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【1】業務の⽬的等

事業の⽬的
本事業の⽬的は「農業法⼈の増⼤と雇⽤⼒充実に向けて、農業界と経済界の連携を強化し、他産業からの⼈材活⽤を

促進するために、農業界と経済界の⼈材マッチングの⽀援及びその円滑な運⽤に向けた農業界などへの働きかけを実施す
る」ことです。（ １ ） 農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集、（ ２ ） 農業界、経済界等に対する
普及・啓発、（ ３ ） ⼈材マッチングの普及モデルの構築に取り組みました。

3

事業実施体制の構築
本事業の⽬的の達成に向けては、単⼀企業での動きではなく、農業界と経済界の双⽅に働きかけ、全体を巻き込んでの

事業展開と、⼈材マッチングのノウハウを⽤いて農業界と経済界を結びつける橋渡しをしていくことが⼤切になります。
ついては、本事業の実施において効果的な成果をあげるため、多くの企業ネットワークを有し、経験豊富なミドル層・シニア

層⼈材の登録者を有する「株式会社⽇本雇⽤創出機構」と、全国約1,860社の農業法⼈の経営⽀援を担う「公益社団
法⼈⽇本農業法⼈協会」と、農業分野の⼈材育成・⼈材マッチングをノウハウを有し、「平成26年度潜在的な農業⼈材
の賦存状況に関する調査委託事業」（＝以下「平成26年度調査事業」）を受託し、本事業に親和性の⾼い調査を⾏っ
た「株式会社パソナ農援隊」の３社で結成した「農業界と経済界の⼈材マッチング共同企業体」（以下、「当企業体」）に
て、「平成28年度農業界と経済界の⼈材マッチング推進委託事業」での経験・ネットワークを活⽤して本事業に取り組むこ
とで、これからの農業が「成⻑産業」となるために⽋かせない、農業界と経済界の⼈材の橋渡しと、普及モデルの構築に取り
組んでまいりました。
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

・コーディネーター配置

【資格・職位】
⾷の6次産業化プロデューサー レベル4認定、キャリアカウンセラー（⽇本キャリア開発協会認定CDA）、（社）⽇本経
営⼠協会 経営⼠（経営部⾨登録）、農林⽔産省6次産業化ボランタリープランナー、⾷品需給研究センター認定
⾷農連携コーディネーター、財団法⼈みやぎ産業振興機構登録専⾨家

【経歴】
6次産業化プランナー、⾷農連携コーディネーターとして、農林漁業者の所得向上を⽀援するため、経営課題抽出、経営分析、戦略⽴
案など農業経営⽀援はもとより、各地域の資源を活⽤した 商品開発や産業連携、販売・⽣産計画の⽴案から販路開拓の⽀援等、6
次産業化のアドバイザーとして全国で活躍。 震災後は笑顔プロジェクト、お悩みネットを⽴上げ、パソナグループとも連携し ⽔産加⼯会社、
直売所等多くの事業再開を⽀援しています。弊社において、農業分野の緊急雇⽤対策事業（新規就農希望者向け）、新規就農者・
農業法⼈等の若⼿リーダー・農業経営者に対する研修など実績多数。農林⽔産省 平成24年度 6次産業推進中央⽀援事業 6次
産業化⼈材育成研修会（コーチング研修会）、 平成25年度 6次産業化推進⽀援事業 全国推進事業 ６次産業化中央サポー
ト事業 ６次産業化⽀援⼈材育成研修会等開催のうち⺠間企業等派遣研修会、平成25年度 新規就農・経営継承総合⽀援事
業のうち技術習得⽀援 指導者向け研修（農業を⽬指す若者の⼼理等を踏まえた実践的対応⼿法研修会）、平成26年 新規就
農・経営継承総合⽀援事業のうち技術習得⽀援 指導者向け研修（経営指導⼒向上研修会）の講師としても活躍。

＜東北ブロック＞

⽊村 ⾹菜⼦ ⽒【経歴】
2008年 株式会社パソナ

派遣事業営業部にて営業担当（⼤⼿企業フォロー、新規開拓）
官公庁事業部にて、新規事業⽴ち上げ・運営、事業責任者を担当
農業経営者学校、就農⽀援事業の運営にも関わる
その他 ⼤⼿調剤薬局チェーンにて⼈事・採⽤に従事

2015年 北海道に移住。薬草農業法⼈にて農業研修を受ける
2017年 新規就農者認定を受け、桜農園設⽴

⾃⾝の農園を運営しつつ、家族と共に薬草農業法⼈の第三者継承に向け、
準備中。

⽊村 佳晶 ⽒【経歴】
2007年 広島県の開運会社⼊社 船舶の営業を担当
2009年 社内ベンチャーの農業⽣産法⼈の⽴ち上げに従事

広島県で初の取り組みとなるオリーブの栽培を江⽥島市で⾏う。
その際農場⻑を担当（初年度１年間⼩⾖島最⼤のオリーブ農業法⼈にて研修を受ける）
加⼯・栽培・販売技術を学ぶため、イタリア、トルコ、オーストラリア、モロッコ、ニュージランドを訪問
その後、⾃社にて６次化認定を取得する。
島内、広島県内にて各種セミナー開催。県知事の前でもスピーチを⾏う。

地元北海道での就農を⽬指し、北海道庁、道内９つの市町村回る
2015年 薬草農業法⼈にて農業研修
2017年 新規就農者認定を受け、桜農園設⽴

⾃⾝の農園を運営しながら、農業⽣産法⼈の第三者継承に向け準備中

＜北海道東ブロック＞

庄司 和弘 ⽒（ホライズンコンサルティンググループ株式会社 代表取締役）

⽊村 ⾹菜⼦ ⽒・⽊村 佳晶 ⽒（桜農園）

農政局ブロックを参考に、全国8ブロック毎に配置しました。
コーディネーターは、株式会社パソナ農援隊及び、 「公益社団法⼈⽇本農業法⼈協

会」など関係機関と連携し、担当都道府県内の農業法⼈等を訪問し、新たな事業ニー
ズや⼈材ニーズの掘り起こしを⾏い、マッチングに向けた準備を⾏った。
コーディネーターは、 御省と協議の上、株式会社パソナ農援隊の登録専⾨家（のべ

500名程度）の中から、農業法⼈の⽀援経験や、地域性等を鑑み選出した。

⽊村 ⾹菜⼦ ⽒

⽊村 佳晶 ⽒
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

・コーディネーター配置

【資格・職位】
ボランタリー・プランナー、中⼩企業診断⼠

【経歴】
⾼崎経済⼤学卒業
1966年 ライオン(株)⼊社。⾷品の営業、製品開発を担当。⾷品販売部⻑。
1998年 ヒューマンルネッサンス(株)⼊社。オムロンが農業に参⼊するにあたり、その設⽴から参画。農産物のブランディン
グ、販売を担当
2002年 ⾷と農研究所を設⽴
（専⾨分野・主な活動）
・⾷品の製品開発及びマーケティング全般
・農産物を活⽤した製品開発及びブランディング⽀援（お茶、ゆず胡椒、トマトジュース、柿ジュース他）
・販売⽀援（マッチング多数）
（委員等）
・本場の本物審査・認定委員（座⻑）（⾷品産業センター）
・農商⼯連携⼈材育成事業推進委員会委員（全国中⼩企業団体中央会）
・千葉の⾷と農連携事業 コーディネーター
・⻑崎県ブランド農産加⼯品認証制度委員
・K町六次産業化ネットワーク協議会
弊社において、農業分野の地域⼈づくり事業（農業分野就職希望者向け）、新規就農希望者・農業法⼈等の若⼿
リーダー・農業経営者や⾷や観光の経営者等に対する研修など実績多数。
農林⽔産省 平成25年度 6次産業化推進⽀援事業 全国推進事業 ６次産業化中央サポート事業 ６次産業
化⽀援⼈材育成研修会等開催のうち⺠間企業等派遣研修会、農林⽔産省 平成26年度 ６次産業化⽀援⼈材
育成研修会等開催のうち⺠間企業等派遣研修会の講師としても活躍。

＜関東ブロック＞

【資格・職位】
中⼩企業診断⼠、管理栄養⼠
埼⽟県内で多くの農商⼯連携のサポート、講演活動や経営診断を実施。

【経歴】
1981年から⼭崎製パン（株）製菓・製パン業営業本部にて取引先⼩売店へのサンドイッチ・ドーナツシステムの導⼊・
サポートを⾏う。
2006年〜2012年合同会社埼⽟コラボレーションインスティテュートの代表社員として埼⽟県内の農業・商業・⼯業・
サービス業の⼥性の組織化やイベント等を開催。
2012年8⽉〜2016年3⽉、埼⽟県庁官公庁農林部構造改⾰特区により農業の６次産業化に関する⾰新⽀援担
当の普及指導員として従事。当初20か⽉の任期が延⻑され、実績が認められ国の政令変更、特区が全国展開される。
2016年4⽉〜有限会社河野経営研究所の代表取締役中⼩企業診断⼠としてコンサルティング業務を実施。
平成28年度埼⽟農業⼥⼦キャリアアップ講座のコーディネーターを務める。

＜北陸ブロック＞

加藤 寛昭 ⽒（⾷と農研究所 代表）

河野 律⼦ ⽒（有限会社河野経営研究所 代表取締役）

【経歴】
農業普及指導員
外資系農薬メーカー勤務を経て、
現在株式会社⽲の⼈（かのと）
コンサルティング事業部マネージャーとして活動中。
また、H27より⼤阪府堺市で都市型農業を開始。
新しい都市型農業を展開していくべく準備中。

鈴⽊健太郎⽒ （株式会社⽲の⼈）
＜東海ブロック＞
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

・コーディネーター配置

1953年12⽉19⽇⽣まれ。同志社⼤学法学部政治学科卒業後に、⼤関酒造株式会社（現 ⼤関株式会社）⼊社。
東京⽀店／横浜⽀店／札幌営業所にて営業担当を経て、マーケティング室にて商品開発を⼿掛ける。その後、経営企
画室 TQM推進事務局経験をお持ち、サンフランシスコ駐在にて海外事業を務める。
2009年に⼤関を退社後、2009年10⽉ 藍⻘ジャパン株式会社を設⽴し独⽴

川合 和明 ⽒（藍⻘ジャパン株式会社 代表取締役）
＜近畿ブロック＞

【資格・職位】
6次産業化プランナー、有機ＪＡＳ 主任審査員、ＩＳＯ２２０００ 審査員補、元・⽇本経済⼤学 ⾮常勤講師、
⾷品需給研究センター認定⾷農連携コーディネーター

【経歴】
6次産業化コンサルタントとして九州・中国地域で6次産業化申請⽅法・事業計画策定⽀援等で活躍する傍ら有機JAS認定に関する指
導員として、全国の農業⽣産者向けに有機JASの認証制度研修や事前コンサルティングで活躍中。また、経営課代抽出、経営分析、法
⼈化⽀援（戦略⽴案）など農業経営⽀援でも活躍中。
新規就農者・農業経営者向け研修など多くの農業関連に関する研修講師として活動するとともに、⽇本経済⼤学においてアグリベンチャー
の⽴ち上げ等も指導。弊社において、農業分野の緊急雇⽤対策事業（新規就農希望者向け）、新規就農者・農業法⼈や集落営農
等の若⼿リーダー・農業経営者に対する研修など実績多数。農林⽔産省 平成24年度 6次産業推進中央⽀援事業 6次産業化⼈
材育成研修会（コーチング研修会）、平成25年度 新規就農・経営継承総合⽀援事業のうち技術習得⽀援 指導者向け研修（農
業を⽬指す若者の⼼理等を踏まえた実践的対応⼿法研修会）、平成26年 新規就農・経営継承総合⽀援事業のうち技術習得⽀援
指導者向け研修（経営指導⼒向上研修会）の講師としても活躍。

四本 和⾂ ⽒（⼀般社団法⼈国際オーガニスト協会 理事⻑（株式会社
Ｋ３ロジスティクス 代表取締役））

＜九州ブロック＞

【資格・職位】広島経済⼤学准教授、中⼩企業診断⼠、普及指導員(農林⽔産省)、(財)中⼩企業基盤整備機構各
種アドバイザー

【経歴】元・広島県農業改良普及員（現在・普及指導員）として活躍後、農業⽣産者向け経営向上研修での指導や、
農業経営⽀援（広島県・⼭⼝県・⼤分県の計15件の集落営農法⼈に対し、ＢＳＣ（バランススコアカード）診断実
施、中期事業計画策定⽀援等）、法⼈化⽀援（経営計画・事業計画策定、経営⽀援）、農商⼯連携に関するコン
サルタント、新商品の開発や販売戦略の設計等を実施。全国での弊社の研修講師としての講演実績も多数あり。
（主な実績）
・広島県環境技術実証モデル事業事業成果報告会「「⾷品関連産業における戦略的経営」
・⼭⼝県うに協同組合研修会「『下関うに』『北浦うに』の展望と課題について」
・北海道浜頓別町商⼯会セミナー「商店街の新しい戦略と傾向について」
・地域ブランドフォーラムｉｎ真庭「真庭の地域ブランドへの新たな視点真庭の農産物をどう⽣かすか」
・中⼩企業⼤学校広島校「中⼩企業の実践的経営戦略」
（著書）
・「よくわかる経営戦略論」（共著）ミネルヴァ書房
・「経営学総論」（共著）学⽂社
・「地域にとっての「⾷」のブランド化」Regional Futures No.11

⼭本 公平 ⽒（広島経済⼤学 経済学部 教授）
＜中四国ブロック＞
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

・ヒアリング先のリストアップ作業①

１、コーディネーターへの提⽰

・各ブロックのコーディネーターに、絞り
込んだヒアリング先案を提⽰し、コー
ディネータ⾃⾝の培ってきたネットワー
クからもヒアリング先を追加してもらう

・これにより、⽇本農業法⼈協会会員
以外の経営体も追加した

２、その他求⼈情報の追加

・全国農業会議所の求⼈アンケートより
抽出したヒアリング先を追加

・その他、いくつかの求⼈情報提供に
よりヒアリング先を追加

【 リストアップ結果 】 １７２件が対象となった （リストアップ①＋②）
北海道１７件、東北１７件、北陸２５件、関東２９件、東海３０件、近畿１４件
中四国２１件、九州１９件

１．データ

・⽇本農業法⼈協会会員基礎調査・実
態調査

・2016年に会員1890に対してアンケート
調査を⾏ったもの

２．元データの抽出条件

・売上2億以上
・従業員10⼈以上
・6次化の取組がある
・社会保険加⼊

３．追加条件

・2016年度農業界と経済界の⼈材マッ
チング普及推進事業に付随して⾏った
アンケートにより、サイトへの求⼈募集
を希望した会員

４．絞り込み

・条件による抽出からさらにこれまでの
事業実績や取り組みなどを踏まえ、
求⼈要望のありそうな経営体を1ブロッ
ク20〜40社程度に絞り込み

左記のいずれかの
条件にて
経営体を抽出
必須条件

・ヒアリング先のリストアップ作業②

求⼈票獲得にあたって、⽇本農業法⼈協会の会員、全国8か所にて設置した各コーディ
ネーターのネットワークをもとにヒアリング先のリストを作成。下記⼿法によってリスト化され
た訪問先は172社となった。

求⼈票獲得（農業界の新たな事業ニーズや⼈材ニーズの掘り起こし）
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

・ファーストアクション（荷電等）

１．リストアップ先にヒアリングの依頼

・⽇本農業法⼈協会会員を中⼼として、
本事業概要とコーディネーターによるヒアリングの
可否を電話により確認
・経営者または⼈事担当者に確認を⾏い、
趣旨が伝わるようにした
・コーディネーターの⼈脈で会員以外にも電話

２．ヒアリング可能先へ事前アンケートを
依頼

・ヒアリング先へは、コーディネーターよりアポ
イントを取ってもらったが、事前に経営概要
や⽬指す事業展開、それに伴う求⼈ニー
ズの事前アンケートを記載してもらい、ヒア
リングがスムーズに進むよう準備を⾏った

１．理由を確認

・ファーストアクションの電話の時点でヒアリン
グ不要となったところには、可能な限りその
理由を確認した

２．不要理由の共有

・コーディネーター、共同事業体内で理由を
共有し、その後のヒアリングや 求⼈獲得の
ために、不要理由の傾向を分析した

【 ヒアリング可否結果 】 １７２件中１０９の経営体がヒアリング可能となった
北海道１３／１７件・東北１０／１７件 ・北陸１６／２５件・関東２0／２９件
東海１８／３０ 件・近畿２／１４件・中四国１８／２１件・九州１２／１９件

【 ヒアリング訪問が不要な理由 】
１．既にコンサルを⼊れており、⼈材は特に必要としていない
２．既に経済界⼈材を受け⼊れた経験があるがうまくいかなかったため、

今後経済界⼈材は受けないと決めたため
３．単純労働⼒が欲しい（販売先は沢⼭あるが⽣産が追いついていない）
４．既に経済界⼈材を活⽤しており地元企業等のパイプもあるため

⾃⼒で探すことが出来る
５．ご⼦息に経営継承をしている最中であり今は⼈を⼊れたくない

・ファーストアクションでのヒアリング不要の理由の整理

リスト化された訪問先（172社）に訪問のお願い、事前アンケート記載依頼の事前連
絡を実施した。そのうち109件の経営体にて訪問の了承を得ることができた。

求⼈票獲得（農業界の新たな事業ニーズや⼈材ニーズの掘り起こし）
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集
求⼈票獲得（農業界の新たな事業ニーズや⼈材ニーズの掘り起こし）

■各コーディネーターのヒアリング結果（件数）

求⼈情報を取得できなかった理由として上記にて分類した。
求⼈ニーズがあっても、作業員的求⼈、新卒求⼈に対する要望が多く、経
済界⼈材の求⼈が取得できなかった。また、経済界⼈材への必要性を感じ
ていない法⼈が⽐較的多く、経済界⼈材の活⽤やアウトソーシングにおいて
消極的な声もきかれた。

経済界⼈材の
必要がない、充
⾜している

作業員なら欲
しい

新卒、若⼿が
欲しい

経済界⼈材の
活⽤に対する

不信感

求⼈ありきでは
なく⼈材ありき
で紹介してほし
い

給与出せない その他

北海道 0 4 1 3 1 1 １（経営拡⼤を
考えていない）

東北 1 4 2 1 0 0
北陸 3 3 6 2 0 0
関東 4 5 2 0 6 0

東海 2 3 3 1 0 0
１(⼈材に投資す
るなら機械投資す
る

近畿 2 2 4 0 1 0
中国四国 2 4 2 0 0 0

九州 2 5 3 0 0 0
合計 16 30 23 7 8 1 2

■訪問をしたが求⼈が取得できなかった理由分類(複数理由選択)

各コーディネーターがヒアリング先（124社）に訪問し、個別のヒアリング・コンサルティン
グを通じた求⼈情報の収集を実施した。延べ160回の訪問に対し、求⼈情報を獲得
できたのは41社となった。

ファーストアクショ
ン後の件数

セミナー経由 ヒアリング実施数
求人取得数（経済界人
材）

求人取得（作業員）
求人ニーズあ
りだが今は欲
しくない

(経営体数) （経営体数） （延べ数） （経営体数） （経営体数） （経営体数）

北海道 13 3 20 5 6 0
東北 10 4 20 5 3 3
北陸 16 2 20 5 0 1
関東 20 1 20 2 0 0
東海 18 3 20 1 0 0
近畿 2 8 20 9 1 0
中国四国 18 2 20 7 7 0
九州 12 3 20 9 6 0
合計 109 26 160 43 23 4

135
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集
マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・求職者への周知（連携機関の概要⼀覧）

属性 周知先 概要 ⼈材バンク層 求職者への案内⽅法

当社
独⾃
の

周知
先

株式会社パソナ
パソナキャリアカンパ
ニー

キャリアソリューション（⼈材紹介、
再就職⽀援）
顧問コンサルティング事業
組織・⼈事コンサルティング
教育・研修
インターンシップメディア事業

再就職⽀援の⼈材バンク利⽤
総数：120名（2018年2⽉時点）
エリア：全国
年齢：50代
業種・職種：様々

・全国の登録者120名
にダイレクトメールにて案
内
・案件に応じて個別紹介。

株式会社パソナ農
援隊

農産物の⽣産・加⼯・販売事業
農業関連研修事業
農業関連コンサルティング・各種サ
ポート
施設管理業務

登録講師ネットワークを利⽤、直接の求
職者に該当しない場合有。
総数：600名
エリア：全国
年齢：30代〜70代
業種・職種：様々

・案件ごとに個別ご相談。

⼀般社団法⼈ディ
レクトフォース

講義・講演・企業研修事業
企業⽀援事業
⼈材紹介事業
経営者コンシェルジェ事業

⼤⼿企業役職経験者退職者の会員
総数：650名
エリア：全国
年齢：60代以上
業種・職種：様々

・案件ごとに個別ご相談

当社
外へ
の

周知
先

公益財団法⼈産
業雇⽤安定セン
ター

企業間における在職労
働者を対象とした出
向・移籍のあっせん

総数：⾮公開
エリア：全国
年齢：30代〜70代
業種・職種：様々

・案件ごとに個別ご相談。

該当の全国UIJ
ターン窓⼝

移住希望者対応窓⼝ 総数：-
エリア：該当エリア
年齢：-
業種・職種：様々

案件ごとに個別ご相談。

愛知 熊本 福岡
よろず⽀援セミナー

中⼩企業・⼩規模事業者の経
営相談

総数：-
エリア：該当エリア
年齢：-
業種・職種：経営コンサルタント

案件ごとに個別ご相談。

福岡６次産業化プ
ランナー

総数：-
エリア：該当エリア
年齢：-
業種・職種：6次化ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

案件ごとに個別ご相談。

ハローワーク・ヤング
ハローワーク

求⼈内容、および募集⽅法の改
良等を農業者へ依頼

掲⽰

北海道 福岡野菜
ソムリエ協会

野菜ソムリエの普及 総数：-
エリア：該当エリア
年齢：-
業種・職種：野菜ソムリエ

案件ごとに個別ご相談。

公益社団法⼈全
国シルバー⼈材セ
ンター

シニアの派遣・請負事業 登録者
総数：72万
エリア：該当エリア
年齢：-
業種・職種：様々

全国シルバー⼈材事業
協会を通じて各地のシル
バー⼈材センターの⼈材
を調査

求⼈情報を獲得し、求職者への周知協⼒先は下記
パソナ農援隊の関連機関への連携（3社） 社外連携先（7社）
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集
マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・求職者への周知（連携機関への協⼒依頼）

属性 周知先 対応⼿法 提供情報 求職者への案件案内

当社独
⾃の

周知先

株式会社パ
ソナ
パソナキャリ
アカンパニー

全国の登録者120
名にダイレクトメール
にて案内
その他案件に応じて

全国の求⼈⼀覧リスト
求⼈企業パンフレット
求⼈企業HPアドレス
⼀部ヒアリングシートからの情報を抜粋し企業の
魅⼒や事業の⽅向性や可能性を発信

5名に実施
①全国移住希望
→本⼈の希望年収に合わず案
内不可
②通勤距離、勤務⽇数合わず
キャンセル3件（熊本）
③移住検討するも雇⽤延⻑が決
定。時期が合わずキャンセル1件

株式会社パ
ソナ農援隊
登録講師へ
の声がけ

直接のお仕事内容
の紹介、また講師か
らの⼈材紹介も依
頼

全国の求⼈⼀覧リスト
求⼈企業パンフレット
求⼈企業HPアドレス
⼀部ヒアリングシートからの情報を抜粋し企業の
魅⼒や事業の⽅向性や可能性を発信

6名紹介する下記条件が合わず
キャンセル
販路開拓 2名 賃⾦・勤務地
経営相談 2名 勤務地
商品開発 2名 賃⾦・勤務地

⼀般社団
法⼈ディレク
トフォース

事業内容の紹介
案件情報共有

全国の求⼈⼀覧リスト
求⼈企業パンフレット
求⼈企業HPアドレス

案件情報を共有するも紹介には
⾄らず

当社外
への

周知先

公益財団
法⼈産業
雇⽤安定セ
ンター

事業内容の紹介
案件情報の共有

全国の求⼈⼀覧リスト
求⼈企業パンフレット
求⼈企業HPアドレス
産業雇⽤安定センターのフォーマットに落とし込
んだ求⼈情報
個⼈情報の有料の職業紹介事業者との全⾯
協⼒は個⼈情報の有料事業への流⽤を防ぐ

掲⽰を依頼
（個別に3名に声がけいただくも
条件合わずキャンセル）

該当の全国
UIJターン窓
⼝

事業内容の紹介
案件情報の共有

全国の求⼈⼀覧リスト
各県に絞った求⼈情報

案件情報を共有
紹介には⾄らず

愛知 熊本
福岡 よろ
ず⽀援セミ
ナー

事業内容の紹介
案件情報の共有

全国の求⼈⼀覧リスト
各県に絞った求⼈情報

1名紹介あり
→条件あわずキャンセル

福岡６次
産業化プラ
ンナー

事業内容の紹介
案件情報の共有

事業紹介チラシ
求⼈企業HPアドレス
⼀部ヒアリングシートからの情報を抜粋し企業の
魅⼒や事業の⽅向性や可能性を発信

掲⽰を依頼
求⼈に対して問い合わせはなし

ハローワー
ク・ヤングハ
ローワーク

求⼈内容、および
募集⽅法の改良等
を農業者へ依頼

事業紹介チラシ
求⼈企業HPアドレス
⼀部ヒアリングシートからの情報を抜粋し企業の
魅⼒や事業の⽅向性を発信

農業法⼈より掲⽰依頼
求⼈に対して問い合わせはなし

北海道 福
岡野菜ソム
リエ協会

案件共有 事業紹介チラシ
求⼈企業HPアドレス
⼀部ヒアリングシートからの情報を抜粋し企業の
魅⼒や事業の⽅向性を発信

1名紹介あり
条件⾯合わず

求職者の情報を持っている各団体・窓⼝に求⼈情報を共有。パソナグループ内、農援隊
登録講師、および各地域の無料職業紹介の窓⼝や専⾨家派遣の窓⼝へも事業の説明、
案件の共有を⾏い、求職者の募集を⾏った。
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・求職者への周知（連携機関への協⼒依頼）

紹介案件 求⼈案
件 情報発信先 情報発信⽅法 求職者 結果 理由

①
（熊本県）

商品開
発

野菜ソムリエ協会 協会より案件紹介 熊本市内 野菜ソムリエ ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 稼働⽇数、業務内容合
わず

よろず⽀援センター 農援隊より電話にて案
内 熊本市内 フリーランス ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ ⽉の稼働⽇数合わず

パソナキャリア 電話にて直接案内 熊本市内 営業職 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠く 賃⾦やすくお
断り

パソナキャリア 電話にて直接案内 熊本県内 営業職 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 職場環境（阿蘇地域の
寒さ）

よろず⽀援センター 専⾨家より紹介 熊本市内 フリーランス ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 賃⾦やすくお断り

よろず⽀援センター 専⾨家より紹介 熊本市内 主婦 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

②
（⿅児島県）

⼯場管
理

農援隊講師 農援隊より電話にて案
内 ⿅児島 営業 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

パソナキャリア 電話にて直接案内 ⿅児島 SE ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠く 賃⾦やすくお
断り

農援隊講師 農援隊より電話にて案
内 ⿅児島市内 営業販売 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

③
（福岡県）

総務部
⻑

よろず⽀援センター 専⾨家より紹介 福岡市内 社会保険労務⼠ ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ ⽉の稼働⽇数合わず

パソナキャリア 電話にて直接案内 三重県 総務事務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 雇⽤延⻑でUターンでき
ず

産業雇⽤安定セン
ター センターより案件紹介 ⼤阪市内 ⽣産管理 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

④
（⽯川県） 経営

パソナキャリア 電話にて直接案内 都内にて勤務。移住希望 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 勤務⽇数合わず

農援隊講師 農援隊より電話にて案
内 ⼤阪市内 ⽣産管理 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 転居が不可

⑤
（愛知県）

経営相
談

農援隊講師からの紹
介

農援隊より電話にて案
内 栃⽊にてコンサルティング ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 勤務⽇数合わず

農援隊講師からの紹
介

農援隊より電話にて案
内 ⼤阪にて販売促進コンサル ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 時間が確保できずお断り

農援隊講師 農援隊より電話にて案
内 三重にて建設コンサル 成約

⑥
（宮城県）

販路開
拓

農援隊の⼈脈を通じ
て打診

農援隊より電話にて案
内 東京にてコンサルティング ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 就業条件、業務内容に

⾃信なく
農援隊講師 農援隊より電話にて案

内 都内にて勤務。コンサルティング ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 時間が確保できず

農援隊講師 農援隊より電話にて案
内 販路開拓⽀援 コンサルティング 成約

⑦
（⼤阪府）

⽣産管
理

農援隊の紹介 農援隊より電話にて案
内 ⾹川にてメーカー勤務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 賃賃⾦わずお断り

パソナキャリア 電話にて直接案内 ⼤阪にてメーカー勤務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

⑧
（⿅児島県） 経営 農援隊の紹介 農援隊より電話にて案

内 ⼤阪にて勤務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 場所遠くお断り

⑨
（熊本県）

⽣産管
理

パソナキャリア 電話にて直接案内 熊本市内にて勤務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 賃⾦やすくお断り
産業雇⽤安定セン
ター 電話にて直接案内 熊本市内にてメーカー勤務 ﾏｯﾁﾝｸﾞ不成⽴ 今すぐ動けず

求⼈情報を元に個別の求⼈内容説明まで進んだのが以下25名。案内後、応募意思
の有無を確認。結果2名が⾯接まで進んだ。多かったお断り理由は勤務場所が遠い、
（業務からみた）賃⾦が安い、遠⽅への転居は不可等。
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集

マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・無料職業紹介での成功事例

項⽬ 成功事例① 成功事例②

企業名 ⑥ ⑤

本社所在 宮城県 愛知県

事業内容 有機無農薬⽶（ササニシキ）の⽣産・販売 ⽔稲・⻨・⼤⾖の⽣産委託管理事業

募集背景 直接の販売先として想定される飲⾷店などの営業体制を
強化したいため関東近郊で営業に動ける⽅を新たに雇いた
い

経営委譲に伴い急遽経営者として経営を担うことになっ
た社⻑の経営相談に乗ってもらえるかたを募集。

募集職種 販路開拓営業担当 経営相談顧問

募集条件 年収200万〜300万が上限。勤務時間、勤務⽇数応相
談。過去に飲⾷関係、もしくは流通関係の仕事をした経験
のある⽅を希望

年収200万〜300万が上限。経営顧問的な役割でつ
き1回でも経営相談に乗ってもらえる⽅。⾃⾝も経営の
経験があり、愛知の商圏に知⾒のある⽅を希望

紹介者概要 属性 40代男性
所在地 神奈川
経歴 サラリーマンをしながら農業も実践
活動エリア 東京 神奈川が中⼼

属性 50代男性
所在地 三重県伊賀市
経歴 道の駅などの集客施設の設計、コンサル
活動エリア 三重県、愛知県

募集⽅法 パソナ農援隊登録講師への案内 パソナ農援隊で過去⾯識あり
直接電話にて案件紹介

紹介に⾄るまでの
経緯

パソナキャリア、産業雇⽤安定センター、UIJターン窓⼝、パ
ソナ農援隊講師、パソナ農援隊からの個別の⼈脈へ案内
3名の候補へ直接声がけ、過去の経歴と本⼈の意欲、勤
務条件等を鑑み、結果上記⼈材にて⾯接を設定。

パソナキャリア、産業雇⽤安定センター、UIJターン窓⼝、
パソナ農援隊講師、パソナ農援隊からの個別の⼈脈へ
案内
4名の候補へ直接声がけ、過去の経歴と本⼈の意欲、
勤務条件等を鑑み、結果上記⼈材にて⾯接を設定。

最終契約条件 ⽉間稼働⽇数：5⽇ ＋報告会議1⽇
1⽇の稼働時間：5時間程度
業務内容：リストに基づき飲⾷店への販路開拓営業、営
業先リスト作成・報告
⽉給：￥50,000/⽉＋交通費実費
契約期間：初回3か⽉ 以降1年更新

⽉間稼働⽇数：報告会議・相談1⽇
1⽇の稼働時間：3時間程度
業務内容：今後の経営についての相談。他の地域での
成功事例の共有。
⽉給：￥50,000/⽉＋交通費実費
契約期間：初回3か⽉ 以降1年更新

契約形態 業務委託 顧問契約

マッチング成約の所感 応募の希望⽇数と講師穂者の勤務条件があった。業務の
内容が求職者の希望とマッチしており求職者⾃⾝の実績
UPにつながるため本⼈も希望

経営者の⼈柄や経営の⽅向性が求職者と合い、これま
でのご⾃⾝の経験が次世代の経営者に役⽴ててもらえ
ることを感じた。

無料職業紹介概要
①農業界の求⼈情報より抽出した⼈材ニーズに合わせて求職者を募集
②マッチする⼈材を無料職業紹介の形式で農業法⼈へ紹介
③農業界と経済界の⼈材マッチングの試験実施を⾏い、新たな雇⽤創出のきっかけとする。

上記の結果、実際に雇⽤に⾄ったケースを以下に2件ご報告いたします。

本事業における成約事例は以下2件。事例の概要と成約に⾄ったポイントを3点記載。
①求⼈内容を求職者にマッチする形で事前に条件緩和。（ヒアリングを実施する時点である程度の⼈
材を想定）また、仕事案内時には候補となる求職者へ営業担当が直接連絡。企業の魅⼒や経営
者の熱意や⼈柄についても併せて紹介。
②求⼈内容の中で、重視する点を優先順位付けを⾏い、譲れないポイントを整理。農家側でもある
程度柔軟に対応する幅を設けていただいた。
③条件が⼀致した点として、勤務時間、⽇数、給与、場所があげられるが経営者の考え⽅、魅⼒に
共感して仕事を受けてもらった部分が⼤きい。



14

【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集
マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・連携先ごとの課題とその改善策①

周知先 課題 改善策

株式会社パソ
ナ
パソナキャリアカ
ンパニー

応募者の⼤変は⼤⼿出⾝の為農業界の求⼈条件との
ギャップがある

求職者の中でも農業界へのニーズが⾼い⼈員を中⼼に農業界
の現状や求⼈条件の啓蒙が必要。
⼊社後の期待値についても現実をお伝えしある程度調整してお
く必要がある。

株式会社パソ
ナ農援隊
登録講師への
声がけ

現在働いている⽅も多く、そういった⽅に選んでもらうため
の情報不⾜

現在働いている⽅も多いため、より魅⼒的な案件として認識い
ただくためにも求⼈内容のブラッシュアップ（条件⾯）とやりがい
や地域への貢献（条件⾯以外）などをうちだした情報共有が
必要

公益財団法⼈
産業雇⽤安定
センター

【リソース⾯】企業都合で退職された⽅しか登録できない
【制度⾯】有料の職業紹介事業者との協⼒は個⼈情
報の有料事業への流⽤を防ぐ意味でも推奨できない

有料職業紹介を⾏う⺠間事業者に対しては提供した
個⼈情報が⾃社の事業に利⽤されるリスクを懸念し全
⾯的な⼈材の情報提供は頂けない。

【リソース】⾃⼰都合の退職者は登録していないので登録者⾃
体が少ない。求⼈案件の掲⽰の対応が主体となっており、応募
があった際にご案内する形。農業界側からのニーズに合う⽅がい
るかは⾒極めが必要。
【制度上】本事業では無料であったとしても、通常有料の職業
紹介を⾏っている特定の事業者への紹介は今後有料の職業
紹介サービスへの紹介者の流⽤の可能性も考えられるので、優
先的な紹介はむずかしい。

該当の全国
UIJターン窓⼝

他県への案内は実施していない。求職者⽬線に⽴った
求職エージェントとしての連携はできない。

求⼈企業が直接求⼈の掲載依頼を⾏う必要があり、職業紹
介事業者は本来対応は不可。窓⼝との情報交換を主に移住
希望者がでればその都度情報交換を⾏う必要がある。

愛知 熊本
福岡 よろず
⽀援セミナー

求⼈案件の掲載には農業者⾃⾝の訪問が必要 求⼈企業が直接求⼈の掲載依頼を⾏う必要があり、職業紹
介事業者は本来対応は不可。窓⼝との情報交換を主に移住
希望者がでればその都度情報交換を⾏う必要がある。

６次産業化
プランナー協会

協会の特性上、公平性を担保するために案件を個別に
協会メンバーへ紹介するわけにはいかない

協会からの個別連絡はないため、事前に個々のプランナーとの
関係を作り個別に連悪取り合う必要がある。個別に連絡をとり
あえる登録環境を整えておく必要がある。

ハローワーク 職業紹介事業者が間に⼊ると情報共有できない 職業紹介事業者が直接求⼈案件を掲載できないため農家へ
の活⽤の誘導を勧める必要あり。また求⼈内容においても掲載
⽅法のブラッシュアップが必要

北海道 福岡
野菜ソムリエ協
会

協会の特性上、公平性を担保するために案件を個別に
協会メンバーへ紹介するわけにはいかない

協会からの個別連絡はないため、事前に個々のプランナーとの
関係を作り個別に連悪取り合う必要がある。個別に連絡をとり
あえる登録環境を整えておく必要がある。

公益社団法⼈
全国シルバー
⼈材センター

シルバー⼈材センター独⾃の就業ルールがある。
就業形態は請負・派遣のみ。
⽉10⽇以下、週20時間以内。
フルタイムでの業務依頼はできない。
経済界出⾝の⾼スキル⼈材も有しているが簡易作業の
イメージが強い。

就業条件は限定されるが、農業法⼈側でその条件にあわせて
シルバー⼈材を活⽤することに理解が深まれば、
全国に拠点がありかつ料⾦的にも農業法⼈のニーズに合うため
有効な⼈材バンクとして活⽤される⾒込みがある。

求⼈情報の提供先との連携における課題と改善案について記載。無料職業紹介先へは求⼈案件の共
有のみで直接声がけができないのが前提。職業紹介において求職者への直接の案内ができない場合、求
職者のマッチング率は減少せざるを得ないので、⾃社で直接声がけできる⼈材リソースをどれだけ囲い込め
るか、またリソースを持つ機関と直接声がけできる状況をいかに作れるかがポイントになる。
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（1）農業界の⼈材ニーズの掘り起こし及び経済界の⼈材収集
マッチング（農業法⼈等と経済界⼈材とのマッチングの試験実施）
・連携先ごとの課題とその改善策②

【 上記から⾒える求⼈募集案内が進まない主な理由 】
①景気好調による各関係機関の抱える求職者の減少。各無料求職者向け登録窓⼝
の協⼒インセンティブが低下している。
②今回の事業を通して求⼈側のエージェントとして求⼈情報は⼀定量確保できたが、農
業界への転職も可能な無料⼈材紹介のストック、および連携先が少ない。
③⼀⽅で有料の職業紹介窓⼝には求職者情報はある程度ストックがあるものの、こち
らは職業紹介の費⽤が発⽣する為農業界側でのハードルがあり、有料職業紹介へは⼀
部の農業法⼈の利⽤はあるが⼤半の農業界側が活⽤できていない。

全体を通してマッチングへのハードルとしては3点。①景気好調による求職者の減少、②求
⼈情報は集まるが、様々な理由から無料の職業紹介窓⼝から求職者を紹介してもらう確
率は⾼くはない、③有料職業紹介は⼀部の農業法⼈の利⽤はあるが、現状では⼤半の
農業法⼈は活⽤できていない。
これらの状況を踏まえ、農業法⼈側が無料で⼈材の獲得をする為には、無料の職業紹介
の現状をより詳しく把握し、効果的な求⼈活動を⾏う必要がある。


