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長崎県における農業労力支援の取組

Efforts of Agricultural Labor Support in Nagasaki Prefecture 

鳥越利雄 ＊ • 吉本 諭 ＊＊

Toshio TORIGOSHI Satoshi YOSHIMOTO 

1. はじめに

長崎県は， 地理的に農業には厳しい条件にある中でも，農業産出額については，平成 28年で 7年連続

増加の 1,582億円となり，前年からは 29億円の増加となった。これは 10年前を基準 (100%) とすると

119%となり ，全国 2位の伸び率である。これもひとえに，農家の方々をはじめ，関係者の皆様方の創意

工夫と努力の賜物であると考えている。

農業の担い手については，平成 23年以降，新規自営就農者，新規雇用就業者ともに増加しており ，平

成 26年では新規自営就農者 183人，新規雇用就業者 131人となっている（長崎県農林部『新ながさき農

林業 ・農山村活性化計画 (2016-2020)』）。一方，農家や基幹的農業従事者は減少傾向にある。表 lには，

平成22年から平成 27年にかけての長崎県における農家数と基幹的農業従事者数の推移について示して

いる。いずれも減少しているが、とくに基幹的農業従事者は，平成 27年時点で平均年齢が 64.9歳，そ

して 1年間に 1,400人弱 (1,387人）減少している状況を考えると，さらなる担い手の確保が喫緊の課題

となっている。産地の規模拡大を図り ，農業所得の向上を実現するためにも，規模拡大の阻害要因であ

る労働力確保を地域一体となって取り組まなければならない状況にある。

本稿では，長崎県における農業労力支援のこれまでの取組の経緯を説明し，農業労力支援に関するア

ンケート調査結果により課題を抽出 した上で，今後の農業労力支援計画について説明する。

表 1 長崎県における農家数と基幹的農業従事者数の推移

平成22年 平成27年 平成22→27年 1年あたり減少数

単位 A B 

総農家数 戸 38,745 33,802 

販売農家数 戸 24,887 21,304 

基幹的農業従事者数 人 38,655 31,719 

基幹的農業従事者の平均年齢 歳 64. 0 64.9 

資料 ：農林水産省「農林業センサス」 。

2. 長崎県における近年の農業労力支援の取組経緯

(1) ながさき農援隊設置事業（平成 21年~23年度実施）
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米国に始まった リーマンショックの影響を受け，国内においても雇用不安が顕著となる中，平成20年

10月，国は平成 20年度第 2次補正予算において，ふるさと雇用再生特別基金事業（予算規模 2,500億
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円）を創設した。 この基金事業は，雇用失業情勢が厳しい中で，離職した失業者等の雇用機会を創出す

るため，各都道府県に基金を創り ，各都道府県及び市区町村において，地域の実「青や創意工夫に基づき，

雇用の受け皿を創り出す事業を行うものであった。 長崎県でもこの基金事業を活用し様々な事業を実

施したが， 「ながさき農援隊設置事業 （以下，「農援隊事業」とする）」はその事業の一つであり，平成 21

年度から平成 23年度の 3年間実施した。

農援隊事業は，長崎県下の農協等で離職者 ・求職者を農援隊員として雇用し，労力不足の認定農業者

等に対し隊員による農作業支援を実施するものであった。農業者は，隊員に農作業の中で農業技術を習

得させ，実践力の高い新規就農者を育成する実践研修を担う ものと し， 実質的に無料で農作業支援が受

けられるものとなり， 3年間で述べ 603人の農援隊員が農作業支援にあたった。

ながさき農援隊設置事業

0農協等が離職者等を雇用し農援隊を設置、労働力不足の認定農業者に対し隊員による農作業支援
0隊員には農作業の中で農業技術を習得させ、実践力の高い新規就農者を育成

※ふるさと雇用再生特別交付金（厚労省） I 雇用主（実施主体） 1 

三三こ云―¥I <農家・農業法人が構成する組織）

目的 ： 躍日者等を最大3年間「農援隊」に入隊

→ 震業法人等での実践研修（農作業支援）

→ 3年後には独立開業または正規雇用社貝へ育成

※組織内部での農作業支援（実践研修）

新規雇用

ながさき農援隊

｀ 雇用条件

臼金： 160, 000円／月

期間： 1年以上3年以内

農協等との雇用契約のもと、
農作業支援（実践研修）
8団体

新規雇用

オペレーター

●雇用契約事務

●支援計画の調整

●就農清報の提供

●賃金支払事務など
8団体

農作業支援（実践研修）

組合員 ・構成貝

認定農業者 ・

農業生産法人等

支援先選定の優先条件

① 3年以内に農援隊員を正規

雇用

② 3年以内に農援隊員を自営

農業者として育成

③農援隊員の要請に応じて住

居を提供

経

営

改

善

※上記のほか農援隊の支援計画に余裕
がある場合は、雇用主の判断により、
複数の牒家への短期支援も可能

図1 ながさき農援隊設置事業（平成 21~23年度実施）の概要
資料：長崎県典林部。
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写真 1 いちごの植付準備支援の様子

写真 ：長崎県股林部。

写真 2 みかんの収穫作業支援の様子
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長崎県における農業労力支援の取組（鳥越•吉本）

(2)地域労力支援システム構築推進事業（平成 24~26年度実施）

農援隊事業終了後，有償で継続的に地域全体の労力調整を図る仕組みづくりを支援するため，県（振

興局）・市町・農協等で構成される「地域雇用労力支援協議会」の運営と，担い手と作業支援者のマッチ

ングを行うオペレータ設置費等を助成することで，労力支援システムの構築と実証に取り組んだ。

(3)地域労力支援システム強化支援事業（平成27~29年度実施）

地域雇用労力支援協議会が行う，地域内労力の実態調査，地域で周年雇用が可能となる品目組み合わ

せ提案農家の労務管理能力向上研修等の支援， JA等の労力支援組織が行う作業支援者と農家をマッ

チングするシステム構築や作業支援者の募集，省力化・軽労化の実証に対する支援を実施した。

(4)現在の長崎県下各地域の農業労力支援システム

現在，長崎県下各地で実施されている労力支援システムについては，表 2のとおりである。主なもの

では，①JAで職業紹介所を開設し，農繁期の作業支援者募集を行っている事例，②長崎県の県北地域

で組織が多く設立されていることから「県北型システム」と呼ばれている，複数の農家で一定の作業支

援者を雇用し日替わりで雇用を繰り返すことにより，作業支援者は周年就労が可能となる組織を設立し

た事例，③請負組織で農作業を請け負っている事例などがある。

平成 29年度の長崎県下における農業労力支援システムの運用実績は，作業支援者が 601人，受益農

家 1,548戸であった。

表2 現在の長崎県下各地域の農業労力支援システム

地域名 形態

長崎・西 職業紹介（斡旋），長崎市農業センター（請負），いちごパッケージセンター（請負） 2, 県北型

彼 システム（複数農家で作業員を周年雇用する）

職業紹介（斡旋），人参作業組織（請負），いちごパッケージセンター（請負） 2, 県北型システ
県 央

ム（複数農家で作業員を周年雇用する），定休型肉用牛ヘルパー組合

島原 JA農援隊（請負）， JA収穫班（請負），定休型肉用牛ヘルパー組合2

職業紹介（斡旋），県北型システム（複数農家で作業員を周年雇用する） 5 
県 北

定休型肉用牛ヘルパー組合2, いちごパッケージセンター（請負） 2, さかき作業請負システム

五 島 有料職業紹介（斡旋），期間派遣（派遣），定休型肉用牛ヘルパー組合

壱 岐 JAヘルパー事業（人材プール型職業仲介），定休型肉用牛ヘルパー組合

対馬 JA農援隊（請負），削蹄ヘルパー組合

註：平成29年度末の状況である。形態内の数字は，組織が2以上設立されている場合の組織数を示している。
資料：長崎県農林部。

3. 長崎県における農業労力支援ニーズに関するアンケート調査結果

長崎県内における農業労力支援ニーズを把握するため，平成28年 8月~9月にかけて，長崎県内の長

崎西彼・県央• 島原・県北・五島・壱岐・対焉の 7地域で，市町・ JA・振興局等関係機関で構成され

る各地域雇用労力支援協議会が認定農業者（平成28年 3月末時点で5,820経営体）を中心に，アンケー

ト調査を実施し， 2,548経営体からアンケートの回答があった（表3)。
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本節では，アンケート調査結果の概要を示した上で，アンケート調査結果から見える農業労力支援の

課題解決の方向性について述べる。

表3 アンケート調査の実施概要

目 的 1 長崎県内における殷業労力支援ニーズの把握

長崎県内の長崎西彼・県央 • 島原 ・県北・ 五島 ・壱岐 ・対馬の 7地域で，市町 ・農協 ・振

実施概要 興局等関係機関で構成される各地域雇用労力支援協議会が認定農業者（平成 28年 3月末

5,820経営体）を中心にアンケート調査を実施

実施期間 1平成28年 8月~9月

回答数 2,548経営体からアンケートの回答があった

(1) アンケート調査結果の概要

1)労力充足状況と不足労力確保の方法（表 4)

問 l「農業を行う 上で，労力は足りていますか?Jについては，回答数の 60.6%(1,034経営体）が「労

力は足りていない」と回答しており，農家の労力確保が喫緊の課題であることがわかる。

問 lで「労力は足りていない」と回答した経営体を対象として，問 2「不足労力はどのように確保し

ていますか？」との回答の内訳を見ると，「外部から雇用している」という回答が最も多く，ハローワー

ク， J A, シルバー人材センター等の人材紹介機関が一定の機能を果たしていることが推察される。そ

の一方，「親戚に手伝ってもらっている」「確保できていない」も一定程度の回答がある。農村地帯の高

齢化，過疎化， 担い手不足などから，親戚等に頼った労力確保の手法については今後さらに厳しくなる

ことが想定される。農業経営体の労力実態について定点観測により状況を把握するとともに，新たな労

力支援のスキーム構築の検討と実施が必要と考えられる。

表4 労力充足状況と不足労力確保の方法

問1展業を行う上で、労力は足り
ていますか？ （単一回答）

回答選択事項 回答数 割合

①足りている 653 38. 3% 

②足りていない 1,034 60. 6% 

回答なし 18 l. 1% 

合計 1, 705 100.0% 

⇒ 
②と回答した
経営体

問2不足労力はどのように確保していますか？
（複数回答）

回答選択事項 回答数 割合

①外部から雇用している 544 44.6% 

②親戚に手伝ってもらっている 412 33 8% 

③確保できていない 145 11. 9% 

④その他 87 7 1% 

回答なし 32 2.6% 

合計 1,220 100.0% 

資料：長崎県内での農業の雇用確保に関する意向調査（平成28年8月~9月実施） 。

2)農業労力支援へのニーズ（表 5)

問3 「労力を確保できる仕組みがあった場合，利用しますか？」については， 50.6% (863経営体）が

「利用したい」と回答しており，農業労力支援へのニーズがあることがわかる。

問3で「利用したい」と回答した経営体を対象として，問 4「どのくらいの頻度で利用したいですか？」

(24) 



長崎県における農業労力支援の取組（鳥越 ・吉本）

との回答の内訳を見ると，「農繁期のみ」が最も多く ，次いで 「通年」，「冠婚葬祭などの急な時」が続い

ている。なお，「通年」と回答した経営体にさらに頻度をたずねたところ，「月に 4回程度」が最も多か

った。

表 5 農業労力支援へのニーズ

問3労力を確保できる仕組みがあった場合、

利用しますか？（単一回答）

回答選択事項 回答数 割合

①利用したい 863 50.6% 

②利用する予定はない 723 42 4% 

回答なし 119 . 7 0% 

合計 1, 705 100.0% 

↓ ①と回答した経営体

問4どのくらいの頻度で利用したいですか？

（複数回答）

問4の補足希望する利用頻度の詳細

（単一回答）

回答選択事項 回答数

①通年 249 

②農繁期のみ 615 

③冠婚葬祭などの急な時 162 

④その他 92 

回答なし 17 

合計 1, 135 

割合

21. 9% 

54.2% 

14. 3% 

8. 1% 

1 5% 

100 0% 

⇒ 
①と回答した
経営体

回答選択事項

①ほぽ毎日

②月に4回程度

③その他

回答なし

合計

資料 ：長崎県内での農業の雇用確保に関する意向調査（平成28年8月~9月実施） 。

3)農業労力支援による期待される農業経営への効果（表 6)

回答数 割合

36 14.5% 

115 46.2% 

92 36.9% 

6 2.4% 

249 100.0% 

農業労力支援による期待される農業経営への効果については，「家族労力の軽減ができる」との回答が

210経営体と最も多い回答となっており，家族労力を前提とした農業経営は重労働・長時間労働などの

ため，かなり苦しい状況に

あることが推察され
表 6 農業労力支援による期待される農業経営への効果

る。農家の高齢化や担 問5 (問3で「利用したい」と回答した経営体に対して労力）支援を受けた

い手不足が進む中， さ

らにこの数値は伸びて

くることが予想され，

今後の定点観測が必要

であると同時に，確実

に家族労力を補う新た

な農業労力支援のスキ

ーム作りが必要である

場合、あなたの経営にどのような効果があると思いますか？（複数回答）

回答の多かった上位 5つ

回答選択事項 回答数

家族労力の軽減ができる 210 

現状維持できる（規模縮小の抑制） 157 

規模拡大できる 115 

生産最が増加する 104 

品質が向上する 90 

と考えられる。さらに， 資料 ：長崎県内での農業の雇用確保に関する意向調査（平成28年8月~9月実施） 。
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農業労力支援を受けた場合には様々なメリットが享受できると考える経営体が多く，産地維持・拡大に

は農業労力支援が欠かせないと考えられる。

4)長崎県における農業労力支援ニーズの定量的把握

問6「（労力を確保できる仕組みを）利用する場合に，どのような品目，時期，作業に何人利用したい

ですか？」との回答を集計した長崎県内合計の農業労力支援ニーズの定量的把握結果を図 2に示す。図

2からは，次の 5点が指摘できる。

①長崎県内全域の農業労力支援ニーズについては， 5月のヒ ー゚ク時には約 1,200人／日が必要。

②ヒ°ークの山は，いちご・馬鈴薯 ・たまねぎなどの収穫期を迎える 4~5月と，みかんやブロッコ リーな

どの収穫期を迎える 11~1月。

③春と冬に農業労力支援ニーズがヒ°ークを迎えるのに対し，夏場のニーズが極端に低い。

④しかしながら，ヒ°ークの谷間の 8月でも労力支援は約450人／日が必要。

⑤地域別集計結果から長崎県内では壱岐が唯一，葉たばこやアスパラガスの収穫作業のため，冬場より

夏場のニーズが高い。

問6 (労力を確保できる仕組みを）利用する場合に，どのような品目，時期，作業に何人利用したいですか？

単位’人

1.400 

1.200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

一 ●米・麦・大豆 ●野菜 ●園芸 ●果樹 ■たばこ ●畜産 ●その他
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図2 長崎県における農業労力支援ニーズの定量的把握

資料 ：長崎県内での殿業の雇用確保に関する意向調査（平成28年8月~9月実施）。

(2) アンケート調査結果から見える農業労力支援の課題解決の方向性

アンケー ト調査結果から見える農業労力支援の課題解決の方向性については，次の 4点が指摘できる。

①長崎県下各地域の労力支援ニーズを的確に把握するとともに，作業支援にあたる人材を安定的に確保

し，効率的・効果的に運用する県域を網羅するシステムの実施機関が必要。

②年間を通じて，労力支援は450人／日が必要であり，最低限300人は常時雇用者が必要。

③労力支援ニーズのヒ ー゚クとなる春と冬は，常時雇用者と別の人材の確保が必要。

④人材の共有を因る観点から，夏場が作業支援ニーズのヒ°ークとなる壱岐と他地域との連携が必要。
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長崎県における農業労力支援の取組（鳥越 ・吉本）

4. 長崎県における農業サービス事業体の設立による労力支援計画

(1) 全体の農業労力支援計画

長崎県では，これまで述べてきたように，平成 24年度から各地域に労力支援システムを構築し，

様々な仕組みが展開されているが，全国的な雇用情勢の好転により作業支援者の確保が年々厳しくなっ

ており，規模拡大を図る農業者の作業支援ニーズに充分応えきれない状況が起きている。

これを克服するために，県域を網羅した農業サービス事業体 (N) を県が主導して設立し，地域内人

材 ・国内人材に加え，国家戦略特区での外国人材による，今までにない「派遣」のスキームで，恒常的

な労力不足や繁忙期の農業者の作業支援ニーズに応えていこうとしている（図 3,固4)。

I 農 業 サ ービス事業体の設立による労力支援 I 

現状と課題
JA、民間企業県等が連携した労力支援の新しい仕組み

県下 7地域に設置 した労力支援システムによ り、地域内労力調整や異業種等との連携、求人広報の
I州屑精讃楊贔リii闊着＞ 充実等に取り組んでいるが依然として労力不足は地壌の深刻な課題 ＇日

,:,;,i,i~ 江。ぢ氣霜后已ピーク時""月）で,-人1日平均~人1日の雇用労力が必要□社会保険、雇用保険等の完備

＞人口減少・高齢化の進展により、地域内での労力調達は今後ますます困難化 希 望 就 労 期 間 に 応 じ た 就 業 の 提 供

＞農業者 ・農業団体は、地域を超えた労力調整の仕組みの創設や外国人の活用を強く要望 必要な農業技術を習得できる環境の整傭

JA グループ ~9年度農林施策要請［特区の区域指定および外国人就労の実現］
長崎県農業経営改善ネットりーり►28年度認定農業者の施策や活動に関する要望書［外国人の新規Jiil用開拓］ ⇒サービス事業体の活用を決漠
長崎県農業法人協会►労力支援を行う農業サービス事業体の早期設立要請と活用について特別決撲

↓ 
農 業 サ ー ビ ス 事 業体

：不足する作業支援者を派遣する事業体を設立し、規模拡大と農業所得向上を実現 】
図3 長崎県における農業サービス事業体の設立による労力支援の仕組み

資料 ：長崎県蔑林部。
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図4 アンケー ト調査結果に基づく雇用確保に関する基本的な考え方
註：背面の図は，図 2長崎県における農業労力支援ニーズの定量的把握（前掲）に基づく。

資料 ：長崎県撰林部。

(2)人材別の人材派遣の仕組み

農業サービス事業体による人材派遣の大きな 2つの柱である地域内人材派遣と外国人材派遣の仕組み

について説明する。なお，国内人材については他県の労働需要の端境期に確保できないか検討している。

1) [プラン 1】農業サービス事業体による地域内人材派遣の仕組み

図2のアンケート調査結果でも明らかなように，農業労力支援ニーズは時期によって山谷があり 一定

ではない。山の部分である農繁期に対応する人材として想定しているのが「地域内人材」である (1つ

目の柱）。労働者派遣法では， 60歳以上や一定の世帯収入のある主婦，昼間学生，副業希望者等の日雇

派遣は認められており， 自分の身体の空いたときには労力支援に協力できる人材を数多く登録し，農業

者のオーダーに応じて滴合する人材を派遣しようとするものである。

［ 短期人材派遣．人材御（短期） ＿ 

（登叡タッフ想定：主婦層・シニア暦・副業希望者等） ー］

農繁期

農家

農業サービ
ス事業体

シニア層

響`翡腐・ff撃霜鍔醤晶］
l_ 長崎県担い手育成センター等

図5 【プラン 1】農業サービス事業体による地域内人材派遣の仕組み

資料：長崎県農林部。
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長崎県における農業労力支援の取組（烏越 • 吉本）

2) 【プラン 2】農業サービス事業体による外国人材派遣の仕組み

2つ目の柱となるのは，「外国人材」の派遣である。図2のアンケー ト調査結果から，労力支援は夏

場の農閑期でも 450人／日が必要であることがわかっており， 450人は通年雇用が必要ということにな

る。また地域においては人材確保が深刻な状況も窺える。

この通年雇用が必要な層には，外国人材を想定している。長崎県では平成 28年7月に国に対し「国

家戦略特区における農業分野外国人就労」を提案した。その後，平成 29年度には法律施行され，特区

においては農業分野での外国人就労が可能になった。現在，長崎県は特区の区域指定を目指し，国に対

し働きかけを続けているところである。

【長崎県提案】農業分野における外国人材受入れのための新たなスキーム構築 I 

• 特定受入機関の基準適合性の確認
・監査（年 1回） 等

＊ 経営規模の拡大

＊ 所得1000万円の実田

＊ 疇者逼保

皿労働者派遣法の許可を受けた事業者

↑
 

情
談

苦
相

外国人農業支援人材
(1年以上の農業の実務経験を有す改蓉の要件を満たす者）

受入市町連絡協講会を設i

図6 【プラン 2】農業サービス事業体による外国人材派遣の仕組み

資料 ：長崎県農林部。

5. まとめ

現在，長崎県では平成 30年 11月末を目途とした農業サービス事業体の設立に向け，事業体に参画す

る大手派遣会社の選定を進めている。併せて，関係団体や地銀等の事務的な協議を進めている。農業サ

ービス事業体設立後，すぐに派遣業許可申請を行う予定である。

また，国家戦略特区区域指定については国家戦略特別区域諮間会議ワーキンググループのヒアリン

グに，今年度（平成30年度）に入ってからすでに 2回対応しており，早期の指定を目指している。

国会の状況等で仮に区域指定がなされなかった場合でも，政府は 6月に発表した骨太方針で農業など

人手不足が深刻な産業での外国人就労を全面的に進めるとしており，早ければ平成 31年 4月から全国

的な外国人就労が解禁される可能性もある。その時は全国との競争になるので，今からその実施機関と

なる農業サービス事業体を作って， しつかり準備を進めていきたい。
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最後に，長崎県では平成23年度の「ながさき農援隊設置事業」終了以降， JAや市町，振興局等関係

機関の尽力により，有償で継続性のある様々な労力支援システムが構築されてきた。また，その関係機

関で構成される地域雇用労力支援協議会ではそれぞれの地域の課題に対応した取り組みをいかに進めて

いくか，熱心に協議されてきた。仮に平成 31年 4月から農業サービズ事業体による外国人就労が始ま

っても，地域雇用労力支援協議会との連携は不可欠であるため，今後ともさらなる協力をお願いしたい

と考えている。

参考資料

[ 1]長崎県農林部『新ながさき農林業・農山村活性化計画 (2016-2020)』,2016年。

Abstract 

Since the fiscal year 2012, Nagasaki Prefecture has built a labor-support system for each region in the 

prefecture, and developed various mechanisms. However, the improvement in nationwide employment has 

made it more difficult to secure labor support with each passing year. Therefore, the system cannot fully respond 

to the work support needs of fanners who want to expand their scale of operations. 

To tackle this problem, Nagasaki Prefecture plans to establish an agricultural service entity, which shall secure 

local, domestic, and foreign human resources in national strategic special zones. Nagasaki Prefecture plans to 

respond to the constant labor shortages and work support needs in the busy season with an unprecedented 

"dispatch" scheme. 
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