（秋田県農業労働力サポートセンター）

事業実施期間令和元年度～令和３年度
（秋田県）

令和元年度採択
農業の新しい働き方
確立支援（成果）

農業経営の規模拡大や園芸品目の産地化の進展に伴って労働力不足が深刻化する中、安定的に労働力を確保するため、ＪＡ無料職業紹介所の開設・運営に対し支援するとともに、雇
用環境の整備や多様な人材の確保に向け、次の取組等を行う。
１ ＪＡ無料職業紹介所の開設・運営支援
・県内の全ＪＡ(13)での無料職業紹介所の開設を目指し、未開設ＪＡ(10)を誘導するとともに、既開設ＪＡ(3)のＰＲ活動や作業体験イベント等の運営を支援
２ 雇用環境の整備
・ 雇用者(農業者)の労務管理能力の向上を図るため啓発資料等の作成・配布やセミナーを開催し、雇用環境の整備を推進
３ 多様な人材の確保
・ 外国人材や障がい者、子育て世代、シルバー人材など多様な人材の確保に向け、情報の収集・発信

事業実施主体構成員
秋田県農業法人協会、大規模園芸経営体、秋田県立大学、秋田県農
業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会秋田県本部、秋田県農
林水産部(園芸振興課、農林政策課、農業試験場)、（一社）秋田県農業会議

目標値（基準年）

①JA無料職業紹介所等による求職・求人ﾏｯﾁﾝｸﾞ件数 200件（R1年
度：41件）
②労働環境に満足している被雇用者の満足度 80％（R1年度－%）
※実績なし。Ｒ２年度に調査を実施。

令和元年度取組内容
１ 調査活動
・アンケート調査の実施(1500経営体)
・先進地視察研修の実施(２月、京都府・静岡
県、参加者５名)
２～３ ＪＡ無料職業紹介所の開設支援
・全JAとの意見交換を実施(７月、参加者：JA
組合長、振興局農林部長、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長等)。
※随時開設・運営に向けた指導を実施
・無料職業紹介所について、ＨＰ、ラジオ、テ
レビ放映、ガイドブックでＰＲ
４ 雇用環境の整備
・労務管理セミナーの開催(11月、県内３か所、
参加者延べ128名)
・労働者受入農家向け及び農業労働希望者向け
ガイドブックの作成・配布
５ 多様な人材の確保
・上記セミナーで外国人材雇用、農福連携の事
例紹介等

令和２年度取組予定
１

調査活動
・マッチングアプリ実証実験
(４月～翌年３月)
→facebookやチラシ等を活用したＰＲ
(チラシ配布・イベントの開催等）
→アンケート調査、データの分析 等
・先進地視察研修の開催(北海道、時期未定)
２、３ ＪＡ無料職業紹介所の開設・運営支援
(４月～翌年３月)
・実施実験の事例紹介と普及啓発
４ 雇用環境の整備
・労務管理セミナーの開催(11月、県内３か
所）
５ 多様な人材の確保
・上記セミナーで外国人材雇用、農福連携
の事例紹介と普及啓発

園芸労働力の確保支援について ～ 秋田県農業労働力サポートセンター ～
１

調査活動

労働力の安定確保に向けた各種調査活動等の実施

２

ＪＡ無料職業紹介所の開設支援

・農家等のアンケートの実施と分析 など

全ＪＡ(13)での無料職業紹介所の開設を目指し、開設を支援

・制度紹介と事務手続きの指導 など

主な取組１
○ 労働力実態調査
・対 象：農業経営体（ＪＡ主要園芸部会、秋田県農業法人協会、園芸メガ団地整備地区代表者）等
・配 布：６～７月、８月下旬～
・回 収：６～７月、～10月下旬
・回答数：785経営体、551経営体
・集計・分析：８月、12月下旬～２月下旬
○

先進地視察研修（２月３日～４日）
・視察先：京都府援農・労働戦略会議(事務局：京都府農産課）、京丸園株式会社(静岡県浜松市)
・参加者：ＪＡ秋田中央会、ＪＡ全農、県(園芸振興課、農業試験場)、農業会議
計５名

主な取組２
○ 全ＪＡとの意見交換（令和元.７月）
全ＪＡを訪問し、組合長等と意見交換を実施
・参加者：ＪＡ組合長、地域振興局農林部長、サポートセンター長
○ 開設誘導・指導
・監督者研修受講（８月：仙台市）
・農業労働力確保対策実務担当者会議（９月）

受講ＪＡ：６ＪＡ(かづの、あきた北、たかのす、なまはげ、あきた湖東、秋田おばこ)
受講ＪＡ：８ＡＪ(かづの、あきた北、秋田なまはげ、大潟村、秋田おばこ、あきた白神、秋田しんせい、こまち)

○ 県北地区の３ＪＡとの意見交換（令和元.２月）
無料職業紹介所開設意向及び労働力確保状況について意見交換を実施
・訪問ＪＡ：３ＪＡ（かづの、あきた北、たかのす）
○ 随時（ＪＡ秋田中央会）
無料職業紹介所開設誘導及び開設に係る手続き支援

等

農業労働力に関するアンケート調査結果（一部抜粋）
（ｎ＝1,306）
（ｎ＝1,271）
（ｎ＝1,175）
（ｎ＝468）

○今後の経営方針について、規模拡大したい経営体は約30％。農業法人で規模拡大意欲が高い
○今後の雇用労働力について、増やしたいと答えた経営体は約25％
○労働力確保の見込みについて、確保できると答えた経営体は約60％
○雇用労働力が必要な時期について、最も多かったのは８月
Ｑ：今後の経営方針は

Ｑ：労働力確保の見込みは

Ｑ：今後の雇用労働力は

Ｑ：雇用労働力が必要な時期は
0％
1月

2月
3月

25％

50％

75％

2.8%

1.9%
4.7%

4月

28.0%

5月

50.9%

6月

44.9%

7月

60.7%

8月

66.5%

9月

48.9%

10月

32.5%

11月

22.4%

12月

その他

100％

10.3%

4.7%

サポートセンター調べ：令和２年２月

園芸労働力の確保支援について ～ 秋田県農業労働力サポートセンター ～
３ ＪＡ無料職業紹介所の運営支援
既に開設している３ＪＡ(ＪＡ白神・しんせい・こまち)の認知度向上など求職者を増やすための活動支援

主な取組３
○

認知度の向上（サポートセンター開設ＰＲ含む）
・Ｔ Ｖ：ＪＡみどりの広場（８月） センター長と副センター長が出演
・ラジオ：県からのお知らせ（11月）
・Ｈ Ｐ：農業会議、ＪＡ中央会、県のＨＰに掲載
・ガイドブックの作成（３月配布）：農業で働きたい人向け
ＪＡ、ハローワーク、シルバー人材センター、農業公社等へ配布

○

マッチングアプリを活用した求職者の確保（次年度の取組）
・令和元年度 大規模園芸躍進フォーラムにて情報提供（２月６日）
講師：鎌倉インダストリーズ(株) 原 代表取締役社長
→１日、時間単位でマッチング可能なスマホアプリ
→平成30年～令和元年度 北海道十勝地域２～５ＪＡで実証
→これから先２～３年間は求職・求人者ともに利用料無料
（中抜きなし、将来的には年会費１～２万円/年を目標）
・令和２年度 ＪＡあきた白神にて、実証試験を実施予定
→打ち合せ（３月）
→他のＪＡでも取組意向あり

園芸労働力の確保支援について ～ 秋田県農業労働力サポートセンター ～
４ 雇用環境の整備
被雇用者が働きやすい就労環境の整備促進

・労務管理セミナーの開催 など

主な取組４
○

労務管理セミナーの開催（11月）
・開催場所：県内３か所（県北：大館市、県央：秋田市、県南：横手市）
・参 加 者：計128名（農家53名）
・内
容：サポートセンターの紹介、ＪＡ紹介所のＰＲ、労務管理の講習、
農福連携の事例紹介外国人材受入れの事例紹介、
スマート農業の事例紹介（省力化）
・連
携：社会労務士会、労働局、県雇用労働政策課、県農山村振興課、
外国人取組農家、能代市 等

○

ガイドブックの作成
・農業経営者向け（11月） ※再掲
→ 上記セミナーや大規模園芸躍進フォーラム(２月)等で配布
→ 農業経営体、ＪＡ、市町村 等へ配布
・農業雇用労働者向け（３月） ※再掲
→ 無料職業開設ＪＡ、市町村、労働局（各地域ハローワーク）、
シルバー人材センター連合会（各地域シルバー人材センター）、
県立大学、農業公社 等へ配布

園芸労働力の確保支援について ～ 秋田県農業労働力サポートセンター ～
５ 多様な人材の確保
障害者や外国人など多様な人材確保に向けた情報収集

・県内取組事例の調査 など

主な取組５

」」
○

農福連携の取組（山本地域振興局との連携）
・視察研修（８月）
つくし苑（大潟村）、受入生産者、秋田県立大学（神田准教授）
・事前トレーニング（８月）
能代市の施設で、計量、拭き取り、結束、段ボール作りを体験
・現場トライアル（９月）
檜山ねぎサテライト団地で、根ほぐし、根切り、結束、除草を実践

○

法人間連携

９月：えだまめ調整作業に４名（女性）を派遣
（法人Ａ→法人Ｂ）

(農）Ａ（にんにく）と(株)Ｂ（えだまめ）が労働力を融通

11月：にんにくの芽出し作業に４名（女性）を
派遣（法人Ｂ→法人Ａ）
※賃金：850円（両法人ともに）

＜課題（法人からの聞き取り）＞
・人間関係が一番難しい。人を融通する際に、仲の良いグループで
分ける等、配慮が必要。
・法人Ｂでは、法人Ａから労働力の融通があっても人手不足であり、
5月
6月
更なる人手の確保が必要。
・Ｂ法人で雇用した人材で、えだまめが終わった後も働きたいという
人をつなぎとめ、来年度のにんにく栽培の労働力に充てる。取組は
えだ ま め
今後も継続していく。
・周りの法人でも人手が足りていないため、連携できることが理想
（互いの取組品目の状況による）。
にんにく

7月

8月

9月

10月

11月

えだまめ収穫・出荷調整
４人

４人

収穫・乾燥

8/ 下～9/下
たねこぼし

9/下～ 10/ 中
植付

にんにく
芽出し

12月

