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１．はじめに
本稿の課題は、農山村地域にとって新しい
人材と言える新規参入者および雇用就農者に
着目し、その受入をめぐる課題を整理し、今
後の展開方向を考察することである。その際、
中山間地域を念頭におく。中山間地域は、地
域資源の維持や、食料生産において依然とし
て重要な地域である一方、生産条件や地域労
働市場の条件により、農業労働力や農地の引
き受け手の確保がより困難であり、新規参入
者や雇用就農者への期待が大きいからである。
食料・農業・農村基本計画（2020年）では、
担い手（効率的かつ安定的な農業経営体）だ
けでなく、中小規模の経営体や、農業を副業
的に営む経営体も、地域を支える重要な主体
として位置づけられ、農林水産省「人・農地
など関連施策の見直しについて」2021 年 12
月でも、多様な主体に期待を寄せた記載も見
られる。効率的な経営の確立が難しい中山間
地域においては、このような多様な主体への
支援が、一層重要になる。
しかし、規制改革実施計画（2021 年６月
18日閣議決定）では、担い手への８割集積が、
最重要KPIとして掲げられ続けており、農林

水産省「人・農地など関連施策の見直しにつ
いて」（2021 年 12 月）を受けて発出された
農林水産省経営局長通知「農業委員会による
最適化活動の推進等について」（2022 年２月
２日）においても、担い手への８割集積を目
標として、農業委員会に大きな役割を与え、
地域での活動の推進方法をきめ細かく指示さ
れている。
本稿の対象である、新規参入者および雇用
就農者は、従来の農村にはいない多様な人材
である一方、新規参入者は自身が担い手にな
ることによって、雇用就農者は雇用型経営体
を維持・発展させる主体として、担い手への
８割集積にも資する存在である。担い手への
８割集積を唯一、最大の目標とすることには
疑問があるが、中山間地域の農地利用にとっ
て重要な存在として、新規参入者および雇用
就農者を捉え、その確保・支援の課題を検討
したい。
２節では、新規参入者および雇用就農者の
全体的な動向を簡単に把握する。３、４節で
は、主に非農家出身者による新規参入につい
て、５、６、７節では、農業法人等に雇用さ
れる従業員を対象に検討する。３節では新規
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参入者の受入と支援について、社会心理学の
成果を踏まえ、むらの機能と仲介役に着目し
て、その構図を整理する。４節では、中山間
地域における新規参入者受入の成功事例とし
て、特に有機農業の振興に力を入れてきた熊
本県山都町の事例を考察する。中山間地域で
は、標準的な作目で生産性を高めることは容
易ではない。一方で、自然環境に恵まれ、有
機農業の栽培に適した地域も多い。新規参入
希望者は、有機農業を志向する人たちが多く、
着目されるべき農業スタイルである。有機農
業では、生産・販売方法が多様であることか
ら、行政やJAだけでなく、生産者グループ
や、集荷・販売組織が就農支援に大きな機能
を果たすことが多く、着目する必要がある。
山都町の事例については、2021 年 11 月に鈴
木および堀部による山都町役場、関係機関、
新規参入者、「新規参入者を支援する集荷・
販売組織」へのヒアリング調査をもとに考察
した。

５節では雇用就農者の動向を、農の雇用事
業、職業紹介の状況、コロナ禍への政策対応
の点から整理する。６節では、従業員の定着
に行う農業法人の取組である人事考課につい
て、経営学や社会保険労務士の知見を踏まえ、
従業員へのインセンティブに着目して、整理
する。７節では、人事考課を導入している農
業法人の取組み事例を考察する。農業法人の
３事例は、飯田および堀部によって、2018 年
から 2021 年にかけて行ったヒアリング調査
をもとに考察した。

２．新規就農者の動向
新規参入者および雇用就農者の動向は、自
営（親元）就農者とともに、農林水産省『新
規就農者調査』によって 2006 年から把握さ
れている（表１）。全期間を通じて自営就農
者が過半を占めるが、2006 年の 72,350 人
（89.3％）から、人数も割合も減少傾向が続き、
2020年には40,100人（74.6％）となっている。

        表１　新規就農者数の推移
（単位：人、％）

　男女計 人数 割合 人数 割合 人数  割合  

(出所)農林水産省『新規就農者調査』より作成。

自営（親元） 雇用就農新規参入（独立就農）
年

表 1　新規就農者数の推移
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そのうち非農家出身の新規参入者（独立就農
者）は、2006 年に 2,180 人（2.7％）であった
が、青年就農給付金の創設により、2012 年に
は 3,010 人（5.3％）となり、以降３千人代で
推移している。新規就農者に占める割合も上
昇傾向にあり、2020 年には、3,580 人（6.7％）
となった。雇用就農者は、調査期日前１年間
に新たに法人等に常雇い（年間７か月以上）
された者であり、農業分野からの転職（雇用
される直前の就業状態が農業従事者であった
場合）は含まれない。また、外国人技能実習
生および特定技能で受け入れた外国人も対象
外である。この雇用就農者は、2006年 6,510人
（8.0％）から、やや増加傾向にあり、2020 年
には、100,050 人（18.7％）となった。この間、
リーマンショック後の不況による農業ブーム
や、それを受けた農の雇用事業の創設があり、
2008 年以降は、それまでより人数が増加し
ている。

３．新規参入者の受入支援の構図
新規参入者が農業を開始するには、農地、
技術、資金、機械・施設、住宅の五つの要素
が必要とされる。（一社）全国農業会議所が
実施する『新規就農者の実態に関する調査結
果』（2021 年度）によれば、就農時に苦労した
こと（第三位まで）では、農地の確保が 72.8％
で最も大きい。同調査では、2016年調査結果、
2013年調査結果でも農地の確保が最も大きく、
近年、新規参入者の受入支援は各地で精力的
に取り組まれているとはいえ、依然として農
地の確保が容易ではないことが確認される。
農地確保に関しては、内山（1999）島（2011）
三須田（2005）など、農業経営学、農村社会

学分野において、研究蓄積がある。そこでは、
①農地確保には、地域からの信頼を獲得が必
要であること、②地域からの信頼確立には一
定期間を要すること、③信頼確立には、地元
の仲介役、つまり、集落に属する農家という
「橋渡し役」が重要であること、が示されて
いる。ただし、これらの研究においては、信
頼を得る対象である地域が一まとまりとして
把握されており、研修農家、地権者、関係機
関の立場の違いはあまり考慮されていない。
また、これらのアクターが参入者を信頼する
メカニズムはほとんど説明されていない。
新規参入者が優良な農地を獲得するために
は、地域から信頼を得ることが重要であるが、
集団と新参者との信頼関係については、社会
心理学分野に多くの蓄積がある。山岸（1998）
は、社会・集団を以下の二つ、①社会的流動
性が低い社会・集団（旧来の農村社会、いわ
ゆる「やくざ」（原著表現ママ）等）と、②
社会的流動性が高い社会・集団（現代の都市
社会等）に大きく区分した。そして①社会的
流動性が低い社会・集団では、メンバー同士
の長期的、安定的な関係（コミットメント関
係と呼ばれる）が基礎となっており、そこで
は、相手が裏切らないことを前提に信用し、
「安心assurance」によって社会関係が構築
されるとした。また、②社会的流動性が高い
社会・集団（現代の都市社会等）では、社会
関係を構築する際に、他者一般への信頼が重
要となること、他者への一般的信頼が高い人
は、人を丁寧に吟味する傾向があることを指
摘した。
このように、社会・集団の構造によって新
参者を信頼するメカニズムが異なる。そして
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農村社会は、安心社会の典型とされ、一般的
信頼よりも、相手が裏切らないことを前提と
した長期的安心関係＝コミットメント関係が
重要と考えられる。山岸によれば、このよう
な安心社会に外部の人間である新参者が入る
ことは、社会的不確実性の発生と捉えられる。
そこでは、通常のメンバーは、他者一般へ信
頼は低く、なかなか新参者を信頼しない。そ
のため、新参者が安心社会の一員になるには、
仲介者が重要な役目を担わざるを得ない。い
わゆるコネである。仲介者は、外部から来る
者の信頼の担保となり、そのために情報を収
集し、新参者を吟味する。
農業への新規参入の場合もこの構図に当て
はまる。仲介者が、安心社会の一員である農
家で有ることが多く、地権者は仲介者を通じ
て間接的に信頼する形だからだ。このような

信頼のメカニズムにおける、研修農家（仲介
役）とむら（集落）との関係を考慮し、図１
に、新規参入者の受入と支援の構図を示した。
実際には様々な就農パターンがあるが、農業
次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）研
修型を受けながら、指導農業士等から研修指
導を受けて就農する場合など、各地で定番の
パターンとされるものを想定している。
まず、①就農希望者は、農業を開始する際
に、農業技術、経営知識を身につけるために、
研修農家のもとで、1,２年程度研修を実施す
る。研修では、単に技術、知識を学ぶだけで
なく、日常の挨拶や、地域の行事等に参加す
ることにより、むらの慣習を身につけ、むら
のメンバーへの紹介になる。ここで研修農家
は、研修を通じて、就農希望者の能力、人柄
等を総合的に判断、審査する。つづいて研修

図１　新規参入者受入の構造
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農家は、農地や住宅を紹介するために、②む
らのメンバー（農家、地権者（離農後の農家）
等）に、利用可能な農地や住宅の提供につい
て相談する。研修農家は、むらの一員である
ことから、研修農家自体はむらのメンバーと
長期的な関係（コミットメント関係）にあり、
研修農家が仲介者として新規就農希望者の信
頼の担保となることで、新規参入者への農地
や住宅の紹介が可能となる。③このようにし
て新規参入者は、農業経営を開始することが
できるようになり、同時に道普請や消防等、
むらの活動にも参加することになる。適切な
耕作を 1,２年程度続けると、次第に研修農
家（仲介者）を通さずに、農地の耕作依頼が
来ることも多い。ただしその際でも、むらの
メンバーは、当面はあくまでも研修農家が信
頼の担保となっていると認識し、その上で、
貸し出しているとみてよい。地域や住民によ
り、いろいろな認識があろうが、新規参入者
が安心社会の一員として認められるのは、か
なりの年月を要すると考えられる。④このよ
うに、農地や住居はむらの資源と捉えられ、
むらという長期的関係の一員が仲介役となら
ないと提供は難しい。そのため、行政やJA
等の関係機関は、あくまでも側面的な支援に
とどまらざるを得ない。地方自治体、JA等
は、情報提供や研修中の助言などの支援を行
い、中央政府は、農業次世代人材投資資金や
青年等就農資金などの、補助事業による支援
となる。

４．山都町の参入者受入支援
１）地域概況と参入実績

前節の新規参入者の受入支援の構図をもと

に、近年、新規参入者の受入を進めている、
山都町の事例を考察する。山都町は阿蘇カル
デラの南外輪山に位置する中山間地域であり、
2005 年２月に旧矢部町、旧清和村、旧蘇陽
町の３町村が広域合併してできた町である。
農業用水として利用されている通潤用水、通
潤橋がこの街の観光資源である。山都町にお
ける有機農業の隆盛は 1970 年代の有機農業
運動に遡る。熊本県では 1960 年に四大公害
病の一つである水俣病が発生したこともあり、
県民の環境意識は高いものであった。そして、
旧矢部町農業協同組合や御岳会、愛農会など
の生産者組合による推進のもと、脱農薬に向
けて有機農業に取り組む人が急増した。そし
て、1977 年に初の地方開催となる第三回有
機農業全国大会が県立矢部高校で行われたこ
とで、山都町が有機のまちであるということ
が対外的に発信されるようになった。
現在の有機農業の取り組みの特徴は、有機
JASの取得件数が日本一の自治体であり、町
独自の有機農業の支援制度として、有機JAS
の新規取得者には上限５万円、継続者には上
限３万円を補助している。また、自然環境に
配慮した農業の普及事業である「くまもとグ
リーン宣言」を県内で最初に導入した自治体
でもある。山都町では、2018 年より開始さ
れた農業研修制度に加え、行政の協力のもと、
新規参入者グループ、空き家バンク、山都町
有機農業協議会などの多様な組織を通じた新
規参入に関わる支援が行われている。
また、新規参入者の受入支援については、
有機農産物の集荷・販売組織が果たす機能も
大きい。有機農業では、慣行農業よりも生産
技術、規格・認証への要請が多様で強い場合
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が多い。またそれに合わせて、販売方法、販
売ルートも多様になり、販売先（消費者）と
の関係・交流も多彩となる。そのため、地域
の推奨作目・標準農法が確立しておらず、販
売方法も標準化されていないため、県普及機
関やJA等の一般的な支援は行いにくい。そ
のため有機農産物においては、多様な作目・
技術・販路に対応する集荷・販売組織が慣行
農業以上に重要となっている。
山都町の 2012 年から 2022 年に至るまでの
新規参入者は18名、うち有機JAS取得者は７
名である。また 2018 年に開始した農業研修
制度の修了生は５名であり、全員が山都町に
新規参入者として就農している。なお、うち
１人は、町内の企業に就職し、収入は自身の
農産物販売よりも就職先からが中心となって
いる。

２）行政による支援

山都町は古くから有機農業が盛んであるこ
と、新規参入者が参入しやすい野菜作が主で
あることから、有機農業を志望する相談が役
場に年間 100 件ほど来ていたが、山都町に受
け皿となる有機農業の研修制度が存在せず、
代わりに県の研修組織である熊本県有機農業
研究会を紹介せざるを得ない状況が長年続い
ていた。2017 年までの参入者は、自身で研
修できる農業法人、農家を見つけたり、県の
研修組織に入っている数少ない農家に頼らざ
るを得なかった。そこで、新規参入者の受
入・支援が改めて重要と認識した山都町は、
すでに移住支援の事業を町から受託していた
「山の都地域仕事センター」に、就農相談お
よび農業研修事業を委託する形で開始するこ

とにした。山都町山の都創造課は、地方創生
事業を利用して、農業に限らず山都町への移
住を希望する人に対する支援を、「（株）まち
づくりやべ」に業務委託し、「山の都地域仕
事センター」としてその業務を行う形とし
た。（株）まちづくりやべは、2001 年に山都
町、商店街店主、地元企業、商工会が株主と
なった第３セクターである。
「山の都地域仕事センター」への事業委託
とした理由は、①就農相談・農業研修事業を
移住支援と一体的に行うことで、より有効に
機能させることもあるが、②就農支援に関連
する市町村の業務は、農業次世代人材投資資
金（旧青年就農給付金）や認定就農者制度の
運用等、すでに業務量が多かったことや、③
農業振興担当部署自体が、業務の増大に見合
う体制が取れていなかったこと（この全国的
な構造は堀部（2019））もある。また、④就
農相談や研修農家とのマッチング等の業務は、
その方法や業務量について、定型化、画一化
しにくく、公平性だけでなく、移住・就農希
望者の個別事情に対応しながら、時間をかけ
て関係を構築する必要があることから、部署
異動がなく、公務員の立場ではない第三セク
ターが行うことのメリットもあった。
なお、このような業務委託の手法は、地方
創生事業を活用することで可能となった。地
方創生事業には、いくつかの問題点が指摘さ
れているが、有効に活用した例と言えるだろ
う。
2018 年に開始された農業研修制度は、熊
本県、農業委員会、JA上益城が参画し、農
業次世代人材投資事業（準備型）の対象とし
て、有機農業・慣行農業のどちらの受け入れ
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にも対応している。現在の主な業務は移住者
への空き家の紹介、新規参入希望者への農地
の紹介、山都町農業研修制度、補助金、イン
ターンシップなどの各種窓口である。当研修
制度の受け入れの面接では参入時の自己資金、
農業の理解度、意欲を主に審査する。自己資
金の不足で受け入れを断ることはないが、山
都町で有機農業を始める場合は約２～ 300 万
円が必要である。多くの研修志望者が山都町
は有機農業が盛んな地域であることを知り、
相談に来るが慣行農業、専業だけでなく、兼
業農家の選択肢も紹介する。
そして、この面接を通過すると、２戸の受
け入れ農家のもとで５日間ずつ、計 10 日間
の体験研修会を行い、農業の適性を判断する。
研修後、受け入れ農家にこの人を受け入れて
も大丈夫か判断してもらい、正式な研修の受
け入れが決定する。正式な研修プログラムに
おいては、受け入れ農家の下での研修に加え、
月２回の研修生が一堂に会する集合型研修の
合計、週５日、年 2000 時間の研修を行って
いる。この集合型研修では作物栽培、新規就
農者の講話などの座学や圃場見学、農協の見
学、個別の面談を行っている。
農地の紹介も山の都地域仕事センターの業
務となっているが、実際に個別の案件を紹介
することは容易ではない。山の都地域仕事セ
ンターや農業委員会が情報収集・提供に努め
ているが、研修農家が新規参入者に最初に貸す
農地を見つけてくる場合が多い。住居は、空
き家バンクなどを利用し、研修期間中に研修
生が取得できることを目指すが、就農場所に
近いなど条件が合うところが見つからない場
合は、研修農家や地域住民が探すことになる。

なお、2015 年より開始された山都町の空
き家バンク制度は、山都町の移住者が住居を
確保する際の主要な手段の一つである。空き
家バンクに登録されている物件は山の都地域
仕事センターのHPに掲載され、希望者は直
接相談を行うことで取得できる。定住希望者
は空き家の改修に伴い、改修費用の３/４相
当額（最大 75 万円まで）の補助を町から受
けることができる。空き家バンクを利用した
移住者数は表２の通りで、2015 年からの６
年間で、63 世帯、124 人の実績がある。

表２　空き家バンクの利用者数

年 世帯数 人数

合計

(出所)聞き取り調査より筆者作成。

表 2　空き家バンクの利用者数

３）集荷・販売組織による支援

山都町の有機農業での新規参入に対しては、
有機農産物の集荷・販売組織による支援が重
要な機能を果たしている。ここでは、有機農
家が組織した①（株）肥後やまと、全国的な
生協組織の支部である②（株）コープ有機九
州支所、新規参入者グループである③合同会
社A.G.Oの３つに着目したい。これらの組織
の経営概況の一覧を表３に、山都町の新規参
入者支援体制を図２に示した。
（株）肥後やまとは 2010 年に地域の有機農
業者 13 名が立ち上げた集荷・販売組織であ
る。集荷・販売を行う法人組織として（株）肥
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後やまとがあるが、もともと生産部会であっ
た「やまとベジ」と一体的に運営されている
（生産部会の合併等の経緯があるがここでは
割愛する）。やまとベジの生産者（会員数）
は 44名、有機 JAS取得者は 26名である。こ
のうち新規参入者が10名、親元就農者が10名、
50 歳未満の農業者は 15 名である。（株）肥後
やまとでは研修体制として、山都町有機農業
協議会（８団体、112 名、事務局山都町役場）
を通じ、（株）肥後やまと（やまとベジ）の会
員農家が、新規就農希望者の研修を受け入れ
ている。研修期間は１～２年間、これまでの
修了者数は５人、うち山都町に就農し、継続
している人は２人である。この２名は生産物
を（株）肥後やまとに出荷し、うち１名は役員
を務めている。研修期間中は住居を提供し、
参入時や、参入後の農地あっせんにおいても、
研修農家を中心に支援を行っている。
（株）コープ有機は、有機農業の推進を目標
に掲げる生協であるコープ自然派の青果部門
から独立した、有機農業に特化した生協であ

る。2019 年に有機農産物の集荷拠点として、
それまでも集荷していた山都町に九州支所を
開設した。2021 年 11 月現在、生産者数は 33
名、うち新規参入者は 10 名である。（株）コー
プ有機は、欠品対策としてパッケージセン
ターを設立し、本来生産者が行う梱包作業を
請け負っている。この取り組みは労働力確保
に余裕のない新規参入者の支援につながって
いる。具体的には、生産者と消費者が会する
消費者交流会において、消費者である組合員
が、生産者、特に新規生産者を応援したり、
生協を通じて手紙を送るなどの活動である。
A.G.Oは有機農業に取り組む新規参入者の
みで構成された集荷・販売組織である。全員
が有機農業の特殊な栽培技術であるBLOF
理論に取り組み、メンバー間で技術の相互研
鑽を行っている。また全員が新規参入者であ
ることから、住居、出産および子育てに関す
る相談も多く、参入者同士での生活支援、農
業機械の貸し借りも行っている。
これらの集荷・販売組織は、就農当初生産

(株)肥後やまと
(株)コープ有機
(九州支所)

組織のタイプ
一般流通組織
(既存農家中心)

新規参入者グループ 広域生協組織

設立経緯
生産者組合が
販売部門を独立

同じ農法の新規
参入者達が設立

全国規模の生協
組織の支所

販売額 1.5億円程度 3千万円程度 1.3億円程度

出荷者数

（うち新規参入者）

参入支援①集荷・販売 〇 〇 〇

参入支援②技術習得 〇 〇 ×

参入支援③農地あっせん 〇 × ×

参入者への幅広い支援
地域への貢献

研修時の住宅確保
地域イベント開催

参入者同士で生活支援
研修機関の設立

表 3　山都町における集荷・販売組織による新規参入支援

（出所）筆者作成。
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のみで大変な新規参入者に対して、貴重な販
路提供を行っている。また、（株）肥後やまと
は、既存農家を中心とした組織であることか
ら、研修制度の実施および研修時の住居提供、
参入時および経営開始後の農地あっせんが可
能となっていた。また、（株）コープ有機は梱
包作業を請け負うことによる生産者の労働負
担軽減、A.G.Oは参入者同士の生活支援、経
験のある新規参入者による技術指導が行われ
ている。

４）新規参入者による移住者支援および地域

振興

山都町の新規参入者達は、自身の経営発展
だけでなく、次の参入者の受入支援や、地域

振興に資する活動などを幅広く行っている。
山都町でしか

4 4 4

できないことを事業化する、
「（株）山都でしか」は、新規参入者A氏（A.G.O
代表）を中心に、他の新規農業参入者、地元
の飲食店オーナー、経営コンサルタント等の
メンバーで、農泊業務、観光ツアー、有機農
産物の出張販売、イベント開催、視察・講演
事業と多様な業務を展開している。（株）山都
でしかの前身は、山都町が（株）JTBと共同で
設立した食農観光塾である。食農観光塾では
４年間に渡り、約20名の地域の若い農業者が
農業経営や観光をテーマとしたワークショッ
プに取り組んだが、2019 年に活動の幅を広
げるため、行政から独立して法人化した。
また、新規参入者A氏は、山都町農業研

図 2　山都町における新規参入者の支援の構図
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（出所）ヒアリング調査および山都町資料より筆者作成。
注 ）緑の矢印は、農産物の流通を示す。オレンジの矢印は新規参入者への支援を示す。

）山都町有機農業協議会は、 団体、 名で構成され、事務局は山都町役場が行っている。
）山の都地域仕事センターは、 株 まちづくりやべが山都町から移住・就農支援の業務を受託して実施する際の組織名。
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修制度の受け入れ農家として、現在２名の研
修生を受け入れている。農地や住居の紹介は、
A氏のみでは容易ではないが、既存農家に仲
介をお願いして行う予定だ。A氏は幅広い活
動を行い、地域によく知られているとはいえ、
就農後 10 年しかたっておらず、新規参集者
を受け入れる際、むらの信頼の担保となれる
かは微妙なところだ。高齢化や離農により、
有機農産物が栽培可能な圃場も含め、農地は
供給過剰になっており、A氏が既存農家と協
力すれば、信頼の連鎖により、農地の紹介も
可能となるであろう。

また（株）コープ有機は、A氏が副理事長と
なり、2022 年４月より、有機農業の研修施
設であるNPO法人ORGANIC SMILEを開校
する。ほかにも前職のミュージシャンの経歴
を活かし、行政と地域振興のイベントの開催
や東京での山都町への移住
者勧誘の取り組みを行って
いる。農地の紹介は既存農
家と連携せざるを得ないが、
入門的な技術の研修、広報、
地域イベント等、新規参入
者の方が向いている参入支
援を積極的に行っている。

このように、新規参入者、
行政、既存農家の連携に
よって、農業の新規参入受
け入れ体制は、多彩な展開
を見せている。

５．雇用就農者の動向
１）農の雇用事業の実績

雇用就農者の地域ブロッ

ク別の動向を、農の雇用事業の実績から確認
する。なお、画期区分の意味は、堀部（2019）
を参照されたい。事業創設後、雇用対策期
（2008～2011 年）および人材育成期（2012
～2015 年）では、全国に占める雇用就農者
数の割合が高い地域ブロックは、雇用型法人
の多い九州、東北、北海道であった。定着率
向上期（2016～2020 年）になると、九州、
東北、北海道の割合は依然として大きいもの
の、全国に占める割合は低下し、そのほかの
多くの地域の割合が高まっている。北陸、北
関東、南関東、東海、近畿、中国、四国は、
それぞれ人数も全国に占める割合も増加して
いる。平地か中山間地域かという農業地域類
型別の特徴は分からないが、集落営農も含め、
中山間にも農の雇用事業の実施が拡がってき
たとみてよいであろう。

表４　農の雇用事業の実績（研修を実施した雇用就農者数）

（単位：人、％）

地域

ブロック 人数 割合 人数 割合 人数 割合

北海道

東北

北陸

北関東

南関東

東山

東海

近畿

中国

四国

九州

沖縄

合計

（出所）農林水産省『農の雇用事業の実績について（各年版）』より作成。

注1） 各年度に農の雇用事業（雇用就農者育成・独立支援タイプ、新法人設立支援タイプ）

の助成金が支払われた研修に係る雇用就農者の数を示す。

2）経営体の主たる事務所の所在地でカウントした。

3）前年度以前の継続者を含む。

雇用対策 人材育成 定着率向上

2008－2011 2012－2015 2016－2020
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２）職業紹介の状況

2005 年以降のハローワークにおける農林
漁業の職業紹介の状況を見てみよう。リーマ
ンショック（2007～2008 年）後、農の雇用事
業が創設された直後は、有効求職者、紹介件
数、就職件数は増加し、有効求人倍率は 0.51
倍（2009 年）まで低下した（図３）。その後、
有効求職者数は、2012 年を境に低下傾向に
ある一方で、有効求人件数は増加し、2018
年には有効求人倍率は 1.58 へと上昇し、採
用することが難しくなった。その後、2019 年
には再び有効求人件数は減少、有効求職者数
は増加への転換し、さらにコロナ禍の 2020
年も同じ傾向が続いた。とはいえ、有効求人
倍率は 1.30 であり、新たな人材を雇用する
ことは容易ではない状況が続いている。中山
間地域では、通勤圏内にいる人数がそもそも

少なく、より一層、新規の雇用は難しいと思
われる。
３）１日農業バイト daywork

家族労働力、正職員、旧来のパート従業員
など、これまでの方法による労働力調達が難
しくなる中で、北海道を中心に、新たな労働
力として、一日単位でのアルバイトが注目さ
れている。１日農業バイトアプリdaywork
を用いて、従来の職業紹介所を介さずに、雇
用者と労働者が直接簡単にやりとりをできる
ことが特徴である。dayworkのホームペー
ジによれば、マッチング件数は、2018 年 286
人から、2019 年 4,410 人、2020 年 16,493 人、
2021 年 41,587 人と順調に増加している。
表５は、都道府県別の１日農業バイトアプ
リdayworkへの参加団体数である。北海道、
十勝地方を中心に、現在は全国各地に拡がり

紹介件数

うち就職件数

有効求人件数

有効求職者数

有効求人倍率（単位右）

（出所）厚生労働省『農林漁業の職業紹介状況』

注 ）農林漁業の値。ただし農業には、造園業、競走馬の騎乗員、厩務員を含む。

）常用＋常用パートの値であり、臨時、季節は除かれている。

図３ ハローワークにおける農林漁業の就職状況

年

図 3　ハローワークにおける農林漁業の就職状況
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つつある。本アプリを利用したアルバイトの
実態については、地域農業研究所（2020）に
まとめられている。

図 ４　農業労働力確保緊急支援事業の月別申請件数

表 5　１日バイトアプリ daywork への参加団体数
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図４ 農業労働力確保緊急支援事業の月別申請件数

（出所）（一社）全国農業会議所資料より作成。

都道府県 自治体 その他
北海道
青森県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
新潟県
福井県
長野県
静岡県
岡山県
広島県
徳島県
福岡県
長崎県
宮崎健

鹿児島県

（出所）dayworkホームページより筆者作成。

表５　１日バイトアプリdaywaorkへの参
　　　加団体数

４）コロナ禍での政策支援

コロナ禍による農業雇用労働力への影響に
ついては、ほとんど研究蓄積がない。他業種
から農業への転職、勤務先の変更などの報道
があるが、最も大きな影響は、外国人労働力
の入国が制限されたことである。（一社）全
国農業会議所は、農林水産省の補助を得て、
農業労働力確保緊急支援事業を実施している。
外国人技能実習生など、新型コロナウイルス
感染症による労働力の減少に対して、代替人
材を確保した場合の経費への助成である。具
体的には、①援農者緊急確保支援事業（代替
人材の確保に必要な経費や雇用した際に生じ
る掛かり増し経費を助成）、②研修等支援事
業（代替人材に対する研修への助成）、③人
材呼び込み支援事業（経営体やJA等が代替
人材を募集する事業への助成）からなるが、
図４のように、実績のほとんどは①の援農者
緊急確保支援事業である。農繁期である春～
秋に申請件数が多く、2020 年は一月あたり
500 弱、2021 年は同 400 弱の申請があった。

表６は、都道府県別の
登録経営体数である。長
野県、群馬県、北海道が
多く、特に単年度の技能
実習生削減への補完と考
えられる。アルバイトの
ほか、業務委託、請負な
ど、多様な方法が取られ
ている。
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６．従業員の定着のための仕組み
　─人事考課とインセンティブ─
中長期にわたって勤務する雇用就農者（従
業員）は、安定的な労働力となるだけでなく、
新たな経営展開を図る上でも重要な人材であ
る。しかし、農業分野においては、健康保険
や厚生年金に加入する正社員であっても、勤
務後数年の離職率が比較的高い。適材適所の
考えから、労働市場の流動化を重視すれば、
離職率を必ずしも下げなければいけないわけ
ではない。しかし、頻繁に離職があることは、
採用する側にとっても、採用される側にとっ
ても、好ましいことではない。農業分野では、
ある農業法人からの離職が、別の農業法人の

都道府県 経営体数 都道府県 経営体数
北海道 滋賀県
青森県 京都府
岩手県 大阪府
宮城県 兵庫県
秋田県 奈良県
山形県 和歌山県
福島県 鳥取県
茨城県 島根県
栃木県 岡山県
群馬県 広島県
埼玉県 山口県
千葉県 徳島県
東京都 香川県

神奈川県 愛媛県
山梨県 高知県
岐阜県 福岡県
静岡県 佐賀県
愛知県 長崎県
三重県 熊本県
新潟県 大分県
富山県 宮崎県
石川県 鹿児島県
福井県 沖縄県
長野県 合計

（出所）（一社）全国農業会議所資料より作成。

表６　援農者確保緊急支援事業の登録経営体
 数（都道府県別）

表 6　援農者確保緊急支援事業の登録経営体数（都道府県別） 転職とはならず、農業界から離れてしまう、
という構造的な課題もある。
離職を少なくし、採用した人材を定着させ
るには、休憩や休日等の就業環境の整備、イ
ンターンシップの実施、十分な意思疎通など、
多くの方法があるが、なかでも賃金は最も重
要な点である。生活設計をする上で給与水準
が基本となるだけでなく、仕事への頑張りや
能力向上がどう評価されたかが、従業員の成
長に直接関係し、農業法人の経営発展にも影
響する。特に、賃金の決定において明確な基
準が示されていないことで、雇用就農者が将
来の生活設計に不安を感じ、離職を決意する
ことがある（註１）。
このような問題を解決する有効な手立てと
して、従業員の能力や積極的な働きを評価・
査定する人事評価を実施し、その評価に基づ
き賃金を決定する「人事考課」の仕組みがあ
る。人事考課の導入により、従業員の能力や
モチベーションの向上が期待でき、経営発展
にもつながりうる。しかし、人事考課の導入
が必ずしも望んでいるような効果を発揮する
わけではない。従業員の能力や働きを精確に
評価し運用することは簡単なことではない。
そこで本節では、人事考課に期待される効果
と運用上の問題点を整理する。これを踏まえ
次節では、人事考課を導入している農業法人
の事例から、運用上の工夫について考察する。
人事考課とは、従業員の能力や働きへの評
価、査定を行う人事評価をもとに、賃金の昇
給額や役職の昇格の決定する仕組みである。
農業法人において、人事考課の導入が幅広く
行われているとは言いがたいが、具体的な手
法については、社会保険労務士による入来院
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（2019）に示されている。人事評価には、従
業員の能力や働きに対する評価、査定を通し
て、従業員の人材育成につなげる目的がある。
そこでそれらの項目は、経営主が従業員に対
して期待する働きや行動であることが望まし
い（註２）。
人事考課の仕組みと、従業員の定着や、能
力、モチベーションの向上との関係を図５に
示した。ここでは従業員に支払われる賃金を、
基本給および賞与とし、評価に応じて賞与額
が異なるとしている。能力が高く、意欲的に
業務に取り組んだ従業員を適切な方法で人事
評価し賃金額を決めると、能力・モチベー
ションの高い従業員への評価は能力・モチ

ベーションの低い従業員より高くなり、支給
される賃金も高くなる。すると、能力・モチ
ベーションの高い従業員は、評価に対して自
身の能力の向上、高いモチベーションで業務
に取組む姿勢を維持していく。また、能力・
モチベーションの低い従業員も、能力・モチ
ベーションを高め、高い賃金を得ようと努力
するかもしれない。
しかし、人事考課の導入は、必ずしも経営
に資するとは限らず、以下に挙げるような新
たな問題を引き起こす場合もありうる。
第一に、能力・モチベーションを精確に測
ることの難しさである。農業分野で、経営へ
の貢献を考慮した場合、例えば担当部門の売

【人事評価】

【効果的な評価】→従業員の能力・モチベーション向上 【同一の評価】→従業員の能力・モチベーション低調

（出所）入来院（2019）を参考に、筆者作成。

社長・評価者

従業員 能力・モチベーション 低

基本給
基本給

基本給
基本給

歳 歳 歳 歳

賞与額（能力・モチベーション 高）

賞与額（能力・モチベーション 低）

賞与額

基本給 基本給
基本給

基本給

歳 歳 歳 歳

賞与額（能力・モチベーション 高）

賞与額（能力・モチベーション 低）

賞与額

従業員 能力・モチベーション 高

（ ）賞与額，昇給額

への反映

（ ）能力，成果

への評価，査定

縦

軸

賃

金

額

縦

軸

賃

金

額

図５ 人事考課のイメージ図図 5　人事考課のイメージ図
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上額や、担当圃場の面積あたり収量と言った
指標が考えられる。しかし、それらの成果は
従業員の働き、能力を正確に示す指標ではな
く、それらの成果には表れない従業員の頑張
りや努力が評価できない。特に農業は、収量
や売上額が天候や市況といった外部環境から
の影響を強く受けるため、それらの指標で従
業員の頑張りや努力を正確に評価することは
困難である。
第二に、仮に従業員の能力や意欲を正しく
評価しても、従業員は自身の評価や他の従業
員の評価に納得できない場合があり得る。そ
れは、「正しい評価」だということを確認す
る方法がないからである。
第三に、従業員が業務を評価項目に特化し
てしまうことである。完全な指標の導入が不
可能であれば、この問題は常に存在する。特
に農業分野では、天候や市況などコントロー
ルできない要素が多いため、部門間、従業員
間の協力行動が頻繁に必要になるが、成果指
標への意欲の特化は、このような助け合いを
阻害してしまう（註３）。

人事考課には上記の問題があることから、
従業員の定着に向けた賃金の決定において、
能力・意欲よりも、従業員の生活に必要な賃
金を支給するという考え方もある。日本の大
企業や公務員制度においては、このような考
え方が歴史的には標準であり、年功序列によ
る賃金上昇が設計されている。この場合、能
力や意欲を向上させることが課題となり、主
に 1990 年代から成果主義が導入されたが、
すでに様々な問題の指摘がなされている（註４）。
農業分野においては、ライフステージに応じ
た一律的な昇給制度の導入は、能力や意欲を
向上させることが課題となるが、それよりも
昇級の財源となる利益の拡大がより問題とな
り得る。

７．人事考課を導入している農業法人の
取組み事例
農業法人の取組み事例として、前節の課題
への対応別に三法人を取り上げる。三法人の
経営概況および人事考課は、表７の通りであ
る。A社は、前節で指摘した第一および二の

　　表７　経営概況と人事考課の特徴　

A社 B社 C社
所在地 九州地方 北陸地方 東海地方
面積

作目 12種類の柑橘類
水稲，大豆，麦，
露地野菜，施設野菜

水稲、麦

正社員 10名（4名が生産部） 9名（4名が担当部門持ち） 7名

人事考課
の特徴

能力育成に重点を置いた人事評価 協力行動を評価する人事評価制度 生活を考慮した賃金設計

賃金設計
基本給：月給制
昇給額：約6,000円/年
賞与：年2回

基本給：月給制
昇給：3,000～1万円/年
賞与：年1回支給

基本給：月給制
昇給額：1万円～/年
賞与：年2回

評価項目
「規律性」
「貢献・実績度」
「コミュニケーション」

「協調性」
「意欲」
「態度」

（明確な項目は検討中）

手当
追加的な手当，扶養，通勤，役職，
資格，慶弔，禁煙

通勤，住宅 通勤，住宅（検討中）

　（出所）筆者作成

表 7　経営概況と人事考課の特徴

49農山村は新しい農業人材をどのように受け入れれば良いか─新規参入者と雇用就農者それぞれの課題─



課題、つまり、精確な指標の難しさと従業員
が評価に納得しない問題への対処である。A
社では、非対称情報（評価者または従業員に
偏っている情報）だけでなく、対称情報（公
表され、曖昧な判断が入り込まない客観的な
指標により評価者と従業員が共有できる情報
共有）を評価基準に入れることである。B社
は、三つ目の課題である、従業員が業務を評
価項目に特化してしまう問題に対処してい
る。担当部門制を採りながら、協力行動を評
価指標に入れて、両者を両立させている事例
である。C社は、人事考課による能力・意欲
の引き上げを目指さずに、従業員の生活に必
要な賃金を、ライフステージに応じて支給す
ることにより、従業員の定着を実現させてい
る事例である。
１つ目の事例であるA社は、九州地方の
山間部を中心に、柑橘類の生産と集出荷、加
工を行っている（註５）。自社栽培面積が 3.6 ha
で、柑橘類、梨、柿を計 20 種類栽培している。
正社員は 10 名で、農作業に従事している正
社員は４名である。A社の人事考課の特徴は、
正社員の能力育成に重点を置いた人事評価で
ある。正社員の賃金は、昇給制度がある基本
給、年２回の賞与に加え、正社員の能力習得
に応じた追加的な手当がある。この追加的な
手当について、あいまいな業績評価ではなく、
自社検定等、従業員も情報を共有できる指標
を用いて評価していることが、A社の特徴で
ある。支給条件は、①自社検定の成績、経営
主主催の勉強会への参加といった正社員自身
の能力向上に資する行動、②作業日報や作業
環境の改善案といった効率的な業務遂行に資
する行動、③研修旅行等の社内イベントへの

参加といった正社員同士のコミュニケーショ
ン促進に資する行動を設定し、これらの成績、
参加回数、提出回数が手当の支給額を決める。
これらの条件項目は、A社経営主が、正社員
の能力向上や効率的な業務の遂行が期待でき、
収量、売上等の成果の上昇を期待して設定し
ている。特に自社検定、勉強会は、A社の栽
培方法や業務を遂行する上で必要な基礎的な
栽培に関する知識、機械操作等の技術の習得
につながる。A社の追加的な手当の意義は、
正社員にとって自身の能力向上等への行動が
インセンティブとなるだけでなく、条件項目に
対する成績、参加回数、提出回数といった労
使間で共有された指標で支給額が決まるため、
従業員が支給額に納得しやすいことである。
２つ目の事例は、北陸地方で水田作と野菜
作を導入しているB社である。B社では、
98.9 haの経営面積で、水稲と大豆、大麦、露
地野菜を栽培している。B社の労働力は、経
営主を含め役員が５名、正社員が８名である。
正社員の賃金は、昇給制度のある基本給、年
１回の賞与である。B社の人事考課の特徴は、
日々の業務において不可欠な正社員同士の協
力行動を評価する人事評価制度である（註６）。
B社では 20 ～ 30 代の若手正社員４名を、そ
れぞれ水稲・麦担当、大豆担当、露地野菜担
当、施設野菜担当に割り振っている。部門担
当制度のもとで正社員は、担当部門に対する
収量等の成果の責任は負わされないが、栽培
方法の変更、使用する農薬の変更等、自身の
意向を反映した栽培管理の実現を経営主から
期待されている。しかし、田植えや大豆の除
草作業等人手が必要な作業には、自身の担当
でなくても加わる必要があり、正社員同士は
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協力して業務を行うことが求められる。その
ためB社の人事評価では、協力的な姿勢を評
価する「協調性」や農作業への意欲的な姿勢
を評価する「意欲」「態度」の３項目が設定
されている。そして人事評価の結果が、昇給
額、賞与額の決定に反映される。つまり正社
員は、協力的な業務遂行とその姿勢をもって
業務に取組むことが、自身のインセンティブ
となる。
３つ目の事例は東海地方で水田作を行って
いるC社である。C社は約 200haの面積で、
水稲、麦を栽培している。正社員数は、７名
である。C社の人事考課の特徴は、正社員の
生活を考慮した賃金設計である。C社の賃金
は年齢に応じた昇給を基本とし、特に結婚や
育児といったライフイベントを重視して賃金
を支給している。正社員が生活するうえで不
便のないような賃金支給を重視し、仕事に専
念できることを重視している。例としては、
30 歳になるまでに月給与額が 30 万円になる
ようにしており、そのために毎年基本給を昇
給している（月給数万円程度）。なお、この
ような昇給を可能とするために、作業効率を
重視した農地集積（規模拡大）と、米麦の直
接取引販売（ホテル、レストラン、病院等）
を行っている。
C社では、明確な評価項目に基づいた人事
考課は行っておらず、それらは今後の課題と
考えられている。ただし、正社員の業務姿勢
等が評価されないわけではなく、経営主は、
来客対応をする正社員の姿勢等を観察し、良
い場合には評価し、悪い場合には注意をして
いる。経営主が正社員の姿勢を評価するうえ
で前提としている考えは、経営規模を拡大し

ていくうえで重要である、地域住民との良好
な関係の構築である。評価項目を明示しては
いないが、会社の経営発展にとって必要な正
社員の行動を観察、指導している。

８．おわりに
本稿の課題は、地域資源の維持や、食料生
産においても依然として重要な中山間地域を
念頭に、新規参入・雇用就農する多様な人材
の状況や課題を整理し、今後の展開方向を考
察することであった。
新規参入者の受入と支援について、むらの
機能と仲介役に着目して、その構図を整理し
た。また、中山間地域における新規参入者受
入の成功事例として、特に有機農業の振興に
力を入れてきた熊本県山都町の事例を考察し
た。有機農業では、生産・販売方法が多様で
あることから、行政やJAだけでなく、生産
者グループや、集荷・販売組織が就農支援に
大きな機能を果たしていた。
このような、新規参入者の受入支援の構図
を考慮すると、行政機関・職員では、むらと
の情報交換はできても、信頼の担保となるこ
とは難しい。そのため、新規参入支援につい
ては、行政は、仲介者となり得る研修農家を
受入の仕組みに組み込む必要がある。その際、
研修農家の負担が大きいため、これを支援す
る取組が重要となる。新規参入者をむらに受
け入れるには、単に人・農地プランに形式的
に入れてもそれほどの効果は見込めないので
ある。また、研修農家の負担が大きいことか
ら、個人農家ではなく、JA出資法人や公社
等によって研修などの新規参入者の受入支援
をシステム化させることも有効である。本稿
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では詳述できなかったが、その場合でも、む
らの信頼の構造に介在する事が重要となる。
例え新規参入者が不適作耕作・離農をしても、
JA出資法人が耕作すれば、耕作放棄地とは
ならない。地権者が信頼担保を必要とする要
因を減らすことで、研修農家の負担を軽減さ
せられる。
雇用就農者（法人従業員）については、近
年の雇用就農者をめぐる動向を整理した上で、
人事考課について、従業員へのインセンティ
ブに着目して課題を整理し、三つの事例から
農業法人の取組み事例を考察した。雇用就農
者の能力・意欲向上と長期勤務に向けて、労
使が共有できる情報による評価、部門間・職
員間の協力行動への評価、生活必要額の賃金
の支給、といった方法がとられていた。
2020 年度から農の雇用事業の採択要件

（必須事項ではない）として「従業員の人材
育成および評価の仕組みを整備すること」が
明記されている。農業法人での人事考課は、
従業員への人事評価制度の整備が農の雇用事
業の採択要件となったことから、今後導入が
進んでいくと考えられる。従業員への評価の
仕組みを導入することは、従業員の定着、能
力、モチベーションの向上に有効であり、農
業法人で導入が進んでいくことが望まれる。
ただし、本稿で考察したような評価やインセ
ンティブをめぐる課題克服も同時に考える必
要がある。
　
註
１） 堀部（2020）では、ある県における、多数の農の雇用

事業研修生の見解から、この点を指摘している。

２） 入来院（2019）は、人事評価の具体的な取組みとして、

通信簿評価制度の導入を推進している。通信簿評価制度

では、いくつかの評価項目について、より具体的な「着

眼点」を設定し、経営主が評価、査定を行う。

    このような人事評価の結果を、賞与額、昇給額といっ

た賃金額の決定に活用することで、従業員は自身の能力

を向上させ、経営成果を高めることへのインセンティブ

となる。昇給制度の具体的な取組みとして、入来院は、

職能資格制度を示している。職能資格制度の前提には、

基本給の昇給を従業員の職務遂行能力に応じて決定する

職能給という考え方がある。職能資格制度では、従業員

の職務遂行能力を序列化し、それぞれの序列に値する能

力や資格の基準を設定し、基準に応じた賃金を決定する

制度である。

３） 人事考課の導入により、部門間協力が難しくなった例

として青山ほか（2019）がある。

４） 代表的なものとして、阿部（2006）などの論考が掲載

された『日本労働研究雑誌』2006 年９月号の特集：成果

主義を検証する、がある。

５） A社の評価指標やその成果については、飯田・堀部

（2020）を参照されたい。

６）  B社における、従業員の担当部門へのインセンティブと、

他部門への協力行動の両立ついては、飯田（2022）が参

与観察をもとに明らかにしている。
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