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【論文】

土地利用型法人の従業員における能力形成

ー職場学習を促す他者からの支援に着目して一

飯場聡子＊・山端直人＊＊

（＊三重県農業研究所・＊＊兵庫県立大学）

I 背景と課題

1 はじめに

地域農業の持続• 発展のために最も重要な課

題の一つに農業労働力の確保問題がある。農家

世帯の農業就業人口の減少と高齢化が進むな

か、常雇いの雇用者数は 2005年の 12.9万人か

ら、 10年後には 22万人と、 1.7倍に増加し、雇

用者は重要な労働力となりつつある。このよう

な労働力の受け皿となっているのが、近年増加

傾向にある農業法人である。特に規模拡大や事

業多角化により事業展開を図ろうとする農業法

人においては、単なる労働力にとどまらず、圃

場管理や販売管理、経営のミドルマネジメント

など従業員に求める職務が多様化している。農

業経営体が価格低下や資材の高騰、輸入農産物

との競争など厳しい経営環境のもとで成果を上

げることが求められる中、従業員もそれぞれの

職務・職域に応じた能力やスキルをそなえ、農

業経営者の経営活動を支えることができるかど

うかが経営に多大な影響を及ぼす。また、大規

模農業法人が経営を持続• 発展していくには、

安定的に新規従業員を獲得することと、従業員

の能力形成を促すことが必要である。

2 先行研究

就農政策の転換とともに、担い手育成の対象

は新規学卒就農者を中心とする農業後継者か

ら、離職就農者や新規就農者、法人就職者等へ

と拡大してきた注）。法人就職者が注目されるよ

うになったのは、農業法人で働きながら資金と

技術を獲得し独立就農する事例や、後継者のい

ない農業法人を継承する事例が見られたことか

ら、経営者候補として法人従業員が期待された

ためである。したがって、研究の対象者も、法

人就職者の中でも独立就農を目指す者（澤田

2009)、第三者継承者（青柳2008、迫田2009) に

対する育成が中心に論じられてきた。その他、

農業法人従業員の能力形成に関する先行研究に

O]TやOff-JTの取組事例（横溝2008、迫田2011)、

ICTを活用した人材育成（南石・竹内・篠崎2013、

藤井・南石2014) などがある。

近年では、法人が大規模化・多角化を進め、

農業経営を維持発展していくには、経営者だけ

でなく中間管理層や農場長、作業管理ができる

人材など、法人従業員の育成も重要な研究課題

と認識されている（澤田 2014)。

3 能力開発の 4つの方法

森 (2005) は従業員の能力開発を 4つの方法

に整理している。すなわち、「OJT」、「Off-JT」、

「自己開発（上司などの支援のもとで、職場の

環境を活用して自己学習すること）」、「自己啓発

（職場外で自分の興味や目標に基づき、自分で

教育訓練を計画し実行する）」である。農業法人

での事例を挙げると、 OJTでは、従業員の成長度

合いや生産現場の状況に応じて指導を行いなが

ら現場経験を積ませる、機械操作や作業計画づ

くりを徐々に任せるといったことが取り組まれ

ている。 Off-JTはJAや農業改良普及センター等

の関係機関が開催する研修への参加や、視察等
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が一般的であろう。自己開発では、法人の経営

する圃場の一部と機械設備を利用して、従業員

自身で作業計画を立てて作業をし、収支計算ま

での一連の流れを経験する、などが行われてい

る。

先行研究と事例を概観すると、これら 4つの

方法のうち、農業法人従業員の能力開発方法と

して OJTが最も重視され、また実施されている。

それぞれの法人によって指導方針は異なるもの

の、現場作業を通じて作業の目的や方法を教え、

上達したらさらに高度な技術を要する状況下で

作業させ経験を積ませる、という一連の流れを

繰り返すことで、熟練化を図ってきた。天候や

農産物の生育状況に左右されるのでマニュアル

化や作業の標準化が難しい農業現場において

は、 OJTによる学習が最も現実的かつ効果的であ

り、今後も仕事経験からの能力形成に着目して

いく必要があると考えられる。

ところで、青木 (1965)によると、 OJTとは「上

司が部下に対して仕事を通じて計画的に必要な

知識・技能・間題解決能力、および態度につい

て教育訓練を行うこと」と定義されている。そ

こには教育訓練を指導する「上司」と経験を積

み熟練化していく 「部下」との二者の関係が存

在する。しかし、 OJTを通じて人が仕事を覚えて

いくとき、能力形成に大きな影響を与えるのは、

従業員本人の資質と上司の指導の巧拙の問題だ

けなのかという疑間が生じる。

II 分析視角

上記の疑問に答える新たな視点として、近年

人的資源開発論の分野で「職場における学習論」

が注目されている。中原 (2012) は OJT、Off-JT

による能力形成を評価しつつも、「従来の OJTの

一般的理解では、『同僚ー同期間』や『上位者一部

下間』など、職場における異種混合の社会的相

互作用をリソースとした学習に焦点化すること

ができなかった」と指摘し、能力形成における

他者からの支援に着目している。中原 (2010)

は、職場でのインフォーマルな学習機会も含め、

仕事における能力形成を促す他者からの支援に

は 3つの支援があることを明らかにした。すな

わち、業務に関する助言指導を行う「業務支援」、

仕事のあり方を客観的に、折に触れて振りかえ

らせることを促す「内省支援」、精神的な安息

を提供する「精神支援」である。

本稿では、大規模士地利用型法人である株式

会社ヤマヨ組の事例を取り上げる。同社は平成

23年の法人化以降、規模拡大とともに従業員数

を増やしてきた。農業法人の従業員が離職する

ケースが多い中、同社は人材を維持し若いオペ

レーターを育成している。そこで、同社におけ

る能力形成の取り組み場面において、他者から

の支援を明らかにし、支援が存在する組織要因

について考察する。

m 法人の概要と能力形成の取り組み

1 経営概要

株式会社ヤマヨ組は、三重県多気郡明和町の

海岸に近い水田地帯に位置する士地利用型法人

である。三重県は伊勢湾岸地帯に水田地帯が広

がり、特に同社のある中勢地域は大規模な上地

利用型法人が多く存在する。他経営体と競合し

て規模拡大を進めた結果、圃場が分散する経営

体もみられる中で、同社は町内の 3集落に圃場

を集中させて作業の効率化を図ってきた。もと

もと経営者の父が半農半漁で水稲作をしてお

り、昭和 61年に漁業をやめ、農業専業となった。

現在の経営者は農業大学校卒業後、平成 2年に

20歳で後継者として就農している。その後、家

族経営で約 20ha規模の経営を行っていたが、平

成 17年に社長の弟が脱サラして就農したこと

を機に、 lOOha規模をめざして規模拡大を進め

ていった。平成 23年に法人化し、水稲 67ha、

麦 27ha、大豆 32ha、露地野菜 0.3haを栽培する

（第 1表）。また、地域の農業者で結成する作業

受託部会が麦の全面作業受託 96ha、無人ヘリコ

プターによる農薬散布 500haを受託しており、
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第 1表経 営 概 要

髯喜冒~g名

事業内容

水田経営 95ha 

米67ha、麦27ha、

大豆32ha (うち作業受託 4ha) 

露地野菜0.3ha 

’作業受託

麦96ha

農薬散布のべ500ha

※麦と農薬散布は部会全体での
受託面積

注：平成 27年調査時点における経営概要

そのオペレーターとして作業も請け負う。米の

1割強が直売で、残りは農協出荷である。

株式会社ヤマヨ組の組織構成を第 2表に示

す。役員 2名、正社員 9名でパート、アルバイ

トは層用していない。 D氏 (37)を中心に、 20代

の F氏 (24)、G氏(24)、J氏 (27)の4名がオペレ

ーターである。うち 2名は、互いにライバル意

識を持ってもらうためと、相談ができる同年代

の仲間を作る目的で、農業大学校の同級生を同

時に採用している。年配の従業員はオペレータ

ーの補助という位置づけであるが、「補助者がい

るからこそ仕事が回っている」ことを皆に意識

させるよう努めている。そのうえで、オペレー

ターには、補助者をうまく使うこと、要望をき

ちんと補助者に伝えることを指導している。そ

のため、従業員の年齢差は大きくとも人間関係

は良好という。

2 経営方針

同社は「お客様に喜ばれる仕事をする」を経

営理念に掲げている。特に地主を重要なお客様

と位置づけ、経営者はもちろん従業員も地主に

対して丁寧な対応と作業をすることで信頼を獲

得し、経営面積を増やしてきた。その結果、同

社のある集落とその隣接集落を合わせた 3集落

150haのうち 5割を同社が集積しており、圃場の

8割が同社作業倉庫を中心に半径 1.5km以内に

位置している。

経営面積が拡大する際、課題となるのが作業

人員の確保と機械施設の整備である。同社では

人材の育成期間を考慮に入れて経営面積 lOhaに

対して 1人が必要とみており、労働力に余裕を

持った状態で採用するようにしている。その代

り、米の乾燥調製は近隣の担い手に一部委託し、

資材の在庫は持たないといった対応により機械

第2表 組 織構成

役職 性別 年齢 組織内の役割 入社年 備考

A 社長 男 45 経営全般、総括

B ィ／又几兵ロi 女 40代 事務担当 Aの妻

C 男 77 作業全般 Aの父

D 男 37 
オペレーター、

Hl7 Aの弟
後造オペの指導

E 男 36 補助 H20 非農家出身

F 男 24 オペレーター H23 農業大学校卒業後入社・非農家出身

G 男 24 オペレーター H23 農業大学校卒業後入社・農家出身

H 男 60 補助 H24 非農家出身

I 男 52 補助 H26 非農家出身

J 男 27 オペレーター H26 県外出身者・非農家出身

K 男 20 補助 (1年目のため） H27 農業大学校卒業後入社・非農家出身

注：平成 27年調査時点における組織構成
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械施設への投資を抑制している。

同社が lOOhaの経営規模を目標に掲げている

理由は、従業員が長く働ける労働環境を整える

には作業人員が 10人必要で、その人員を維持す

るために最低 lOOhaの経営面積が必要と考えて

いるからである。現在、従業員が体調不良や急

用で突然休みを取得しても、代わりの従業員が

作業可能であるし、農繁期も 1週間に 1回は休

みを取れる体制になっている。さらに、 10人い

れば人材を育てながら順番に世代交代もしてい

けると見込んでいる。法人化以降の正社員退職

者は 60代と 30代が各 1名で、そのうち 30代従

業員は 8年間働いた後、ヤマヨ組の支援を受け

て独立就農しているので、離職者が比較的少な

い法人といえる。

三重県の平野部はコシヒカリの作付けが多

く、同社も 65%がコシヒカリである。その他に

5品種の水稲を作付するが、同社では目標を反

当たり 8俵として、安定した収量が獲れる品種

を選定している。これは、従業員数が増えるに

つれて人件費確保が経営の最重要課題となり、

確実な収入を得ることをより重視するようにな

ったためである。

3 キャリア・パス

ヤマヨ組では、非農家出身の若者を中心に採

用し社内でオペレーターとして育成している。

同社オペレーターのキャリア・パスを第 3表に

示した。 1年目は先輩社員の補助や単純作業を

通じて、年間の仕事の流れを覚えることと、体

力をつけること、圃場の場所や面積を覚えるこ

とが仕事である。体力のない入社 1年目に無理

をしないよう、新入社員の様子を観察し、早め

に休憩や時間休暇を取るよう経営者が声をかけ

る。同社では圃場に通し番号を付けず、地主の

名前と面積を圃場名として使用する。顔と名前、

圃場が把握できれば、従業員が直接地主の要望

に対応することも可能になり、従業員と地主と

の円滑なコミュニケーションが図られる。また

面積を覚えておけば、あとどのくらいの時間と

資材が必要か即座に目安をつけられ、他の社員

との意思疎通がしやすくなる。このようなこと

をメリットと捉え、圃場を覚える苦労はあるが、

敢えてこのような方法を取っているという。

2年目からは、先輩社員の補助をしながら、

耕起作業などの比較的簡単な作業からオペレー

ターの仕事をさせる。指導役は先輩オペレータ

ーである。 3年目以降、徐々に難易度の高い機

械作業のオペレーター作業に従事させながら、

5年目以降にオペレーター作業の責任者とな

る。また、合わせて新入社員のトレーナー役と

しての役割も担う。

第3表 オペレーターのキャリア・パス

1年目

・先輩社員の補助や単純作業

• 1年間の仕事の流れを覚える

．圃場の場所．面積を覚える

2年目

・先輩社員の補助

・トラクター作業など徐々にオペレータ作業

3年目以降

• 田植機、コンバイン等のオペレータ作業

5年目以降

・作業責任者

• 新入社員のトレーナー役

4 作業の見える化による情報の共有

同社では随所で作業の見える化に取り組んで

いる。従業員数が増えるにつれ、情報共有がさ

れにくくなり、連絡ミスや誤認による作業の間

違いが発生する。それらを回避し、協力し合う

体制構築の取り組みが①当日作業の掲示、②オ

ーダー表の作成、③作業手順書の作成、である

（第 4表）。①は朝のミーティング時に全作業員

が互いの作業内容を把握するためのツールであ

る。それぞれ別の作業をしていても、全体の進

捗状況を把握しているので、機械の故障や配車

などに対応できる人を各自が効率よく段取りで

きる。②は従業員の提案により GAPを参考に作

成した。田植えや乾燥調製作業で利用している。
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例えば、乾燥調製作業は地主毎に乾燥調製し年

貢米を確保するなど細やかな対応が必要にな

る。その際に間違いが起きないよう、地主毎あ

るいは圃場毎にA4の様式に所定の情報を記録

していく。情報の共有化により作業の間違いが

減り、地主からも「言った通りにしてくれる」

と信用を得ているという。

作業手順を口頭だけでマスターさせようとし

ても無理がある、という反省をもとに作成した

のが③の作業手順書である。特に温湯消毒は 1

年のうち数日しか作業しないので手順を忘れや

すく、しかも失敗が後に大きく影響するため注

意を要する作業である。そこで、まず温湯消毒

の作業手順書を従業員同土で相談しながら作成

していった。手順書作成が従業員の勉強の機会

になり、皆の知識の共有や注意喚起につながっ

た。他には播種作業の手順書を作成しており、

他も順次作成していく予定である。

第4表 作業の見える化の取組み

取組内容

当日作業の掲示

事例

作業倉庫のホワイトボードに、作業

者と作業機械、作業内容を掲示

作業日や仕上がりの状態、出荷量、

オーダー表の作成 I注意事項、地主の要望などを随時記

入し、収穫物や乾燥機に掲示

作業手順書

5 社内研修

作業の流れや機械を扱う際の注意点

を記載

同社では雨天時に機械整備やデータ入力の

他、社内研修を行っている。前述の手順書作成

は社内研修の一つで、その他に経営者が指導農

業士会や稲作経営者会議、その他県内外での研

修や会議で得た情報を、従業員全員に資料を配

布し説明する伝達研修を行う。それらを踏まえ

て自分たちの経営ならどう対応するかなど意見

交換を行っており、その内容は他県事例や農業

行政、栽培技術など多岐に渡っている。

また、オーダー表から圃場ごとの収量が把握

できるので、記録を見ながら当年の反省と来年

度の対策について皆で話し合っている。その結

果、従業員も収量が悪かった圃場を把握するこ

とができ、病害虫発生や生育状況を観察して圃

場管理の相談や提案が出されるという。

6 社外研修

社員が受講している研修の一つに農業大学校

の短期研修がある。同社は平成 27年から白菜の

栽培を始めた。栽培経験のない中でのスタート

であるため、白菜栽培を担当する若手従業員 2

名に関連する研修を受講させている。複数名受

講させる理由は、従業員同士の相談を可能にす

るためと、休暇を取っても作業ができる体制に

するためである。経営者は種々の研修情報を集

めてその中から自社に合った研修を選び、作業

予定を考慮しながらどの社員に受けさせるか決

め、研修に派遣している。 GAP研修のように自社

の参考になると判断した研修には、多くの従業

員を参加させたうえで、どのように活用するか

は従業員に任せている。 GAP研修の結果はオーダ

ー表として活用されている。

IV 職場における他者からの支援

1 機械操作習得における支援

職場における他者からの支援内容を第 5表に

示した。オペレーターが機械操作を教わる先は

主に先輩オペレーターである。経営者は、自身

の役割について、「指導する側の従業員に丁寧に

優しく教えるように指示することと、指導を受

ける従業員に作業の出来をフィードバックする

こと、難しい作業をこなしたときに褒めること」

だと語っている。年齢や立場が近い者同士の方

が同じ悩みを共有でき相談しやすいだろうとい

う配慮と、教える側に対するトレーニングもね

らいとしている。実際にオペレーター同士が自

身の失敗経験を話し、作業のコツなど助言し合

っているという。

このことから、機械操作習得において経営者
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第5表 職場における他者からの支援内容

支援内容 支援者 支援の具体例

先輩・同期 機械オペレーターとしての技術指導を行う

業務支援
経営者・先輩・同期 作業の進捗状況等の情報を提供する

経営者 自律的に働ける環境をつくる

経営者 研修等で知識や情報を伝達する

経営者 作業の出来をフィードバックする

内省支援 後輩・同期 業務支援を受けることで、指導者側に対して仕事の振り返りを促す

経営者 研修を通じて仕事の内容を問いなおす、仕事の成果を振り返らせる

経営主 難しい作業をこなしたときに褒める

精神支援 先輩・同期 悩みやわからないことなどの相談に乗る、心の支えになる

経営者 従業員の提案を肯定・承認する

は、従業員に振り返りを促す「内省支援」と褒

める「精神支援」を行っている。機械操作習得

の「業務支援」は先輩や同期従業員が行い、同

時に悩みを聞く、励まし合う「精神支援」が行

われている。さらに、教える・助言する側もそ

の行為が自身の仕事を振り返る機会になってお

り、同僚同上での「内省支援」が行われている

と考えられる（第 5表）。

2 作業の見える化における支援

日々の作業の進捗状況、作業結果は作業場で

の掲示や地屈上など様々なかたちで可視化さ

れ、共有されている。すなわち従業員は経営者

・先輩・同期から可視化された作業情報の提供

という「業務支援」を受けている。さらに、「他

の従業員の作業状況を把握できているので、作

業が終わったら他のチームの手伝いに行く、と

自分で判断して動いてくれる。その決定を肯定

．承認しておけばよく、（経営者が）判断しなく

ていいので楽」と経営者が語るように、見える

化によって従業員の自律的な行動が促され、協

力し合う関係が構築されている。このとき、経

営者は従業員の提案を肯定・ 承認する「精神支

援」を意識的に行っている。

3 社内研修・社外研修における支援

社内研修は、一方的な知識や情報伝達ではな

い。先進事例や政策情報など考える素材を提供

する「業務支援」を行ったうえで、自分たちな

らどのように対応するか、経営者は従業員に間

いを投げかけている。また、社内外での研修を

実施するねらいについて、「今まで田んぼのデー

タは見せていなかった。これでは全員に情報共

有できていない。従業員の中で PDCAサイクルが

回ってないと思った。全部言われた通りにする

のではなく、従業員にもう少しさせられないか

と思った。」と語っている。つまり、研修を通じ

て経営者は従業員に考える機会を与え、仕事の

内容を自ら問いなおすことや、成果を振り返る

「内省支援」を行っている。

v 考察

他者からの支援を生む組織とはどのような組

織なのか。ヤマヨ組の事例では経営者だけでな

く、同僚も 3つの支援を行っている。そのうち

技術や知識の伝達といった「業務支援」は時間

的コストがかかるものと考えられる。同社では、

育成期間も考慮して従業員の人員計画を立てて

おり、比較的学習のための余裕がある。雨天時

を研修に充てて有効に活用する工夫もなされて

いた。これらが機械操作や各種研修での学習時

間の確保につながり、「業務支援」が行われてい

ると考えられる。

「内省支援」は時間などの資源の有無とは関

係がない可能性が高く（中原 2010)、仕事のあり
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方を振り返るきっかけをいかに与えられるかで しい。

ある。同社は経営者が先輩・同僚間の人間関係

に配慮し、また見える化の工夫により助け合い

の組織風土を醸成することによって、人間関係

を良好に保っている。そのことが、研修や機械

操指導場面において従業員同士の活発な対話を

増やし、「内省支援」につながっていると考えら

れる。

「精神支援」に関しては、立場や年齢が近い

同僚が悩みの相談に乗る、心の支えになるとい

った支援を行い、上司である経営者は褒める・

肯定する・承認する行為を行っている。現段階

では仮説でしかないが、従業員数が増え、組織

構造が複雑になると上司ー部下の関係だけでな

く、先輩・同期・後輩の人間関係が発生し、よ

り多様な「精神支援」が生まれる可能性のある

組織になると考えられる。

VI おわりに

以上、大規模土地利用型法人における従業員

育成の事例について「職場学習」の視点から職

場内の他者が与える支援について考察を行っ

た。上述したように、能力形成場面において従

業員は経営者や上司からだけでなく、同僚から

も支援を受けている。業務に関する直接の「業

務支援」だけでなく、「内省支援」、「精神支援」

があってはじめて能力形成に効果が得られるも

のと思われる。

しかし、今回整理したのは 1事例であり、経

営規模や作目によって支援内容も異なるであろ

う。例えば、複数人で作業する施設型法人と、

比較的一人で作業することの多い士地利用型で

は異なることが推測される。

また、従業員の能力形成には、職場内だけで

なく社外のお客様、取引先、関係機関から受け

る支援も影響すると推測される。今回は言及す

るに至らなかったため、今後の課題としたい。

注）就農政策の展開については江川 (2009) が詳
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