員の確保に係る経費

新規就農者の定着のために・・・
研修中、研修後の生活相談や営農開始に関する相談、
就農後の経営安定化に関する相談対応等、
新規就農者の定着に向け、一貫して相談対応等を行う
体制の整備が必要です。

６．新規就農者募集に係る広報活動
＜支援経費（例）＞ 研修案内パンフレット・ホームページの作成に係る経費
就職説明会への出展、説明会の開催に係る費用（旅費、出展料、会場借料など）

７．就農時の農地の斡旋・確保、新規就農者が共同利用する設備・農業機械等のリース等
＜支援経費（例）＞斡旋のための活動費（旅費など）、農業機械のリース費用（事業実施期間中のみ）

８．生活面での支援
（研修中に滞在する施設の提供、農業アルバイト、就農後の住宅、保育施設のあっせん等）
＜支援経費（例）＞ 農業者・関係機関からの情報収集、仲介等に係る経費（旅費など）

９．就農後の農業技術・農業経営に関するスキルアップ支援
＜支援経費（例）＞ 指導農業士による指導、先進地視察、研修への参加等に係る経費（謝金、旅費など）

地域の新規就農サポートマニュアル
本事業では、地区プロジェクトの取組や全国のモデルケースの調査結果等を基に
地域の新規就農サポート体制構築のポイントをまとめたマニュアルを作成しています。
以下URL、右のQRコードからご覧いただけます。（（一社）全国農業会議所ホームページ内）
→ https://www.be-farmer.jp/uploads/statistics/AeagX2wWhOmzUB1eJl202104051826.pdf
資料：地域の新規就農サポートマニュアル（令和３年３月一般社団法人全国農業会議所）
令和２年度 地域の新規就農サポート支援事業により作成

取組事例のご紹介

新規就農サポート体制の構築
農業者による取組を
地域の関係機関が全⾯的に⽀援
【⼭形県 ⼤江町就農研修⽣受⼊協議会（OSINの会）】
地域の農業者有志が、新規就農者を育成する団体（OSINの会）を⽴ち上げ、研修・指導
を実施。⾏政・ＪＡ等が、同会の活動を全⾯的に⽀援している。

地域の関係機関が連携した
受⼊・育成・⽀援体制の構築
【熊本県 葦北地⽅農業振興協議会】
県振興局・ＪＡ・管内市町・農業委員会等が連携し、就農希望者の受⼊れから研修、
就農定着までの⽀援プログラムを整備

