【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
１．農業界向けセミナーの実施
農業法⼈等を対象に、経済界⼈材活⽤のメリットの訴求及び具体的事例をゲストスピーカーから講
演頂く啓発セミナーを全国8ブロックにて実施。全国で67名の農業法⼈及び関連事業者等が参加
した。
実施⽬的
農業法⼈等の経営者・⼈事担当者の⽅を対象に、全国8ブロックで“⼈を活かせる組織”をテーマにセミナーを開催。
他業種の出⾝者を採⽤することで、具体的にどのように経営発展に結びつくか、実際に多様な⼈材を採⽤・活⽤している
農業法⼈の経営者をゲストスピーカーとして招聘。
他業種出⾝の⼈材活⽤の事例を紹介することで、農業法⼈等が経営発展に結びつく⼈事戦略及び採⽤計画を検討
するために必要な情報を提供することを⽬的とした。

実施プログラム(ブロック共通）
ブロック
１

開催市町村

14:00-14:30

実施⽇

他業種出⾝者の⼈材活⽤について

事務局

２
14:30-15:30
各ブロック実施概要

多様な⼈材の採⽤・活⽤事例 発表

ゲストスピーカー
※ブロック毎に異なる

３

今後の研修案内／質疑応答

事務局・ゲストスピーカー
・各ブロックコーディネーター

15:30-16:00

実施実績
ブロック

開催市町村

実施⽇

曜⽇

ゲストスピーカー

会場

参加⼈数

北海道

札幌

平成29年12⽉4⽇

⽉

(株)もち⽶の⾥ふうれん特産館
取締役総務部⻑ ⽥⼝克也 ⽒

北農健保険会館

東北

仙台

平成29年12⽉8⽇

⾦

株式会社横浜ファーム経営企画部
業務務統括副部⻑ 内⽥武始 ⽒

PARM-CITY131

関東

東京

平成29年12⽉15⽇

⾦

有限会社伊⾖沼農産
代表取締役 伊藤 秀雄 ⽒

中労基協ビル

８名

北陸

⾦沢

平成29年12⽉7⽇

⽊

有限会社穂海農耕
取締役 ⽇⽐ 昇 ⽒

⾦沢勤労者プラザ

９名

東海

名古屋

平成29年12⽉4⽇

⽉

株式会社杜若園芸
代表取締役 岩⾒悦明 ⽒

アイエムワイホール・会議室

３名

近畿

⼤阪

平成29年12⽉5⽇

⽕

有限会社伊⾖沼農産
代表取締役 伊藤秀雄 ⽒

パソナグループ⼤阪本社

１０名

中国四国

広島

平成29年12⽉11⽇

⽉

株式会社杜若園芸
代表取締役 岩⾒悦明 ⽒

広島YMCA国際⽂化センター

１１名

九州・沖
縄

熊本

平成29年12⽉13⽇

⽔

株式会社杜若園芸
代表取締役 岩⾒悦明 ⽒

熊本商⼯会議所

実施⾵景

７名
１３名

６名
合計

６７名
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
１．農業界向けセミナーの実施
アンケート結果（全体）
Q１. 講座内容の満⾜度についてお答え下さい。
回収アンケート58件のうち、講座内容の満⾜につい
ては「⼤変満⾜」が１９％、「満⾜」が５２％となり、
合計で７１％が満⾜と回答した。
また、意⾒としては「⼈⼿不⾜で⽬先の⼈員にだけ
考えていましたが農業法⼈以外の業種から採⽤する
ことで様々な利点もあるのだと思いました。」「今後規
模を拡⼤して⾏く時の参考になった」とセミナーにおい
て啓発された意⾒が⾒受けられた⼀⽅、「内容的に
2つ3つ先に進んでからの話だったので少しまだ先の話
だがいずれ考えるべき話であったと思います。」という意
⾒もあり、段階に応じての啓発や⽀援が必要と感じ
られた。

上記選択の理由
≪⼤変満⾜≫
•
他産業よりの⼈材採⽤を考えたい
•
実際の採⽤の話をきけた
•
今までのセミナーではなかなか話ができないことを聞けた。
•
いろいろと勉強になったから。
•
⾃分に活かせる新しい視点を頂けた。
•
共通の業務内容でしたので、参考になることが多かったです。（活⽤事例）
•
⼈⼿不⾜で⽬先の⼈員にだけ考えていましたが農業法⼈以外の業種から採⽤
することで様々な利点もあるのだと思いました。
•
⾮常に参考になる話を聞くことが出来たから
•
実際のお話をうかがえた
•
今までにない切り⼝で事例を知ることが出来た。頭の中には⼊れているが、実際
に実践できるかは費⽤の⾯からも難しいとも感じた。
≪満⾜≫
•
わかりやすく具体的な内容でした。特に当社もいなかで、これから事業をしていこ
うというところなのでヒントがたくさんありました。
•
具体的であった
•
講演⼤変勉強になりました。
•
ミスマッチが⽣じる理由を具体的に聞くことができた。
•
⼀般産業界との⼈事交流という視点は新しいと思う
•
今後規模を拡⼤して⾏く時の参考になった
•
事例が参考になりました。
•
今、現状でも⾃衛隊の⽅や、学校⽤務の⽅シルバー⼈材からの派遣された⽅
が草刈を専⾨にされた⽅もいたので、そういった活⽤の推進ができるのではない
か。
•
実際の経営の中での経験に基づいた話であり、興味深く聞かせて頂いた
•
いろいろな雇⽤の⽅法について教えていただいたので勉強になった。
•
⽣の声が聞けた
•
講師の⽅の話が⼤変参考になった
•
参加者との交流があればなおよかった
•
農業界と経済界の⼈材マッチングという、私どもの⾏なっていない視点でのお話
を伺うことが出来ました。
•
伊藤社⻑の志の⾼さに触れ感激しました。農業者として地域貢献に励んで⾏
きたいと思いました。会社を発展させるためには他の視点、専⾨的協⼒は強⼒
な⼒となっていくと感じました。
•
具体的な内容である
•
伊⾖沼農産の実例を聞くことが出来たことはよかった
•
⽬的を達成できました。概要が把握できました
•
事例も分かり易く、⼈材の⼤切さを感じた。もう少し多くの⽅の事例を聞きたい

≪やや満⾜≫
•
農業法⼈の雇⽤全⼒はまだまだ⼩さいと思うがそのような状況の中、どのよ
うに⼈材マッチングするか具体的な⽅策が知りたかった
•
内容的に2つ3つ先に進んでからの話だったので少しまだ先の話だがいずれ
考えるべき話であったと思います。
•
講演者のお話のテンポが遅く感じた。（お昼に⾟い）内容は良かった。「農
業法⼈で他業種⼈材が活躍するための留意点」は実感がこもっていて参
考になった。
•
会社の運営現摸に⼤きな差があり、⼈材活⽤までには時間がかりそうです。
今回のセミナーは話を聞いてどうするというより知識を増やすことが出来て良
かったです
•
産業界からの活躍等参考になった
•
セミナー内容、良くなったとの概要は解りましたがもう少し改良の詳細経過を
聞きたかった。（今回の会場はこの地域では⼈気ない事で有名）
•
もう少し段取り良くして欲しい
≪あんまり満⾜できなかった≫
•
他産業出⾝者の⼈材活⽤については⼤変満⾜であったが終りの発表はあ
まり満⾜できなかった
•
どうしても農業界の側が経済界⼈材についての問題で不利なような気がし
ます…
•
事例発表についてもっと踏み込んだ内容であったり苦労したことなど詳しく話
して欲しかった。外部から⾒て農業はもっとこうあると成⻑の可能性がある等
という話が聞きたい
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
１．農業界向けセミナーの実施
アンケート結果（全体）
Q２. 経済界（他業種）の⼈材について今後の採⽤に関して
今後の経済界⼈材の採⽤について、未回答を除く
回答では、「現時点では明確ではないが、今後考え
たい」が最も多く４０％、次いで「数年以内には採⽤
したい」が２２％、「今すぐ採⽤したい」（１２％）
と続いた。
「今すぐ採⽤したい」「数年以内には採⽤したい」を選
択した理由としては「会社の成⻑のため」「経営のまん
ねり。専⾨的知識の不⾜」、その他「営業・経営で活
躍してもらう⼈材が欲しい」等の明確が⾒られた。
今後採⽤を検討する層では「⾃社の構築がまだ出
来ていないが。」「給与を⽤意する余裕がない。会社
の体制が整えばゆくゆくは考えたい」等、⾃社の体制
構築を先に整備した上で検討したいという意向が⾒
られた。

上記選択の理由
≪1. すぐにでも採⽤したい≫
•
新しく農場を作りたいので⼈材についての⾒⽅が広くなった
•
会社の成⻑のため
•
商品開発
≪2. 数年以内には採⽤したい≫
•
経営発展に向けた、もっとおもしろいことに挑戦したい
•
新規参⼊で事業を初めて数ヶ⽉⼈材確保は必須ですが、資⾦的な問題等もう少し安定がみえてきた時点での採⽤がイニシャルコストとして投資を先にするか
なやんでいます。
•
経営のまんねり。専⾨的知識の不⾜
•
営業、経営で活躍してもらう⼈材が欲しい
•
社⻑の考え次第ですが、私としてはマッチングで合う⽅がいれば、前向に検討したいと考えています。
•
今後退職者で地元にかえってこられる⽅がおられる際に、そのうけ⼊れ先になれればと思いました。経営⽅針をねり直したいと思います。
•
最近、中途採⽤を積極的に⾏っていたが、異業種の採⽤をしたことはない
•
社内整備が終了しだい
≪3. 現時点で明確ではないが、今後採⽤を考えたい≫
•
現状ではそのような⼈材を雇う規模ではないと思うが、今後そういう⼈材が活躍できる会社にいたいと思うからです。
•
バラ産業の多⾓化を考えており、各部⾨におけるプロフェショナルが必要と考えております。
•
今後、今の業種を続けるのであればさけては通れない事と思っているが…
•
作業員がある程度増えた時点で考えていきたい。
•
規模を拡⼤した際には是⾮、検討したいと思います。（現段階では要望にそった給与は厳しいため…
•
給与を⽤意する余裕がない。会社の体制が整えばゆくゆくは考えたい
•
⾃社の構築がまだ出来ていないが。
•
⽣産管理⼯程について
•
農業の法⼈化には企業⼈材が必要だと感じている
•
≪4. 採⽤予定はない≫
•
現状の規模ではマネージャーではなく、プレイヤーが必要であり農産物だけでの経営もままならないままプレイヤー以外の⼈件費を⽤意出来ない
•
経営者ではないため
•
分野がちがうため採⽤予定はない
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
１．農業界向けセミナーの実施
アンケート結果（全体）
Q３. 他業種の⼈材採⽤や活⽤を考えるにあたり、コーディネーター等による専⾨的なサポートの希望

Q４. 今後の研修会（1⽉の⼈材採⽤・活⽤に関する研修会/2⽉のマッチングイベント等）への興味
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
１．農業界向けセミナーの実施
アンケート結果（全体）
Q6. 全体意⾒・感想等
• おもしろい企画なので、続けて欲しいです。
• 単⼀の農業法⼈が正規社員として抱え込むのは困難なケースが多い。このため、複数社或るいは地域として
⼈材をシェアできるような仕掛けがあればご教授願いたい。
• ⾮常に参考になりました
• 今後の事業に活⽤させていただきますありがとうございました。
• 知ることは良いことなのでよかったと思います。
• 当社、農業法⼈クライアントのほとんどが⼈材不⾜で悩んでいる現状です。是⾮⼈事等にてご指導いただけれ
ばと思います。
• とても有意義なお話を聞けて良かったと思います
• 今後、経営を発展させていく中で、他業種の雇⽤も考えていきたい。
• 質問が農業全般のものが多くこのセミナーの主旨が解りにくくなりました。
• ⼤変よかったです。ありがとうございました。
• 先⽇は貴重なお時間いただきありがとうございました。今後共よろしくお願いいたします。
• マッチング事業の概要や課題、現場の事例も踏まえ分かり易く説明頂きありがとうございました。今後ともよろし
くお願いいたします。
• 定年退職者をターゲットにした⽅が良いと思います

事務局所感（抜粋）
（⼤阪開催）
• 講演内容としても、他業種活⽤におけるメリット・デメリットとなる具体的イメージが描けるような話や、深く掘り
下げた質疑もあり、来場者の中には新しい視点が得られたというコメントもあった。
• また、講義外の質疑や交流の中で、「外部⼈材の雇⽤については費⽤対効果のことを考えると未知な部分
があり、⾃社で雇うべきかどうかの判断が難しい」といった意⾒もあり、まさしく経営計画や⽅針と合わせた組織
設計や⼈材獲得の⾏動計画を収⽀計画とともに考えていけるような⽀援の必要性があると感じた。
（仙台開催）
• スピーカー⾃⾝が経済界出⾝であり、当事者としての所感を説明して頂いたため、説得⼒のある講和となった。
⼀⽅、雇う側の所感が伝えづらいと感じた。理想的には農業法⼈の経営者・当事者、双⽅から話いて頂い
た⽅がより充実すると思われる。
• 質疑では ①就業規則の作り⽅ ②新卒の採⽤の仕⽅ ③賃⾦体系の作り⽅ ④昇級のやりかた ⑤農
業法⼈故の労務管理⽅法などが出された。参加者はこれから⼈材を増やしていきたいという農業法⼈が多く、
総務・⼈事（労務）管理に関する知識を求めていると思われる。
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
２．農業界向け⼈材採⽤相談会
12⽉のセミナー参加者等を中⼼として、経済界⼈材採⽤を具体的に実現していきたい考える農業
法⼈等を対象に、コーディネーター及びパソナ農援隊社員が対応する相談会を全国8ブロックにて⾏
い、採⽤活動のための求⼈票作成指南及び社内の受⼊体制構築に繋がるよう助⾔を⾏った。全国
で12社が参加。
実施⽬的
農業法⼈等の経営者・⼈事担当者の⽅を対象に、全国8ブロックで「経営発展のための他業種からの⼈材採⽤相談会
」を開催。
経営発展の⽬標から、採⽤すべき⼈物像の明確化、採⽤基準づくり、会社の魅⼒発信から求職者等との⾯談対応に
関して、必要な⼈材を獲得するためのアクションプランを、各ブロック担当のコーディネーターと、⼈材紹介業界の株式会社
パソナ農援隊と共に考えることを⽬的とした。

実施⽅法(ブロック共通）
個別相談対応（１社：45分〜1時間半程度）

実施実績
ブロッ
ク

開催市
町村

実施⽇

曜
⽇

北海
道

札幌

2018年2⽉1
⽇

⽊

さくら農園
⽊村 佳晶 ⽒

東北

仙台

2018年1⽉
26⽇

⾦

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 庄司 和弘 ⽒

関東

東京

2018年1⽉
31⽇

⽔

北陸

⾦沢

2018年1⽉
22⽇

東海

名古屋

近畿

コーディネーター

事務局兼相談員
株式会社パソナ農援隊
佐藤 元信

相談社
数
（社）

会場

TKPガーデンシティ札
幌ビジネスセンター

1

株式会社パソナ農援隊
後藤 絵美

PARM-CITY131

2

⾷と農研究所 代表
加藤 寛昭 ⽒

株式会社パソナ農援隊
後藤 絵美

パソナグループ本部ビ
ルJOB HUB
SQUARE

1

⽉

有限会社河野経営研究所
代表 河野 律⼦ ⽒

株式会社パソナ農援隊
横⼭ 和基

⾦沢勤労者プラザ

1

2018年1⽉
31⽇

⽔

株式会社⽲の⼈
鈴⽊ 健太郎 ⽒

株式会社パソナ農援隊
後藤 絵美

パソナ・名駅

1

⼤阪

2018年1⽉
31⽇

⽔

藍⻘ジャパン株式会社
代表取締役 川合 和明 ⽒

株式会社パソナ農援隊
本阪 恵美

パソナグループ⼤阪
本社

1

中国
四国

広島

2018年1⽉
31⽇

⽔

広島経済⼤学 経済学部 教授
⼭本 公平 ⽒

株式会社パソナ農援隊
横⼭ 和基

パソナ・広島

2

九
州・
沖縄

熊本

2018年1⽉
31⽇

⽔

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）
四本 和⾂ ⽒

株式会社パソナ農援隊
⽯井 洋介

パソナ・熊本

3

合計

１２社
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【2】平成29年度本事業概要と報告
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
２．農業界向け⼈材採⽤相談会
相談内容・対応（抜粋）
ブロック

法⼈名

相談内容

対応⽅法

所感等

北海道

加⼯部⾨、物流部⾨の採⽤につい
て
・物流部⾨：物流部⾨を強化して
いくうえで、２〜３トントラックを運転
できる⼈材が欲しい。時短勤務。郵
便局、⾃衛隊ＯＢを想定。時給は
1200〜1500円
・加⼯部⾨：すでに加⼯には着⼿し
ているが、⼈⼿が⾜らず追い付いてい
ない。加⼯に興味があり、管理できる
⼈材が欲しい。付随して職員の昼
⾷・新商品の開発もできればよい。
勤務は年間１００⽇程度。委託を
想定。

求⼈内容や想定する⼈物像を固め
られていたため、まずはヒアリングを⾏
い、そこから緩和できる点を提案して
いった。
・物流部⾨：郵便局・⾃衛隊ＯＢ
を想定されていたが、２〜３トント
ラックの運転経験ありまで幅を広げる
ことを提案したところ特に問題はない
とのこと。
・加⼯部⾨：社⻑は委託を想定し
ていたが、扶養内３〜４時間勤務
での契約社員などを提案したところ、
可能とのこと。

経済界出⾝者ではなく、
ブルーカラーを希望。
両求⼈とも、雇⽤形態・
経験・スキル等は幅広く
検討いただけたためマッチ
ングの枠も広がった。期
待度も⾼く、ぜひマッチン
グにつなげたい。

東北

【主な相談内容】
求⼈票への落とし込み
【求⼈相談内容】
・⼀般事務職
・勤務条件交渉可能
・⽉額15万程度
・マイカー通勤必須

勤務地・⽉額給与からして、なかな
か⼈材のご紹介が難しいとの判断に
より、経験、勤務条件は幅と持たせ
ていただくことができた。
シニア⼈材や主婦等で、勤務条件
を相談可能とした条件緩和提案を
実施。3⽉2⽇の⾯談会に参加して
いただけるとのことで、求⼈PRシート
の作成⽅法指導も実施。

有料職業紹介への誘導
は費⽤の観点から難し
い。
⼈材採⽤は未来への投
資であるという考えはお
持ちであった。しかしお⾦
をかけられない実状があ
る。

関東

・こんにゃくの栽培を主としている。農
地２０㏊、社員3名、パート8名で
経営。海外を含め新しい販路やこん
にゃくの新しい活⽤法を開拓したいと
考えている。そのため、⽣産現場をあ
る程度⼈に任せて、⾃分は営業や
加⼯部⾨の仕事をしていきたい。⽣
産規模拡⼤も考えているが、現状で
は加⼯を⾏うほうが将来的な可能性
を感じている。
・上記経緯で今年2名（20代男
性）を有料媒体等も使⽤して採⽤
するも数カ⽉で2名とも離職し、⼈材
採⽤の難しさを感じている。
採⽤するにあたっては住居確保が必
要となりインターンの実施などができな
いため、採⽤ミスマッチが出てしまうの
ではと考えている。経験は少なくとも
忍耐強く⻑く続けてくれる⼈物を採⽤
したい。

・初回の相談のため、事業内容や課
題など採⽤にとどまらず広くヒアリング。
・こんにゃくの新しい可能性を開拓し
世に広めていきたいという代表の熱
意を求職者にいかに伝えるか、それ
に共感できる⼈材であるかどうかが重
要なポイントではないかとアドバイス
・加藤⽒からは、現在の売上規模も
ヒアリングの上、法⼈化することも提
案。⺠間銀⾏からの融資が受けやす
い、信頼度が増す等で採⽤⼒が⾼
まった他社の例なども紹介。

10年〜先のこんにゃく市
場を考えている代表のビ
ジョンに共感できる⼈物
であれば、業務にやりが
いや⾯⽩みを感じること
ができる職場環境ではな
いかと感じる。⼈物次第
の採⽤ということで、採
⽤の間⼝は広いが、作
業員ではなく将来的には
基幹的な役割を担う⼈
材になってほしいという希
望もあるため、やはり労
働条件等をさらに整える
とともに、⾃社や商品の
魅⼒や可能性をさらに
ＰＲして採⽤⼒を⾼め
ていくことが重要ではない
かと感じた。
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
２．農業界向け⼈材採⽤相談会
相談内容・対応（抜粋）
ブロック

法⼈名

相談内容

対応⽅法

所感等

近畿

【直近求⼈募集】肥
育の牧場・求⼈→2
名募集しているが苦
戦している。
・1名は増員／1名は
酪農を⽬指してやめた
⽋員募集
【内部体制】現状は
取締役の○○⽒（元
地⽅公務員）が、ほ
ぼ全部署の管理職の
中核を担っている状態。
数年以内に社⻑の交
代もあり、今後の世代
交代やほぼ家業から
組織へと変⾰が求めら
れる中、マネジメント
⼈材が不⾜している
状況。

初回⾯談のため、通常のヒアリングから実
施。基本的な情報収集を主としながら、
直近の作業員募集以外に、今後組織に
必要な⼈材像の確認を⾏った。□□⽒と
しては、取締役レベルの産業界出⾝者⼈
材も必要と考えている（⾃⾝も農業界外
からの転職）。
相談に来られたのが、会社の経営核となる
○○氏の下で商品企画等を行う担当者
であり、自身に決裁権が無いため、改めて
社長と○○氏含めて会社としての方針を
確認する必要があるという結論になり、川
合氏が再度ヒアリングを実施することとなっ
た。
面接会にも出席したい意向であるが、今
回の事業趣旨にあう人材募集が出来る
かどうかを社長氏に確認する必要があると
いうことで今後の結論は保留。

現状で取締役クラスは⼀般的中
⼩企業並み以上の収⼊があり、
勤務時間も⼤幅な残業もなく、
品質管理を追求するポリシーや、
⼈材採⽤においても既に基本⽅
針を作っているなど（⾯接基準
等）、○○⽒を中⼼として会社
としての社会的な責任感を以て
内部体制を整えていることが感じ
られる。
神⼾という都市近郊⽴地に魅⼒
を感じ、経営体の⽅針に共感で
きる⼈材も存在すると考えられる
ため、神⼾⽜牧場の今後必要と
なる⼈物像の掘り下げ・明確化
をすすめ、どのような役職・ポジショ
ンを会社として⽤意できるかの調
整が必要になると考える。
それに加えて、経済界や求職者
に向けて「堅実さ・発展性」「条件
⾯（未確定）」等の利点を訴求
することで⼤いにマッチングの可能
が⾼まると考えられる。

中国四国

・希望⼈材の再ヒアリ
ング
・⾯談会を希望してい
るためPRシート項⽬の
作成
・他の農業法⼈がどう
いう様に採⽤をしてい
るのか

・希望⼈材の再ヒアリング
⇒栽培・加⼯・販売部⾨があり、それぞれ
が事業拡⼤しているため、どんな⼈材でも
過去の経験を⽣かせるポジションを提供で
きるとのこと。また、海外への販売や、海外
⽣産〜海外販売等も検討しており、中国
でのビジネス経験がある⽅など採⽤したい。
どんな年代の⼈材でも過去の経験を⽣か
してポジションを提供できるので⾼知にU
ターン、Iターンしたい⼈等様々な⽅と⾯談
したい
・PRシート項⽬の作成
経営理念、今後のビジョン、求める⼈物像
や、求めない⼈物等をヒアリングし、PRシー
トに落とし込みを依頼
・他の⼤⼿農業法⼈がどういう様に採⽤を
しているのか
農業分野の求⼈サイト活⽤の紹介と、農
業分野外の求⼈サイト活⽤の事例を紹介。
有料職業紹介の制度も説明し、今後有
料での採⽤活動も進めることを検討してい
る

求職者のスキルによって仕事やポ
ジションの⽤意が可能なため、⾼
知県のUターン・Iターン窓⼝などと
連携するなども必要であると感じ
た。

九州

•
•
•

より魅⼒的な求
⼈表の出し⽅
経験者の集め⽅
について
今後の南阿蘇地
域への移住に関し
て

•
•
•
•

魅⼒的な求⼈票作成の作成⽅法を
具体的に求⼈票を作りながら説明。
次回相談会時に使⽤できる案内を作
成。
同時にハローワークへの掲載を指導
南阿蘇全体の魅⼒を伝え移住者を
増やすことで新規採⽤につながるよう
仕事をしながらの南阿蘇暮らしを体験
できる期間を設定し、まず体験から始
める機会の提供を提案

•

•

社⻑の新規⼈員募集に対
する考え⽅がハードルが⾼く
経験者を求めすぎる傾向に
ある。
商品開発の⼈員は経験者
はなかなか⾒つからないので
育てることの重要性も同時に
伝える必要があると感じる。
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3. 農業界と経済界の⾯接会
12⽉の経営発展のための⼈材活⽤セミナー・1⽉の相談会出席者、及びその他今後経済界出⾝
⼈材活⽤に興味関⼼がある農業法⼈等と、農業界への転職に興味がある求職者/企業などの⼈事
担当者等との⾯談を全国8ブロックで実施。出席した農業法⼈等から、⾃社の魅⼒や発展性及び
求⼈内容のPRを実施して頂き、その後求職者・⼈事担当者等と個別に⾯談の時間を設けた。
実施⽬的
経営発展に向けて、多様な⼈材確保に興味がある農業法⼈の経営者、採⽤担当者
等と、他業種出⾝で農業法⼈での活躍を希望する⽅や、出向受⼊先等として農業法⼈を視野に⼊れている等の他
業種の⼈事担当者との⾯接会を全国8ブロック毎に開催。
地域毎で開催する事により、条件⾯として勤務地変更に伴う移転の壁を少なくすることを狙いとした。

実施プログラム（ブロック共通）
時間

開催市町村

⽬的

１

13:00-13:30

⾯接会の説明 / 求⼈ PR スピーチ（農業法⼈から）

他業種企業の⼈事担当者や求職者に向けて、
各農業法⼈の魅⼒・求⼈の PR を⾏っていた
だく。

２

13:30-15:30

⾯談（個別で農業法⼈・経済界⼈材と⾯談）
コーディネーターによるブロックの他求⼈情報提供

求職者・⼈事担当者と⾯談で、より具体的に
マッチングに結びつける

実施実績
開催市
町村

北海道

札幌

2018年
2⽉27⽇

⽕

さくら農園
⽊村 佳晶 ⽒

北農健保険会館

2

2

0

東北

仙台市

2018年
3⽉2⽇

⾦

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 庄司 和弘 ⽒

フォレスト仙台

2

5

0

関東

東京

2018年
2⽉20⽇

⽕

⾷と農研究所 代表
加藤 寛昭 ⽒

パソナグループ本部ビルJOB
HUB SQUARE

1

1

3

北陸

⾦沢

2018年
2⽉27⽇

⽕

有限会社河野経営研究所
代表 河野 律⼦ ⽒

⾦沢勤労者プラザ

2

1

2

東海

愛知・
名古屋

2018年
3⽉1⽇

⽊

株式会社⽲の⼈
鈴⽊ 健太郎 ⽒

ウインクあいち

1

1

4

近畿

⼤阪

2017年
2⽉28⽇

⽕

藍⻘ジャパン株式会社
代表取締役 川合 和明 ⽒

パソナグループ⼤阪本社

2

1

4

中国四
国

広島

2018年
2⽉26⽇

⽉

広島経済⼤学 経済学部 教授
⼭本 公平 ⽒

広島YMCA国際⽂化センター

2

0

3

九州・
沖縄

熊本

2018年
2⽉26⽇

⽉

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）
四本 和⾂ ⽒

福岡ビル

3

0

4

実施⽇

曜
⽇

コーディネーター

会場
※経済界と同会場

農業法⼈出
席数（社）

経済界⼈材出席者

ブロック

求職者

企業担当者
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3. 農業界と経済界の⾯接会

実施⾵景

マッチング実績・特記事項等
ブロック

実績・特記事項

北海道

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
直接経営者の⽅とマッチングの場をセッティング出来たこと、即効的なマッチングはないが、業界を検討する要素にはなり得たと求
職者側からの意⾒があった。

東北

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
当⽇マッチングには⾄らなかったが、早期退職者が4名、40代1名。農業分野へそれぞれ転職興味が深まったと感じられる。

関東

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
当⽇マッチングには⾄らなかったが、経済界側の企業へのPRが実施できた。（経済界側から）農業界へのネクストキャリア流動
についてイメージが持てたとの意⾒有。

北陸

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
当⽇マッチングには⾄らなかったが、経済界側では村⽥製作所が参加しており、今後も継続して応援したいとの申し出あり。

東海

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
農業法⼈が求めるスキルに合わず、求職者とは当⽇中にマッチングには⾄らなかった。

近畿

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
求職者は現職で、いずれ農業を⾃⾝でやりたいと考える40代後半。求職者側が明確に志望品⽬・業態・希望エリアが決まって
おり（稲作）、それに合致する農業法⼈が出席法⼈でおらずマッチング無。他、経済界側出席は、紹介担当者等のため情報
収集のため参加とのことで、現時点でマッチングは無い。

中国四国

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
東京・⾼松に拠点を構える⼤⼿通販事業会社の⼈事担当者出席。合併による管理職飽和から、従業員への出向先の提案
で農業法⼈の情報収集を⾏うため参加。今回は⾹川・関東の案件がなかったことと、企業の⼈事担当者のため即⽇のマッチン
グは無かったが、⾼知や島根県へのUターン希望者が出る際などは出向の形でマッチングは⼤いに検討できるとの意⾒。また、継
続的に農業法⼈側の求⼈情報提供を希望しているためフォローアップで事務局が以後も情報提供するなど対応予定。

九州・沖縄

【当⽇マッチング】 なし
【特記事項】
双⽅にとって有意義な会になったとの意⾒。経済界側の出席者意⾒として、イメージしていた⼟を耕すという仕事ではなく、PCを
使った管理やドローンの技術者など幅広い⼈材が活躍できる素地があるという発⾒があったとのこと。
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
・経済界セミナー
経済界セミナーは全国8か所で、⼤⼿企業担当者と農業法⼈への転⾝な
どに関⼼のある⽅向けに⾏った。ゲストスピーカーは、経済界⼈材を活⽤し
事業拡⼤された農業法⼈の代表者、または、農業法⼈で活躍されている
経済界出⾝の⽅を招聘。
【経済界セミナー開催の⽬的】

経済界の企業向け（特に⼈事部ご担当者）に、⾃社社員の役職定年後の
外部出向先、及び定年後のセカンドキャリアとして活躍する新たな業界
として認識頂く、また、⺠間企業出⾝の求職者で、新たな活躍として
農業界を検討頂く為に開催致しました

【概要】

全国8か所にて実施（札幌、仙台、東京、⾦沢、名古屋、⼤阪、広島、福岡）
内容：企業⼈材が農業法⼈での活躍事例
農業法⼈で活躍する為のポイント
時間：10:30〜12:00
費⽤：無料

【ゲストスピーカー】

⺠間企業出⾝者を採⽤し事業拡⼤されている農業法⼈の代表、
⼜は、⺠間企業出⾝者の⽅で、現在農業法⼈で活躍されている⽅になります
札幌、仙台：（株）もち⽶の⾥ふうれん特産館 取締役総務部⻑ ⽥⼝ 克也⽒
⾦沢：
（有）穂海農耕
取締役
⽇⽐ 昇⽒
東京、名古屋（株）関東地区昔がえりの会
代表取締役
⼩暮 郁夫⽒
⼤阪、広島：（株）杜若園芸
代表取締役
岩⾒ 悦明⽒
福岡：
（有）本川牧場 ⼈事・広報部部⻑・事業企画室 室⻑ ⼤脇 建⽒

【内容】

ゲストスピーカーからは、下記の流れで説明を頂きました。
各法⼈の概要、⺠間企業出⾝者の活躍の事例及び効果、各法⼈の今後の⽅向性、
今後の⽅向性に関して欲しい⼈材像、農業法⼈で活躍するポイント。
「農業法⼈で活躍するポイント」としては、⺠間企業と同じであるが、各社の
理念に合わせて、考え⾏動できる⼈と⾔う点で⼀致しておりました。
また、どのような業務も、成⻑に合わせて変化しており、今まで⺠間企業で
培った経験を活かして、変化に対応し、事業を拡⼤に貢献して欲しいと全ての
農業法⼈が希望されていました。また、従業員への教育も希望されていました
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
・経済界セミナー
参加者は、8か所全体で55名が参加した。企業⼈事担当者等企業関
係者 20名、求職者で企業現役の⽅が、 3名。求職者で既に企業を
退職されている⽅が、 9名、その他 23名、その他については、⼈材紹介
事業者、経営コンサルタントの⽅になり、農業法⼈と連携し、⼈材確保
や経営課題に対応可能な⽅々となる。
出席者数
求職者
求職者
企業⼈事
企業現役⼈ 企業退職⼈
担当者等
材
材

ブロック

実施⽇

会場名

北海道

2⽉27⽇

北農健保険会館

4

1

3

東北

3⽉2⽇

フォレスト仙台

4

2

1

関東

2⽉20⽇

パソナグループビル(東京）

16

9

2

北陸

2⽉27⽇

⾦沢勤労者プラザ

6

2

1

東海

3⽉1⽇

ウインクあいち

3

2

11

2

1

8

広島YMCA国際⽂化セン
ター

4

1

1

2

福岡ビル

7

1

1

5

55

20

9

23

近畿
中国四国

2⽉28⽇ パソナグループビル（⼤阪）
2⽉26⽇

九州・沖縄 2⽉26⽇
合計

セミナー
出席者数

その他
（※）

1
5

2

1
1

3

その他（※）については、⼈材紹介事業者、経営コンサルタント等になります。

【東京会場】

【⼤阪会場】
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
・経済界セミナー
セミナーに参加された⽅からは、農業法⼈の状況等を理解頂き、概ね満⾜頂
いた。
企業の⼈事担当者は、⾃社の社員のセカンドキャリアとして検討される為に参
加されていた。
【経済界セミナー 出席者 意⾒抜粋】１

◇来場の経緯、動機
（個⼈）
農業法⼈に興味があり、Webでセミナーの開催を知ったため
⺠間企業出⾝者が働ける職種なのかを理解する⽬的で
⼤企業社員の転⾝先として農業法⼈の可能性に興味があり参加しました
定年後のセカンドキャリアとして検討しているため

（企業⼈事担当者）

シニアを中⼼とする⾃社社員のキャリア選択肢となるかどうかに関⼼があるため
農業法⼈への出向を検討しているため
当社の要員に対する施策を検討するうえでヒントがないかと思い参加した
社内でのシニア層の活⽤につながらないか検討したかった為

◇セミナーの満⾜度

話の内容が分かりやすく興味を引かれました
農業の実態がよくわかりました
農業法⼈の具体的な内容が良く理解できた
資料もわかりやすく、期待していた話が伺えた
⾮常に現場に密着した具体的な事例が聞けて良かった
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
・経済界セミナー
今後、農業法⼈に関する求⼈情報を希望するが７割に達し、概ねポ
ジティブに受け⽌めてはいるが、実際には給与⾯の不安や勤務地の問
題等越えなければならないハードルは⾼いと感じた。
【経済界セミナー 出席者 意⾒抜粋】２

◇就職先の選択肢として農業法⼈を検討できるか。
給与⾯の不安がある
当社の事業構造転換により配置転換が必要な社員の選択肢の⼀つとして検討したい
農業分野が⾦融機関のセカンドキャリアのフィールドとならないか検討の必要がある
今すぐにでも検討はできるが、やはり勤務地の問題が⼤きい
地⽅には、再就職先が少ない為、１次産業への転⾝事例が積み重ねられると、
介護などで地⽅へ戻る社員の就職先として、社内での地⽅での再就職のハードルが下がる

◇今後 農業法⼈に関する(求⼈）情報を希望するか

◇経済界セミナーへの意⾒等
農業はさまざまなスキルが活⽤できビジネスチャンスが⼤であると感じました
いい機会だと思う。双⽅の⼈材交流が進むといいと願います
経済界⼈材の雇⽤事例をもっと教えていただきたいと思った
農業法⼈の実態を聞くことが出来、とてもよかった
⽣の情報を取得できてよかった
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
今後については、退職、離職された⽅へのPRも必要だが、企業⼈材は、
65歳迄雇⽤されていく為、⼤⼿企業へのPRが必要となっていくものと思わ
れる。
【経済界への啓蒙活動】
本事業の普及、啓発に関しては、⼤⼿企業の⼈事部担当者
及び経済三団体（経団連、経済同友会、⽇本商⼯会議所）に対して、事業の概要や情報発信資
料、経済界セミナーの案内をお持ちし、普及、啓蒙を⾏った。
ねらいとしては、⼤⼿企業の社員構成が、50歳〜60歳が
多く、今後、60歳以上の雇⽤延⻑時の外部出向先、転⾝先等のセカンドキャリアとして、企業⼈材が
活躍する業界等として、農業、農業法⼈を選択しとして頂く為である。
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（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
（2）農業界、経済界等に対する普及・啓発
・情報発信
農業界、経済界それぞれに向けて全6回の情報配信を実施。総配信先は6,798通。
総配信数：6,798

農業界側

経済界側
・経団連
・⽇本商⼯会議所
・経済同友会
・⽇本雇⽤創出機構

・⽇本農業法⼈協会
・JA全農
・全国養鶏経営会議
・全国稲作経営者会議
・全国観光農業経営者会議
・全国⾁⽤⽜経営者会議
・都道府県農業会議

農業界と経済界に⼈材マッチングの円滑な運⽤に資する情報を発信

時
期

１回⽬

２回⽬

３回⽬

４回⽬

５回⽬

６回⽬

11⽉下旬

1⽉上旬

2⽉中旬

3⽉上旬

3⽉中旬

3⽉下旬

経営発展のため 農業法⼈で活躍
の他業種からの するための企業⼈ マッチング中間報
セミナー報告
⼈材採⽤相談 材の転⾝セミナー 告
会のご案内
のご案内

本年度報告

メイ
本年度事業
ン
概要
記
事

農業者向け：経
サブ 経営発展のた 経営発展のため 営発展のための他 経済界セミナー
記 めの⼈材活⽤ の⼈材活⽤セミ 業種⼈材との⾯接 農業界セミナーの
会のご案内と求⼈ ご案内
事 セミナー告知 ナーの報告
情報

求⼈情報

求⼈情報

求⼈情報
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（3）⼈材マッチングの普及モデルの構築・⼈材マッチング推進協議会
平成30年3⽉14⽇(⽔)、「農業界と経済界の⼈材マッチング推進協議会」の招集及
び、協議会の運営を⾏い、本年度取組状況の報告と事業取組総括、課題の共有、
課題に対する解決の⽅向性の共有等を⾏った。
【農業界と経済界の⼈材マッチング推進協議会について】
⽇ 時：平成30年3⽉14⽇（⽔）9:00〜11:00
場 所：パソナグループ本部 JOB HUB SQUARE 11階役員会議室
1．開 会
2．議 事
（1）本年度取組状況の報告
（2）事業取組総括
（3）意⾒交換
【配布資料】
・議事次第／出席者名簿
・座席表
・事業成果報告書
・農業者向けチェックリスト
【出席者】
＜農業界＞
公益社団法⼈⽇本農業法⼈協会 副会⻑ 笠原 節夫 様
全国農業協同組合中央会 ＪＡ⽀援部次⻑ 元広 雅樹 様
⼀般社団法⼈全国農業会議所 農政・担い⼿対策部⻑ 砂⽥ 嘉彦 様
＜経済界＞
⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 産業政策本部⻑ 上⽥ 正尚 様
公益社団法⼈経済同友会 政策調査部 マネージャー ⼋⽊ 健⼀ 様
⽇本商⼯会議所 地域振興部⻑ 五⼗嵐 克也 様
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（3）⼈材マッチングの普及モデルの構築・⼈材マッチング推進協議会
【協議会でのご意⾒】
＜農業界側＞
・分厚いマニュアルだと読まれないので、チェックリストはわかりやすいものにしていく必要。
・近年、現場は作業員を求める傾向にある。
・雇⽤形態でノウハウを分けていくことが必要ではないか。
・⼈材採⽤を検討する農業法⼈の規模、法⼈歴に応じて丁寧なサポートが必要。
・農業法⼈の求⼈条件がこれまで曖昧であったのは事実。きちんとしていかなくてはならない。
・地⽅の農業法⼈が地元で求⼈を⾏っても⼈材がいない。都会の⼈材が活⽤可能な⽅策
を検討していく必要。
＜経済界側＞
・技術⾯で農業界と経済界のマッチングを⾏っているが、同じような結果となった。
・農業法⼈の規模がそれなりに⼤きくないと経済界⼈材の採⽤は難しいのではないか。
・企業に勤めている⼈は、農業界のイメージは農作業のイメージなので、農業法⼈における職
務がたくさんあるということをうまくPRすることが必要
・近年は産業界全体で⼈⼿不⾜だから⼤変。
・今後マッチングを推進していくのであれば、求職者に焦点を当てることが必要。特に場所・条
件が最終的に問題になる。
・求職者側の深堀、⼈材バンクをつくっていくのも⼤切。
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