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《論文》

野菜作コントラクター事業における熟練オペレーター確保の構造
ー道路建設業者による夏冬一体型の労働力需給結合一

今野聖士＊

Ensuring Skilled Operators in the Vegetables Cropping Contract Business: 

How Road Builders Adjust Labor Supply and Demand 

with Integrated Seasonal Labor 

KONNO, Masashi 

Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University 

Abstract: 

This paper examines how vegetable cropping contract businesses ensure stable access to skilled 

operators through a case study of A Agricultural Cooperatives. Stability is made difficult due to the 

conflicting labor demands of farm labor during summer versus winter. Stability is gained by 

combining the labor needs properties through coupled integrated summer and winter adjusted labor 

supply and demand. In the case of A Agricultural Cooperative, this correspondence meets the 

precondition of the farming sector entering the road builder labor market. Such an approach ensures 

that the contract area (the area built-in to the agricultural development plan) maintains initial costs 

(cooperatives prepared the necessary work equipment) while also providing for the quality of the 

field-work (such as the initial work guidance and work instructions). In this case, the integrated 

regional labor force demand of summer and winter has yielded a stable employment circumstance 

that matches the labor force supply and demand between the different fields of agriculture and road 

building. This is important as labor shortages in expanded agricultural activity and local industry will 

be expected from now on. 

〔Keyword到 agriculturalemployment, contractor, adjust labor supply and demand 

I はじめに

今日の農業においては、経営規模の拡大や労働

集約的な野菜の導入に伴って農業雇用労働力に依

存した農業経営を行う農家が存在している。しか

し、地域に存在する労働力が過疎化や高齢化、他

地域や他産業への転出によって減少し、個別農家

による農業雇用労働力の確保が困難になる中で、

その対応策が求められており、それは労働力の需

給結合を目的とする仕組みや、直接作業を受託す

るコントラクター事業の展開として現れている。

コントラクター事業の展開に関しては酪農経営

における飼料の作業請負をはじめとして、畑作、

稲作作業の受託を中心として研究がされてきた。

コントラクター事業の担い手は農協や農家、民間

企業と様々であるが、利益率が低いことや、受託

＊北海道大学大学院（院） (E-mail: m-konno@agecon.agr.hokudai.ac.jp) キーワード：雇用労働力、

コントラクター、労働力の利用調整



野菜作コントラクター事業における熟練オペレーター確保の構造 13 

作業量の周年的な確保が難しく、需要が繁忙期

に集中することなど多くの課題が指摘されてい

るい。また、農作業の機械化の進展による省力化

は、一方で高度な操縦技術を持つオペレーターを

必要とし、その確保が課題とされている。

野菜作におけるコントラクター事業に関する研

究蓄積は少なく、作業請負ではない人材派遣型の

事例分析が中心である。これは、野菜作の各作業

工程での適期作業の幅が狭く、かつ熟練が必要で

あること、用意すべき作業機が多岐にわたるこ

と、機械によって収穫できる作物が限られており

人手が必要になってしまうこと、といった条件に

より野菜作におけるコントラクター事業展開があ

まり進展してこなかったためである。

しかしながら近年、農家の労働力不足を背景に

農業生産、とりわけ野菜作の維持・振興を目的と

して農協が直接・間接的に、野菜作のコントラク

ター事業を行う事例がみられる 2)。コントラクタ

ー事業においては、オペレーターの雇用を周年化

させて安定的な確保につなげるため、いかにして

農繁期と農閑期の労働カピークの差を補完するか

が重要な課題となっているが、特に野菜作コント

ラクターでは作業機が多岐にわたることや、収穫

時の労働カピークが非常に大きいことからより一

層、熟練オペレーターの安定的な確保が困難であ

ると考えられる。

このため野莱作コントラクター事業における熟

練オペレーターの安定的な確保という視点からコ

ントラクター事業の分析が必要であると考える。

よって、本論文では北海道における野菜作コン

トラクターの事例を元に、コントラクター事業者

による労働力の安定的な確保の構造について明ら

かにすることを目的とする。

このため、建設業者と共同で野菜作コントラク

ター事業を実施している、北海道東部の畑作産地

に位置するA農協のにんじんのコントラクター事

業を事例として取り上げることとする。

A農協の位置する十勝地方は労働力不足への対

応と機械コスト低減のためにコントラクター事業

に取り組む主体が増えている地域である。しかし

その実態は牧草、デントコーンの収穫調整作業や

堆肥散布が主であり、他に麦豆類の播種・収穫作

業も行われているものの、野菜作に関するコント

ラクターは殆ど見られない3)。このような状況下

において成立している A農協の取り組みを分析す

ることは、課題を明らかにするために最適な事例

であると考えられる。

よって、本論文は以下の構成を取る。 II節では

まず当該地域のコントラクター事業の展開を把握

する。続く皿節では本コントラクター事業の作業

実施主体である道路建設業者によるオペレーター

の安定的な確保の仕組みを明らかにする。最後に

N節で結論として労働力の安定的な確保の構造に

ついて述べ、その意義と課題について若干の考察

を試みる。

I[ 農協主導による野菜作コントラクター

事業の概要

1 A農協と管内の概要

A農協は北海道の十勝平野に位置し、 A町一円

を管内とする総合農協であり、畑作と酪農が中心

となっている。正組合員戸数は633戸、 2008年度

の取扱高は158億円、一戸あたり平均耕地面積は

約33haとなっている。専業比率は60%と高く、経

営耕地面積規模は30ha以上層が最多となってお

り、専業で大規模な農業経営を行っている地域で

ある。面積比で見ると主産物は畑作物であり、小

麦が最大の面積を占め、次いで豆類・甜菜・馬鈴

薯の作付面積が大きくなっている。

2 A農協にんじん作業受託事業発足の経緯

A農協が実施している、にんじん作業受託事業

は、 2003年にA農協の中長期的な運営指針である

「第7次中長期総合計画」を策定した際に、政策

作物以外の新規作物の導入を検討したことからス

タートしている。管内は一戸あたりの経営面積が

大きく、労働集約的な作物の新たな展開は困難で

あったことから、機械化による省力化が可能な土

地利用的作物である露地にんじんを振興すること

とした。しかし、管内の農家がにんじん作に関す

る作業機を保有していないため、個々で機械装備

を行って徐々に面積を拡大するのではなく、当初

から作業受託を前提とした大規模展開を計画して

いた。
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機材貸出

一I建設業者

一⑦販売

・作業計画の策定（受付・圃
場視察） 一⑥作業報告

・圃場作業（播種～被覆～収

穫）
・選果、販売、精算
・機材の貸し出し 一⑧作業料支払い

．・人材の確保

図1 A農協にんじん作業受託システムの役割分担（概念図）

資料： A農協、 B社への聞き取り調査から作成。

3 A農協にんじん作業受託事業の組織構成

にんじん作業受託事業の概念図を図 1に示し

た。この受託事業はにんじんのほ場作業の受託を

目的として2006年に開始されている。農協が農家

と作業委託契約を結び、播種から収穫まで一貫し

て請け負うシステムである。但し実際のほ場作業

は農協から道路建設・保全業者である B社に委託

されている。

作業受託事業の事務作業は農協が担当してお

り、販売部と生産部から 1名ずつの計2名が担当

者となっている。担当者は生産者からの事前の申

し込みを元にほ場のチェック、生産資材の手配、

出荷予定日及び選果能力から逆算した播種日の計

算、収穫適期の判断等を行っている。

受託業者は、農協からの指示（書）を元にほ場

作業を実施している。指示書には、作業実施先の

ほ場の地図や作業内容（作付作業時であれば、作

付品種・株間など）、作業で使用する資材（農薬

など）について記されており、具体的な作業手順

はそれらの情報を元に受託業者側が現場で判断す

ることとなる。作業員は複数の班に分かれ、班ご

とに作業の指示を受け取ってほ場へ入ることとな

る。具体的な作業は、播種・被覆かけはがし・培

土・収穫・運搬が主な作業となる。

生産者は土作り・整地・施肥・ 防除• その他管

理作業を担当する。

このように播種日の設定や収穫適期といった高

度な経験が要求される判断は農協が行い、受託業

者に作業内容を指示し、受託業者は農協からの指

示に基づいて作業を行うといった役割分担が行わ

れている。

4 受託面積の確保状況

前述のようにコントラクター事業においては、

機械装備や収益性の観点から一定の作業量を確保

することが事業の継続に必要であることが指摘さ

れている。本事例においては作業量の確保＝受託

面積の確保であるため、本節では受託面積の動向

について考察する。

まず表 1から作業受託面積の拡大状況を確認す

る。作業受託開始前の2005年度に27haであった

A農協の共計にんじん作付面積は、 2006年度の作

業受託開始に伴って急激な拡大を遂げ、わずか5

年で45lhaにまで拡大している。面積で見た作業

受託利用率は80%弱に達しており、拡大した作付

面積のほとんどが作業受託事業の利用を前提とし

て作付けされていることが示唆される。利用して

いる農家層は、特定の条件によらず、にんじんの

栽培に適合するほ場条件を持つ農家全般であり、

管内一円に平均的に存在しているい。

また生産者がにんじん作付を選択・拡大する背

景として考えられるのが、投下労働時間の少なさ
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表1 A農協にんじん作業受託実績

A町作付 うち作業受 作業受託 作業受託
年度 面積 託事業利用 事業利用率 事業利用数

(ha) 面積 (ha) （％） （戸）

2006 268 196 73 NIA 

2007 478 372 78 147 

2008 552 438 79 178 

2009 567 446 79 170 

2010 451 157 

資料： A町作付面積は「作物調査」農林水産省、各年次。
それ以外はA農協資料による。

注： NIAは資料無し、ーは統計未発表。

表2 にんじん作付農家の平均投下労働時間
（時間/lOaあたり）

整地施肥播種防除；合塁::剛 l収 穫 合 計

個別完結
1.4 0.4 0.2 0.4 1.0 0.1 24.0 11.6 39.1 

農家

農協作業
受託事業 1.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 
利用農家

資料： A農協調査資料による。

である。表 2にA農協管内において農家が露地

（促成栽培）にんじんを作付けした場合に必要と

なる平均的な労働時間を示した。上段は農家が個

別に作付けした場合の投下労働時間を示し、下段

は作業受託事業を利用した場合の投下労働時間を

示している。露地にんじんの生産には反当40時間

弱の労働が必要とされるが、作業受託事業を利用

した場合、最も時間のかかる間引き作業5) や収

穫作業が不要となるため、ほ場準備・除草剤散

布・管理作業等あわせても反当 2時間弱で作業が

終了する。管内の農家は小麦作を中心とした大規

模畑作農家であり、集約作物に投下できる労働力

は限られているが、本事業を利用すれば、農家が

新規ににんじんを導入した場合でも非常に短時間

の労働力投下で作付けすることが可能であり、新

規の機械投資負担も不要である。このため、労働

力に余裕がない生産者であっても比較的容易に新

規導入が可能なため、一定規模の作付面積が維持

され、受託面積の確保が可能になっていると考え

られる。

5 施設・機械の導入状況

A農協は本事業のために表3のような資本投下

を行っている。「強い農業作り交付金」を一部利

用しているが、基本的には自己資金で施設・機械

表3 A農協のにんじん受託事業向け機械装備一覧

品名 規格 単価（万円） 台数 導入年度

キャロット 2005-2007, 
2条タイプ 1.500 20 2010 ハーペスク

トラクター 120馬力 1,000 5 2007 

播種機 アタッチメント 300 5 2006-2007 

カルチペー 40馬力 150 5 2007 
夕

キャリア ハーベスタ等

ダンフ 運搬用 900 4 2006.2008 

選果場施設 2ライン 100,000 2006 --------------------------------------------------------
洗浄選別機械設備 2 

真空予冷設備 2 

滞留原料冷却設備

処理能力

作業貝

資料： A農協資料による。
注：価格は概算である。

12時間稼働で200t

一日延べ170名

を導入し、受託企業へ貸し出している。導入・修

繕コストはにんじん 1本あたりに割り返され、委

託料として農家へ賦課されている。野菜作におけ

るコントラクター事業においては、大型トラクタ

ーや各種専用のアタッチメントが必要となるた

め、建設業者であっても本業で使用する機械の流

用が不可能である。このため、機械装備の貸出に

よって受託企業のイニシャルコストが抑制されて

いる。

6 作業受託事業のフローと受委託契約

A農協にんじん作業受託事業の2010年度の計画

は、受託面積45lha、不織布の設置作業を伴う促

成栽培（被覆）は14lha、利用農家戸数は169戸

であり、一戸あたりの平均委託面積は2.8haであ

る。次に図2から作業のフローを確認する。

まず前年8月から作付希望面積の取りまとめが

スタートする。その後 1月に個別の面談を実施し

て作付ほ場や機械装備（主に防除のための畝幅）

を確認し、生産計画を策定する。播種は翌年4月

下旬から開始し、 7月上旬まで 1日あたり約

lOhaほど播種していく。被覆（ベタがけ）によ

る前進栽培の播種は 4月下旬から 5月中旬までで

あり、全体の約30%である。収穫は 7月下旬から

11月上旬までであり、一日当たり約 5haを収穫

している。

受託契約は、農協と農家が 1軒ずつ個別に作業

受委託契約をむすんでおり、その契約書によっ
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査（センチュ（機材・ほ産地計画策定現場確認 選果
ほ場を事前調 1II I I 面談にて確認 II 作業適期の！II I 作業適期の ！I I I 作業適期の

ウ検査など）場・畝幅、播 ほ場確認 作業指示 判断 判断 判断 I 1 収穫日決定 販売

播種計画作成 種日など）

生産者の生産者から農 播種前作業 現場確認被覆資材を被覆資材を ほ場準備

受の託作業業者 1 播種 被覆 ：I I 被覆はがし iI I 培土作業 ：I I 収穫作業 運搬

※種子・被覆資材を申し込み面積分農協から購入。農薬・肥料も農協の推奨を購入 ※販売終了時に精算

図2 A農協作業受託システムのフロー (2010年度）

資料： A農協聞き取り調査より作成。

て、精算方法等が定められている。受委託内容は

包括的な契約であり、播種・被覆・被覆回収・培

土・収穫・選果場へ運搬・選果・販売まで一貫し

て受委託し、作業単位での受委託は原則受け付け

ていない。受託の制限事項としては、機械の移動

ロスを考え、なるべく 1ha以上のまとまった作

付けを推奨している。

この受託事業を利用する場合、収穫したにんじ

んは全て共同選果となる。選果場の能力は現在の

500ha規模の作付で限界であり、農協による作付

時期・ 収穫時期の調整によってピークの平準化を

図り、選果場の稼働効率を最大化している状況で

ある。

また、にんじんの鮮度保持について非常に注力

している。にんじんは収穫後、熱による品質劣化

が進む作物であり、収穫から選果場へ搬入するま

で1時間以内を目標にしているほか、選果待ちの

間も冷水シャワーによって温度上昇を抑制し、洗

浄・選果行程では一日あたり 2tの氷を用いて冷

却している。出荷前には真空予冷機を用いるなど

種々の取り組みを行っている。

7 精算対応

にんじん作には仮渡し金が設定されており、播

種した翌月には10aあたり 2万円が農家へ支払わ

れる。これはA農協のにんじんにおける共同計算

のプール期間が途中の区切りが無い 1期プール制

となっており、出荷時期による「都度精算」を行

わずに、 11月末に一括して精算を行う仕組みにな

っているからである。

多くの場合、共計では重量やサイズ、出荷時期

などによって精算が行われており、プール期間は

1週間から 1ヶ月程度である。しかし、 A農協で

は全期間を通じて本数による精算を行っており、

出荷時期やサイズによって精算価格が変動しない

仕組みになっている。これは一括受託による生産

面での特徴に対応するための工夫である。

すなわち、受託した全ほ場において同型の機械

によるコーティング種子を用いた播種を行うた

め、農家の所有するトラクターの畝幅とブームス

プレイヤーの幅による多少の差は生じるものの、

面積あたりの収穫本数はほぽ一定となる。このた

め、農家はほ場条件の改善と防除作業によって、

規格外品を抑える工夫はできるものの、面積あた

り収穫本数を増加させることは困難である。

加えて選果場の処理能力や市場への安定供給の

ために、播種から出荷までの時期を農協がコント

ロールしているため、農家は自身で出荷時期を選

ぶことはできず、前半に播種～収穫が割り当てら

れた農家は必然的に小型のにんじんを収穫するこ

ととなり、後半に割り当てられた農家は比較的大

型のにんじんを収穫することとなる。このため、

サイズ・重量や出荷時期による精算は公平性を欠

くため、 1期プール制かつ本数精算となっている。

にんじんの播種・収穫にかかる費用は10aあた

りいくらといった個別の作業量に応じた精算では

なく、選果費用と同様に出荷者全体で計算され、

1本あたりの費用として割返されて、精算時に販

売代金と相殺される仕組みになっている 6)。

図3にA農協共計にんじん 1本あたりでみた、

諸経費の割合を示した。円全体がにんじんの販売

価格となり、作業委託費（播種～収穫・運搬にか
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図3 A農協共計にんじん 1本あたり販売価格に占
める諸経費の割合

資料： A牒協提供資料により筆者が試岱。
注： 2009年-2011年の 3カ年平均値である。また数字

は概数である。

かる作業委託費用）が約17% (実額で約 4円） 、

農家手取りは13%となっている。

また、被覆の作型の場合に被覆かけはがし作業

を農協へ委託すると反当10,000円の作業委託料と

別途被覆資材代が生じるが、播種翌月の仮渡し金．． 
支払い時に反当25,000円のとも補償金が蔑協より

支払われる。これは被覆資材の更新費用としての

性格を持ち、被覆資材の寿命である 3年毎に更新

できる支払水準となっている。すなわち被覆資材．． 
の費用をとも補償金として支払うことで、被覆栽

培を選択した農家の負担水準を抑え、期間中の作

付規模が平準化されるように誘導している。

田 道路建設業者における夏冬一体型の労

慟力需給結合による労慟力の確保

A蔑協と業務委託契約を結んでいる B社は、

1985年に創業した道路の建設 ・保全管理を主たる

業務としている企業である。 2009年度の売上高は

7.1億円であり、各部門の売り上げ構成比は舗装

工事31%、道路維持27%、除雪24%、農作業受託

15%、下水道管理3%となっ ている。社員数は59

名 （但 し4名は非常勤役員）であり、舗装工事と

道路維持を担当しているのは25名7)、蔑作業受託

部門が17名、下水道管理部門が6名、総務 ・経理

部門が3名、その他の担当 ・役員が3名である。

また、除雪は冬期間のみの作業であるため専任の

社員ではなく、兼務となっている。

1 農作業受託部門設立の経緯と組織

B社は道路の建設と保全管理を主たる業務と

し、以前から冬期間の除雪作業の際に農家を雇用

してきており、農家とつながりを持っていた。ま

た景気の悪化や公共事業の削減によって将来的に

社内に遊休労働力が生じる可能性があり、道路の

建設 ・保全以外の新規部門の設立を模索してい

た。そんな折に、鹿協の青果担当者から事業につ

いての打診があり、農作業の受託へ踏み出すこと

となった。

表4にB社の農作業受託部門の組織構成と人員

の雇用形態をまとめた。 B社では、農作業受託部

門専門の担当者として土木の技術者である管理職

1名を配置し、労働力配分や事務処理作業を行っ

ている。B社の正社員としてにんじん受託事業に

専門に関わっているのは16名である。うち 3名は

2006年の農作業受託部門設立前からの正社員であ

るが、残りの13名は農作業受託部門設立後新たに

雇用した人員である。新規に雇用した13名のう

ち、部門立ち上げと同時に正社員として 7名を雇

用し（うち 3名が離農者）、アルバイトや派遣の

形態で農作業部門に従事したのちに、正社員に登

用した社員が6名となっている。

現場作業員の待遇は、新規に雇用された際には

日給 (8時間労働）9,000円程度であり、その後

は年300円から500円程度昇給し、最終的に日給

12,000円程度となる。年収に換算すると、約300

-400万円程度8)である。

また作業繁忙期に臨時作業員を雇用している。

被覆資材のかけはがしの際に約20名、収穫の際に

表4 農作業受託部門の組織と雇用形態

形態・役戯 雇用形態

管理繊 正社且（技術哀）

現場作染貝
正社只（工事部門から転屈、新規雁用、ア

ルバイトからの登用、離塁者）

輝 ・被覆期 虹接麻用アルパイ ト （新聞折り込み広

I})臨時作業員 告によ る窮集）

ぷ貝 ［ 及び人材派遺栗の利用

資料 ：B社への聞き取り調査による。

人数

1名

16名

約20名

約40名



18 

機上選果要員として約40名を濯用しており 、人員

の募集は新聞折り込みチラシで直接募集 ・扉用し

ている。充足しなかった場合には当該地区に存在

する、短期の蔑作業アルバイ トを専門とした人材

派遣会社から派遣を受けている。

2 農作業受託部門の収益性

図4にB社の「売上高」と「農作業受託部門の

売上嵩」、「売上高に占める蔑作業受託部門の割

合」、「当期純利益に占める農作業受託部門の割

合」の 4つを図示した。総売上高が増加する中で

農作業受託部門の売上高は、ゼロから 5年で約

1億円まで増加している。総売上高に占める農作

業受託部門が占める割合も2007年度以降15~20%

となっており、 一定の割合を占めるようになって

いる。また当期純利益に占める蔑作業受託部門の

割合は一 10%から漸増 して、10%程度を 占めるよ

うになっている。このように晨作業受託部門の売

上及びその割合はB社において一定の位置を占め

るようになっている。

表5にB社各部門別の純利益率を示した。ここ

での純利益率は2005年~2009年のデータから最大

と最小を除いた 3カ年の平均値である （但し農作

業受託部門は2006年度が赤字であったため黒字化

した2007年以降の 3カ年を用いている）。

8 rt総売上忠に占める

農作業受託部門の割合 1 総売上高 I 
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図4 B社の売上高の推移と農作業受託部門の割合
（売上比・当期純利益）

資料 ：B社への聞き取り調査による。
注：金額は概符である。

表5 B社の部門別純利益率 (3カ年平均値）

部門 純利益+(%) 

良作業受託

下水道・消描1関係

道路維持

除笞

鋪装工事

資料：聞き取り調査による。
注：1)数値は概鉢値である。

2)純利益率＝当期純利益／売上高。

1.59 

5.58 

4.72 

4.30 

2.54 

農作業受託部門の純利益率は1.5%程度であり、

他部門の2.5-5.8%程度と比較すると低くなって

いる。よってB社全体の純利益に対する農作業受

託部門の貢献度は、 他部門よりも低いことがわか

る。

3 農作業受託部門における労慟力の安定的

な確保

前述のように農作業受託部門における労働力は

正社貝と臨時作業員によって構成されている。臨

時作業員は、機上作業や被覆作業の補助といった

社員の指示の元に行われる作業を担当しており、

いわば単純作業を担う労働力となっている。正社

員は主に機械を操作するオペレーターを担当して

いる。

農作業機のオペ レーターに熟練が必要であるこ

とは言うまでも無いが、農作業受託部門設立当初

は畝たてや播種作業を曲がる ことなく行う事が難

しく 、農協職員によるサポー トや離農者を雇用し

て社内研修を実施するなど、正社員の技術向上に

非常に苦労している m。また播種作業の際は100

馬力を超える大型ト ラクターに、ロータ リーと播

種機を同時装着した上で土地条件の異なるほ場を

巡回するため、特に熟練が求められる。収穫作業

においても、対象のほ場へ集中的に収穫機を投入

して短時間で作業を完了させるため、収穫機の操

作のみならず、収穫したにんじんが入った 1tの

フレ コンバッグを運搬する専用車両との連携な

ど、高度に機械化されたにんじん作業受託事業で

は一定の「技能 ・経験」をもったオペ レーターで

ある ことが求められ、臨時屑用によって容易に代

替することが難しい熟練労働力が必要である。

B社ではこの熟練労働力たるオペレーターを確

保するために、正社員と して年間を通じて雇用す
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時

期
月 I4月 5月 6月 7月

旬 上中下上中下上中下：上中下：
8月-11月 12月-3月

収穫(95日間） b 
作

業

内

容

除雪関連作業へ

従事(150日間）

農作業部門の 社員 I O O 14 14 14 14 18 18 18• 18 O 16 : 16 
一日あたり ＇ 
労働力需要 臨時雇用 0 0 25 25 25 25 45 45 45 i 451。Lol 4o 

0

0

 

図5 B社農作業受託部門における労慟力需要の推移

資料：聞き取り調査による。

る体制を取っている。以下では年間雇用を実現す

るためにB社が行っている対応を夏期の農閑期と

冬期にわけて見ていきたい。

(1) 夏期の農閑期における労働力の需給調整

①一括受託による農作業受託期間の延長

対応の一つ目は農作業受託期間そのものの延長

である。まず、 B社農作業受託部門における旬別

の作業従事状況を図 5に示した。 II節で述べたよ

うに、本事業における作業受託はにんじん作の各

作業（例えば耕起・播種・被覆・収穫など）毎の

受託（契約）ではなく、播種から収穫まで一貫し

て作業を請け負う形式となっている 10)。このた

め、にんじんの収穫作業のみを受託した場合であ

れば、 8月から11月までの約4ヶ月間で作業が終

了してしまうが、播種から収穫まで一貰して受託

することで、 5月から11月までの 7ヶ月間にわた

って連続して作業を確保している。

途中被覆・被覆はがし作業、収穫作業時には正

社員のみでは労働力が不足するため、臨時作業員

を雇用しているが、それ以外の作業では正社員の

みで作業を行っている。

②道路の建設・維持作業部門との労働力融通

同図5から B社農作業受託部門における労働力

の旬別需要を見ると、 4月から連続化している作

業が7月II) のみ途切れ、約 1ヶ月間労働力の遊

休が発生することとなる。このため、この間農作

業受託部門の人員はB社の別部門である道路保全

業務（具体的には路肩の草刈りや清掃である）へ

従事している。

道路保全の各作業においては機械が導入され作

業効率の向上が図られている12)が、道路という

特性上、機械で刈ることのできない場所も少なか

らず存在するため、人手が必要となる。このため

道路保全業務に関しては熟練労働力とは言えない

農作業受託部門の人員も、問題なく道路保全業務

に従事することが可能となっている。

また、道路保全業務ば恒常的に建設業務との労

働力融通や残業によって作業進度を調整している

ため、農作業受託部門程度の人員であれば一時的

な増員があっても人員が余ることはなく、調整弁

の役割を果たしている13)。

(2) 冬期における労働力の需給調整

当該地域においては冬期に積雪が見られるた

め、冬期間の農作業はほぽ困難であり、農作業受

託部門で雇用している正社員を通年雇用するため

には農作業以外との労働力融通が必要となる。こ

のため、冬期間、農作業受託部門の人員は全員道

路の除排雪及び関連作業に従事している。

①除排雪と関連作業の概要

B社では主に十勝地方の 2市町と十勝総合振興

局管理の道路における除排雪を担当しており、 3

グループに分かれて作業を行っている。 1町と振

興局管理の道路における除排雪作業では中心的な

役割を担っている 14)。作業期間は11月1日から 3

月末までであり（以下シーズンと記載）、除排雪

機械の整備、防雪柵の設置・撤去、降雪時の除

雪・排雪作業が主な業務となる。

除排雪作業は機械の運転が中心であり、技術と
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経験が求められる作業である。除雪作業は降雪蘊

が10~15cm程度となった場合に出動となる。B

社の受託エリアは、 （ごく近年の大雪は除いて）

寒冷であるものの降雪量は少ない地方であるた

め、降雪による出動は 1シーズンに 7日ほどであ

る。このため主な作業は降雪時の除雪ではなく、

防雪のための準備や雪を寄せた後の排雪や路面凹

凸時の削 り作業が主となっている。排雪作業は 1

シーズンを通じて約30日間の出動である。

作業動員人数は降雪量の多寡によって異なる

が、 1シーズンを通じた延べ作業人数は、 2009年

で4,200人となっている。大規模な降雪が無い通

常時は正社員のみがオペレーターとなって作業を

実施しているが、降雪時や排雪作業を行う際には

約80名の労働力を必要とする。このため全社員が

従事するのに加えて、長年にわたって除雪を担当

し、除雪機械の運転等専門技術を持った特定の農

家固 を20~40名程度臨時的に雇用している。

②農作業受託部門から除雪部門への労働力融通

冬期作業の従事期間について再度図 5から確認

する。収穫作業の終わった12月以降、降雪によっ

て蔑作業は困難となるため、農作業受託部門の人

員は遊休労働力となり、正社員の全員が除雪関連

作業へ従事することとなる。

また収穫作業は11月から漸減していくため、 11

月上旬より農作業受託部門の人員を除排雪作業へ

振り向けることとなる。当地において降雪が見ら

れるのは11月上旬からであり、除排雪作業はその

後積雪がみられてからとなるが、除雪機械等の準

備や防雪柵の設置などの作業が存在しており、降

雪前から関連作業へ従事が可能となっている。こ

のように農作業受託部門の人員は、収穫作業終了

後に連続して冬期作業に従事することとなる。

除排雪作業は、作業機械の運転や誘導など、専

門的な技能を必要とする作業であることから、臨

時雇用労働者ではその役割を果たすことができな

い。加えて、いつ降雪によって出動となるか予測

が難しく、降雪に合わせて臨時扉用で人員を確保

することは困難である。このため熟練労働力であ

るオペレーターが必要であり、オペレーターを確

保するためには、作業員の通年雇用が必要であ

る。しかし除雪作業は冬期間しか作業が無いため

除雪専任のオペレーターを扉用することは困難で

夏期

農作業部門の

熟練労僅力

・大型作業機のオベ

レー ター技術を擁

する労働力 （＋多

数の単純労働）

・夏期の作業量確保

• 投期的視点による

経営の多角化

地域双献

除雪部門の

熟練労慟力

・除排宮の専/"l技術

を要する労働力

・オペレーターの不足

・技能を持った農家

アルバイトの減少

図6 B社における安定的な労慟力確保の構造

資料：自作圏。

ある。このため、旧来より B社では熟練除雪オペ

レーターが不足しており、社員の残業や技能を持

った農家の臨時雇用によって作業を充足している

状況であった。しかし農家戸数の減少に伴って、

これらの技術を持った農家も減少傾向にあり、新

規供給も難しい状況であることから、除雪部門に

おいて新たな熟練オペレーターを必要としてい

た。農作業受託部門は冬期間遊休労働力となるた

め、除雪オペレーターの新たな担い手として最適

であり、冬期間はその労働力を除雪部門へ融通し

ているのである。

4 夏冬一体型の熟練労1動力需給結合による

労1動力確保の構造

前節で明らかになったように、 B社は夏期の農

作業受託部門と冬期の除雪部門という、繁忙期と

閑散期が反転した 2部門を抱えている。

ここでは夏期・ 冬期いずれの作業においても、

熟練を必要とする大型機械のオペレーションを担

当するという点に類似性があり、その熟練は、周

年雇用による継続的な経験を積むことによって得
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る事が可能となることから、農作業受託部門が持

つ、「夏期に熟練労働力を求め、冬期に需要が無

くなる」性質と、「冬期に熟練労働力を求め、夏

期に需要が無くなる」除雪部門の性質が結合し、

夏冬一体型の労働力需給結合が可能となったので

ある。

B社はこのように、夏冬一体型の労働力需給結

合・一括請負による受託（雇用）期間の延長• 他

部門展開による労働力融通といった複数の対応を

積み重ねることによって図6のような安定的な労

働力確保体制を実現してきたと言える。

IV おわりに

本論文では、野菜作コントラクター事業におけ

る熟練労働力であるオペレーターの安定的な確保

の構造を、道路建設業者と共同で野菜作コントラ

クター事業を実施している、 A農協のにんじんの

コントラクター事業を事例として明らかにしてき

た。

その熟練オペレータを安定的に確保するための

構造とは、夏期の農作業が持つ、「夏期に熟練労

働力を求め、冬期に需要が無くなる」性質と、冬

期の除雪作業が持つ「冬期に熟練労働力を求め、

夏期に需要が無くなる」除雪部門の性質を結合

し、夏冬一体型の労働力需給結合が行われた事で

あった。

また、受託業者が農作業部門に参入することが

できた前提条件として、農協がコントロールタワ

ーとなることで実現した受託面積の確保（農業振

興計画への組み込み）・イニシャルコストの抑制

（農協が作業機材を準備）・ほ場作業の品質確保

（初期の作業指導・適期判断、作業指示）といっ

た農協の対応があげられる。

すなわち、このような仕組みによって農業と道

路建設業という異分野間の労働力需給をうまくマ

ッチングさせることで、安定的な雇用を実現して

いる本事例の取り組みは、さらなる農業・地域産

業の担い手不足が見込まれる昨今の状況において

重要な取り組みで有り、これからの地域農業・地

域経済を維持していく仕組みとして大きな意義が

ある。とりわけ積雪寒冷地の農業雇用においては

冬期間の作業確保が共通の課題となっており、こ

れまで別個に考えられてきた農業と除雪作業（ひ

いては建設業などの他分野の作業）を一体的に組

み合わせることの重要性・可能性が示唆されたと

いえよう。

一方でいくつかの課題も指摘できる。受託業者

は、農協と共同で事業を行うことによってリスク

を回避し安定的な夏期の作業量を確保している

が、他方、農協にとっては初期投資が非常に大き

くなり、選果場の能力に応じた収穫物を長期にわ

たって確保する必要性が生じることとなる。加え

て包括的な請負契約によって、農家が関与する作

業が極端に少なく、農協主導による生産・出荷が

行われることから、対象となった品目においては

「農業の装置化・システム化」をよりいっそう進

展させることとなり、農家経営、具体的には品目

選択の自由の幅を狭めてしまうことになりかねな

い。現在のように適正な価格で取引が行われてい

る場合には問題が顕在化しないが、なんらかの状

況変化によって価格が大幅に下落し、収穫・選果

費用が相対的に上昇した場合、これらの仕組みに

歪みが生じる可能性がある。また、この仕組みを

他品目• 他地域へ展開する場合には、夏期・冬期

双方が「同程度の人数、同程度の熟練度」を必要

とする作業をマッチングさせることが必要とな

る。冬期の除雪作業は積雪寒冷地ではどこにでも

存在するが、その数には限界があり、規模も異な

ることから、本事例のような双方が一定程度の規

模を持つ大規模型だけではなく、双方の規模に合

わせた中小型の連携や、除雪業者に限定せず冬期

間の様々な業種とのマッチングを試み、また支援

していく仕組みの整備が求められる。

付記

本論文は日本農業市場学会による「2008年度日

本農業市場学会研究助成」を受けた成果の一部に

よるものである。

注

1)詳しくは[5 Jを参照。

2)農協が直接コントラクターを運営するケース

や、農協が作業受託希望農家、委託希望農家

間の各種調整を行うケースなどがある。

3)「十勝農業のあらまし」 p.6、北海道開発局帯
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広開発建設部、 2009年4月による。また、一

部だいこんやにんじんを対象とした収穫作業

請負が存在するが小規模であり、本事例のよ

うな大規模に構築された野菜作コントラクタ

ー事業は存在していない。

4) A農協聞き取り調査による。管内では小麦の

作付が過作傾向にある一方で自家労働力が逼

迫しているため、労働・機械投資負担が少な

いにんじん作付を希望する農家は多いという。

5)委託作業の場合、コート種子対応播種機によ

る1粒ずつの播種となるため、発芽不良によ

る欠落が生じることがあるが、間引き作業は

発生せず、大幅な労働時間の削減が可能とな

っている。コート種子代は生産資材であるた

め、生産者の負担となる。

6) これは前述のように面積あたりの作付本数が

一定であるため、個別に面積で精算しなくと

も本数で代替することが可能だからである。

7)舗装工事と道路維持管理の部門別構成員数

は、地域毎にグループ化されており、地域に

よっては両方を兼務している場合もあるため

明確に区別できない。

8) これは農作業受託の無い時期は他部門で働

き、冬期間は除雪作業に従事し、時間外業務

手当等を含めた額である。

9)聞き取り調査によれば、事業開始当初は農協

職員や雇用した離農家による技術指導が濃密

に行われており、 OJTによって技術を習得し

ている。作業難度に関しては、例えば播種時

には100馬カクラスの大型トラクターに深耕

ロータリー・畝立て機・コート種子8条播種

機を連結した上で毎日土地条件の違うほ場で

作業を行うという難しさがあり、受託開始当

初は直線に播種するだけでも困難であり、開

始から 5年以上が経過したごく最近になって

安定した作業ができるようになったという。

個別完結型であればこのような大型機械は使

用せず、ほ場条件も一定であるため、受託事

業の作業難度は比較的高いと考えられる。

10)各作業のうち、土作り・防除など一部は農家

が行う必要があるが、大部分は委託作業によ

って実施される。また、一部の作業のみを委

託することはできない。これは公平性と出荷

時期調整のため全ほ場を鑑みながら作業を行

っているためである。但し、被覆作業は後作

との関連性があるため、農家の希望によって

有無が選択可能である。

11)図は旬別に明示的に記載したため、 10日間の

需要不足と見て取れるが、実際には播種は漸

減、収穫は漸増となるため、約一ヶ月間の農

閑期が生じることとなる。

12)例えば、路肩の草刈りにおける個人装備の刈

り払い機に対する車載型草刈り機の装備など

があげられる。

13)但し、この間の15人の増員を見越して保全業

務の受託作業量を増加させるほどではない。

14) B社への聞き取り調査によれば、詳細な受託

割合は統計資料が存在しないため不明である

が、 1町においては受託面積の約 7~8割、

振興局管理の道路においては約半分がB社の

担当となっており、この 2地区においては除

排雪で中心的な立場にある。他方 1市では70

社に分散して作業が割り当てられており、各

社の占有度は低い。

15) B社が受託している道路の一部は、 B社が受

託する以前は開発局が除排雪を担当してお

り、ここで言うアルバイト農家は当時からそ

の作業を実施していたため、技能・経験が優

れていた。このため、担当がB社に変わって

からも引き続き同農家を雇用している。
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