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<試験成髄・研究成果>

ロールベールサイレージ主体の酪農地域における

収穫作業効率化のための労働支援のあり方

沓津 ネ吉津 晃村山田輝也*鈴木善和料水

関口建二*甲田絡幸****酉道 由紀子*田津直樹*****

渡j曇祐 志材料仲原 仁材料小川伸一村材料* )11原成人*料**料

要
ヒ三，
夜

ロールベールサイレージ(以下RBS)体系が主体のAI町を対象lこ，労働力不足による牧草収穫作業

期間の長賎化の笑態と互主義方策について検討した。 AIIlJで採られている RBS体系では， 1番主主の収穫

期間が30日を超える経営が20%以上を占め，収穫オベレータを増員すると同じ面.積を短期で終えるこ

とができていた。経営実態から収穫期間が1313の短期群と29尽の長期群を比較すると，短期群の方が

個体乳;最も高く，繁殖成績も良好で収益も高かった。経産牛70頭，収穫面積55haの経営において，

収穫期間を29日から訪日に短縮すると，年間産乳量で12tの増加，濃厚飼料の王手間給与量で 4t削減

の改善効果が見込まれた。 RBS体系農家に対する労働支援のあり方として， JAによる無料職業紹介

方式を用いることにより農家の利用しやすいシステムの構築が可能となる。

はじめに

酪農経営は，程飼料収穫作業をはじめとする作

業受託を行う労働支援システムが地域に整備され

ることにより，分業化を菌りつつ規摸の拡大を進

めてきた。しかし，そうした動向が見られる一方

A method of the labor support for eff巴ctive
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で，様々な要因を抱え，必ずしも労働支護が整備

されずに労働力不足への対応、に苦慮している地域

も存在する。

特に労働力不足が生じやすい時期は，繁忙期と

なる牧草収穫期間である。この収穫作業に対する

労働支援のあり方について着目し，検討対象地域

としてRBS主体のA町を取り上け、た。

労働力不足により収穫作業が長期化している実

態の改善方策として，収穫期間短期化の効果を明

らかにし，収穫オペレータ増員のためのJAを核

としたオペレータ利用システム案を提示する。

1.試験方法

1)謡査地域の概況

調査地域の概況は既存統計資料と，気象台から

発表される毎Bの気象通報 (6，7，8，9月)を

解析した。

2) RBS収穫体系の実態と問題点

A町32戸の 1番草収穫期間の労働時間，収穫作

業体系の聞き取りおよびアンケート調査によった。

また，収穫期間を短期化している事例 1戸につい

て収穫作業体系の精査と収穫量およびRBSの品
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質を近赤外分析法によって調査した。

3) オペレータ支援による牧草根穫期障規期化の

効果予澱

効果予測のための良質組餌料確保量の試算は，

当該地域モデル国場の 7日間隔の刈取り調査によ

り，出穂始めからの経過日数と乾物収量， TDN 

含量の関係式を求め，それから推定した。また，

試算産乳量は，体重680kg，乳脂肪率4.0%とし，

要求量と成分値は臼本飼養標準 (2006)を用い，

年間給与可能頭数はNDF含量より求めた乾物接

取量と自給飼料TDN含量から求めた。

ヰ)収穫オペレータ利用システムの提案

オペレータ支護についての関係機関 (JA，建

設会社，労働局)との意見交換・調査を実施した。

2.結果および考察

1)調査地域の概況

(1) A町農業の特徴

農業産出額に占める乳用牛の割合が80%以上の

市町村を酪農単一地域とし，道内市町村から抽出

すると， 2004年基準では26市町村であった。対象

地域であるA町(釧路・根室地域)も酪農単一地

域に属する。

A町が罵する鎖iI路・根室地域では，家族労働力

は最も豊富であり(家族労働力，後継者確保割合)，

たりの経産牛頭数規模が最も大きく， ミルキ

ンクゃパーラーの利用割合も最も高かった。麗用利

用戸数割合，フォーレージハーベスタ利用割合は

十勝・網走地域に次いで高かった。その中にあっ

て， A町は釧路・根室地域のような特徴とは異な

り，特に労働に関する諸条件(家族労働力が少な

い，後継者確保戸数割合が低い，雇用利用戸数率

が抵い)が脆弱であった。また，戸当たりの飼料

作物面積が大きいものの，高能率なフォーレージ

ハーベスタの利用戸数割合が顕著に抵かった。 A

町が属する銀11路・根室地域では，農業産出額，乳

舟牛産出額，生乳生産量，経産牛頭数が道内他地

域に比べて最も増加程度が大きく，乳用牛飼養戸

数は最も減少程度が小さかった。そのなかにあっ

て， A町は釧路・根室地域のような生産拡大傾向

ではなく，伸び悩みの傾向が見られた。

(2) A町における牧草収護期間の気象

牧草収穫期間(6 /15~ 7 /31)の気象は，気

温が低く，濃審または霧雨が発生し，濃審の発生

による農作業遅延は古くから指摘されている。 A

lllJにおける過去10年間の 6，7 ， 8， 9月の平均霧

発生日数は，それぞれ18，20，15， 8日間で牧草収

撞期間である 6， 7月が特に多い。 A町測候所の

過去11年間の気象観測による 3時間毎の天気の出

現割合は，朝 3時および 6時では霧，霧F言及び雨

などの牧草調製にそぐわない天気が50%程度を占

め，日中の天気は呂援するものの夜間は再び霧，

霧雨状態にもどる。牧草の収穫調製作業が可能か

どうかは，夜間の湿り異合に左右され 2日lこ1

度は収穫作業が困難か好ましくない状態といえる。

連続した好天が続かないA町では，牧草収穫作業

は非常に不利な条件におかれ，これが原因で，品

質の低下や作業期間の延長，呂まぐるしく変化す

る天候に即対応する作業体系の選択(個別作業)

などの問題が指摘されている。

(3) A町諮農の概況

酪農家戸数107戸，経産牛頭数は平均で66頭、で

あるが， 40~80頭階層に66戸が分布する。経営耕

地面積は平均で、100ha，95戸がRBS体系となって

いる。経産牛頭数100頭未満では，繋留式牛舎，

RBS体系，雇用労働力を利用しない経営が多く，

また， 80頭未満では後継者のいない経営が多かっ

た。 100頭以上では，フリーストール牛舎，細断

型サイレージ調製体系，雇用労働力を利用する経

営が多かった。

2) RBS収穫作業の実態と課題

A町の 1番草収穫時の実態を謁査した結果(国

1)， RBS体系では 1番草収護期間が30日間以

上の経営が20%以上を占め，収穫オペレータ数が

増えると，間じ面積を短期に終えることができて

いた。経産牛頭数規模が大きくなると，収穫作業

期間において経営主は収穫作業，配偶者は牛舎作

業のウエイトが増し，両者の労働強化が進むと考

えられた。
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一方，オペレータ数が 2人で収穫短期化を実現

している農場の特徴として，① 2人のうち l人は

収穫作業専任で牛舎作業時間帯も作業をしていた

こと，② 6~10ha を l 単位に 2 人が問時並行で

連続的に作業を行っていたこと，③その結果， 1 

RBSの収穫期間は56haを15日間，実圃場作

業期間は11日鴎と短期間であったこと，が挙げら

れた。収穫・調製されたRBSの品質はサンプル

間にバラツキはあったものの，栄養含量も高く発

酵品質も良好であった。なお，収穫オペレータの

利用を支援していく際の農家の不安要素を聞き取

り調査した結果，調査農家 9戸中 5戸が麗用オペ

レータの「機械の操作技術」に不安を持っており，

次いで、 9戸中 3戸が「繁忙期における要員確保」

と「利馬料の負担Jに不安を持っていた。

。I ; ; ， ; ; ; ; ; ; l0i入札 5人

[[] 45トー十一一「一十一一「③十一十一一十一ーィ-1ロ2人

置斗-J--l-L-4-P-?-Jt-Jーにな・ 5人

護 35~ -~- -~ -~ -~-.-~- -"---~---:---~--_:_-

きωl-;-J-iヰ竿寸?十一(一本(
¥'一問一一一;:1141Jj?;: 
i k取fu[ロミおじji-[( ; ( 
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絢

ー
込
ー
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1 i害援口ーノレサイレージi佼穣面積 Cha)

図 1 オペレータ数別の収穫面積と収穫期間臼数
注1)アンケート調査，翻き取り調査による

主主 2)ムのO協みの経営では，作業機を 2台ずつ， 3人で
収穫等伎で作業する

3)オペレータ支援による牧草収穫期間短期化の

効果予測

牧草収穫期間短期化の効果予測は，農家実態か

ら経産牛には l番草主体で給与していること，関

場や収穫時期を考慮した粗飼料の給与はほとんど

行っていなかったことから 1番草に限定し，

RBS体系で l番草の収穫期間が平均13臼の短期

群(7戸)と29日の長期群(9戸)を比較した

〔表1)。

収穫期間における経営主の 1日あたり労働時閣

は，両者とも14時間程度で長時間化しており，そ

の中で経営主に比べ配偶者の牛舎作業は両者とも

2時間程度長く，収穫作業のしわょせが配偶者の

牛舎作業にもたらされていると推測された。のべ

労働時間では短期群の方が作業日数が少ないため

大幅に少なかった。一方，乳牛の産乳，繁殖成績

では定期群では個体乳量が明らかに高く，分娩間

隔と初産分娩月齢の繁殖成績も良好であり，乳代

から銅料費を引いた差引乳代も高かった。その要

因の lっとして自給錦料品質の向上と発情監視等

牛群管理時間の十分な確保にあると推定した。

l番草収穫期間短期群と長期群の大きな違いは，

収穫作業に諜わる作業者数で，短期群では牛舎作

業者以外に l名の闘場作業者があり，搾乳時間帯

でも圃場作業が進められていた。これに対し，長

期群では搾乳作業時間以外の時間帯での圃場作業

となるため 1田あたりの刈取り龍積も少なく，

刈取りから梱包・ラッピングまでの一連の作業も

連続的に実施できていなかった。

次に，収穫期間の短期化が牧草収量， TDN収

量に及ぼす影響と，それが鹿乳量及び濃厚銅料給

に及ぼす影響を経産牛70頭，収穫面積55ha

の経営に当てはめ試算した(表 2)。

その結果， TDN含量60%以上の粗錦料が収穫

期間の長期群より明らかに多く確保でき，従来，

育成牛用に使われていた TDN含量58%程疫の低

品質組関料が皆無となり，育成牛であっても

TDN含量60%程度の粗飼料が給与できると試算

された。この虫質粗飼料の確保によって盟期化群

は長期化群に比し，試算産乳量で年間12t増加し，

濃厚銅料で 4t削減できる改善効巣が見込まれた。

上記の産乳量の増加と濃厚飼料給与量の削減に

もとづく経済的な改善効果を試算した(表 3)。

収穫期間を29日から13日へ短縮した場合，経産牛

70頭、では，乳代で840千円の向上，濃厚銅料費で

229千円の削減，乳代から濃厚錦料費を差し51い

た差引乳代で1，069千円の向上が見込まれた。

他方， 55haの収穫を29日から13臼に短期化す

るためには，前出の圏 1から判断すると，オベレー

38 
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表 1 収穫期間別の労働時潟と繁殖成績
タ数を lないし 2人から 3人に増員

することが必要となる。現状で 1人

で行っている経営に雇用 2人を導入

し，オペレータ 3人体制とした場合

の雇用労震との費用対効果を検討し

た。雇用労賃は 8時間x2千円×

138 x 2人=416千円c1日 8時間

労働，時給 2千円とした)と計算さ

れる。この結果，費用対効果は，期

時短縮による産乳量増加から求めた

t守!出収穫(7戸)

15U以内

llx穫期限!日数 (日) 13 

llxI整[耐民 (ha) 53 

fぷJ巽頭数 (iij'l) 110 

経illi牛頭数 (iiJi) 71 

!戊換 1jíJì~たり収穫前i積 (ha/頭) 0.51 

労働時間 1 Uあたり のベ

経営主計 (時間) 14.3 178.6 

収穫作業 (11寺間) 9.0 105.2 

牛舎作業 (時f間) 5.3 73.4 
ー・・・・a・・・--------.---・・ー・骨4・..-.・...-噂司...・，亭司......晶.......ー・...凶骨押伺 F・明..晶骨

配偶者五十 (時間) 8.5 104.7 

牛舎作業 (時間) 7.2 85.5 

日時{本手Ll11 (kg/頭) 9，180 '土 968

うよ娩IHJ住吉 (EI) 420土 12.0

何][日受精 IJ数 (日) 75 ごと 20.8 

打Ji'IT分娩n齢 (JJ) 24.6'土1.0

'J正午換算飼料'1!1 (千円/頭) 154土 28

手Lit-fi可科技 (千円/頭) 489'土 53

長期以後 (9p)

20 IJ以上

29 

58 

109 

84 

0.59 

1日あたり のべ

13.7 393.7 

9.3 271.6 

4.3 122.1 明....骨噂伺骨..‘...-司酔骨骨鼻骨柄同...伺骨明伺骨骨幽合唱曲

7.8 228.3 

6.4 187.6 

7，545土1.112

433土 22.9

90土 24.0

26.4土 2.3

126土 41

402土 53

たりの差引乳代と雇用労賃の

差額，すなわち， 1.068千円(差引

乳代)-416千円(雇用労賃)=653千

丹となり，雇用によるオペレータ増

員は費用対効果があると見込まれた。
校 1)j司体乳lu:， ~~Ji'j!点綴は手L検資料，飼料授は組動資料，そのぬはアンケ ト調査に

よる

it 2 )平均値こ主務'.WI儒，#，キは有志、差有り (pく0.05)

表 2 収穫期間による乾物収議， TDN収重量及び産手L畿の試算(採草地55ha. 経産牛70猿)

[現状]29lJ間収穫 [改議]13白山収穫 改苔効果'j)

ff]i主別
!原料y.の 乾物J)

TDNJ) 
年初給与21試算濃厚 乾物!)

TDN1) 

主}ミ民iH合与2) 試 fPi i，控除ム 試 算 濃 厚

TDN含監 収f立 可能頭数 illi乳境紛料 収滋 'riJ有量販数 産乳母飼料 産手LfiJ:飼料

(t) (t) (%) (頭) (t) (t) (t) (t) (%) (頭) (t) (t) (t) (t) 

tff泣2牛照 60%以上 171 105 61.1 47 383 168 260 160 61.4 70 579 249 

60%米泊13 80 48 59.1 23 184 85 

252 152 60.4 70 567 253 260 160 61.4 70 579 249 12 -4 

Rr&牛斥l他 146 84 57.7 79 48 60.3 

総長↑ 398 339 

;t 1) l[立後H寺JUJによる乾物奴滋(y)及びTDN含民(yt)は， HJ穏始からの日数(x)との関係iこより， y 0.30x'+21.1x十500.7及び

yt= -0.2 x +62.0カ主らよj(めた。
i12 )体重680kg. 乳1旨王手4.0% とし，要求il1 と成分f[立はlJ木綿1主総準(2006) を用い，年間給与 nJ1ì~TIJ1数がNDF合泣より求めた申告物摂取及か

ら，試算ffi乳}註はo紛傾飼料のTDN合1泣から試算した。

i主3)改善効果は131JIMj収穫と291J間llx穫の示。

表 3 収穫期間の短縮による経済的な改善効果

後，mtJ二70~Jì (参与 )rIt主Lj二 1iîJì~たり

llx穫期間 収穫期l1ij

[現状]【己主義】
改善

【現状]【改議]
改善

効果 効果
291J I若JI13U問 29日間j1131J jh~ 

手Lrii (t) 567 579 12 8.10 8.27 0.17 

ù~~r11ÊffJ料 (t) 253 249 -4 3.61 3.56 0.06 

手Lft (千円)39，690 40，530 840 567 579 12.0 

ìÌ:~r[l飼料資(千円) 12，115 11，886 229 173 170 3.3 

J手号!手Lfl: (千円)27，575 28，644 1.069 394 409 15.3 
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4)収穫オペレータ利用システムの提案

(1) RBS体系の固定化と作業の共同化・作業委

託を臨む要因の整理

RBS体系が国定化する要因として次の 3点が

指摘できる O ①高能率な細断型サイレージ収穫・

調製体系は，刈り取り・運搬・踏圧の各作業が同

時並行的に行われるため組作業人数を多く要する

が， A町では家族労働力が少ない経営が多く，こ

の体系を採用しづらいことが考えられる。これに

対して， RBS体系では作業能率は{尽くなるもの

のl人でも対応可能であること，小回りが手IJくこ
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と，そのため家族労働力が少ない状況でも採用が

しやすいことが考えられる。②作業の共同化が進

まない要閣は，気象変動が大きいため各農家が一

斉に作業を進める必要性があり，不公平感無く共

同作業を行うことが難しく，機動性を確保するた

めに個別作業を行っていることが考えられる。③

作業委託が進まない要因は， RBS体系が多い要

因と共同化が進まない要国とも重複し，地形的条

件による作業性と気象的条件による収穫調製時の

不公平感によると考えられる。

このような状況を踏まえると，現状の収穫体系

の早急な変更は難しいと考える。しかし本成績の

検討では， RBS体系のままでもオペレータの増

により収穫期閣の短期化が可能で，経済効果も

期待できることを明らかにした。ところが現状で

は，農家にとっては，作業機の操作技術を持った

人材の安定的確保に不安を持っており，このこと

が，少ないオペレータ人数で収穫期間の長期化を

選択せざるをえない状況を生み出していた。

このことは，地域に信頼できる収穫オペレータ

利用システムを構築できれば，収穫期間短縮によ

り農家経営の改善が期待できる。

(2) 収穫オペレータ利用システムの具備すべき

条件

①収穫作業の支援方法の検討に用いる基本形

検討にあたり，法に基づく支援の基本形 3つ

(労働者派遣，業務請負，職業紹介)があり，そ

の概要を示した(表 4)。

②契約方法の検討

収穫機械等がすべての農家で装備されている状

況では，業務請負のコントラクタよりオペレータ

員の雇用が望まれる。農家にとって誼接麗用が最

も自由度が高いが，問題点として次の 3点が挙げ

られる。

a.求人募集業務を必要とするため，すべての

農家で行うことは難しく A町ではこれらの対象

となる人材は少なし、。 b.地域内で直接雇用を行

う場合，人間関係が大きく影響し，親族等の近親

に限られるo c. JAは農家からの委託で委託

募集を行えるが，紹介や斡旋行為は行えない。

以上の契約上の制約を踏まえて，農家にとって

選択可能な人員(オペレータ)確保及び契約方法

表4 支援方法の検討に用いる葵本形

労働者派巡 | 業務約負 | 職業紹介

内務|派遣元事業況がm己の医用する労働者を. I労働の結果としての仕事の完成を目的とす l求人及び求職の中込を受けて，求人誇と求

派i笠先のお係命令を受けて，この派遊先の iるもの(民法第632条)だが，労働省派ilil験者の聞における経府関係の成立を斡旋す

ために労働に従事させることを32として行!との違いは，注文主と労働者との!切に指l1!I1ることをいう。このi当合，斡!皮とは，求人

うことをいう。 I命令関係を生じない点にある。 I者と求職者との間{こ介氏L.濯如実|係の成
lLが容易に行われるよう第三者として使笠

をl~ ることをいう。

方自
戸
ム
医

d笠斗訂

庭用関係、¥/次指際命令関係
I~擦命令献陥者一

/主)隊生労働省・都道附録労働局「労働者派遣事業を適正に:;J::fi泡するためにー許可・更新等手続きマニュアノレの資料をもとに作表した。

表 5 契約方法郊のメリット・デメリッ卜

震鼠等の形態|契約方法i メリット | デメリット

①院後滞緩で人材を選択可能 |①経照子t任と労務管耳立が発生

箆後雇用 |直接契約i②直接指掠命令が可能 |②夜用者募集の業務の発生

③康問者との段級交渉が可能 |③契約交渉・契約事務の発生

ICDo凌な人材を必要な期間活用が可能 |①雇用資任と労務管理が発生

間接雇用 |派遣契約i②証主主主箔俸命令が可能 |②契約交渉・契約事務の発生

③複数の人材派造会社の活用により入札が可能 |③人材の事前向援は不可

①当事者間で最適な期間を任意に設定可能 |①事前に詳割11な打合せと契約内谷の確認が必妥

業務請負 I '=.-l( Þ.ot.71(;，~1 ②収穫作業の一吉田又は会常の分業化が可能 |②利用者摂IJは盛接指搬命令が出米ない
|請負契約i | 

(アウトソーシング )I""~"""I (互利用者側に雇用責任は発生しない |③夜用者が技術講習を実施

③使用する作業機滅は請負業者が用主主

-40-
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について検討した結果を表 5に示した。上記の問

題点、を解決し，農家にとって雇用利用をしやすく

するためには，契約や労務管理について支援する

ことが非常に大切である。

(3) 収穫支援主体と方式の検討

農家が必要としている支援の条件は，次の 3点

にまとめらnる。

①必要な人員が確保できること

②料金は明確で安いこと

③契約及び保険等の事務手続きの負担が少ない

こと

システム構築にむけ，支援方式について検討を

表6 収穫支援方式別のメリット・デメリット

方式 メリ y ト デメリ y ト

JA ①利用料金の明篠化 ① J AI主戦業紹介Jt任者の設置

()!!¥料職業籾介方式) ②中間マージンが発生しないため低料金化 ② J :¥1ま無料職業紹介事業の届出

③己主語とは契約及び日塁間関係の事務のf141素化 ③浪芸〈は夜間者立{千と労働管関の発生

③ J A によるオベレータ希5望者の把短から技術議育会の

lif1il~が可能

⑤人事tli存保時の人材情報が笠宮

地元企業 ①会社は新たな事業証霊協 ①会社l立法に;基づくii'fiiJの取得

(人材派送方式) ②労働派遣事業に伴う免許税・手数料の発生

③j収穫オベレータ以外の業務の開拓

③農家は夜間者支{壬と労働管療の発生

人材派沼会計利用 ①入札等により料金の平準化が可能 ①地元!こ人材派jji会社がない

②希望に対して人材の供給が可能か〈不安)

(IDJ~~まは会H と直接契約(契約事務の発生)

③足芸家は夜間者支任と労働後昔日の発生

t出71:企業 ①機械作業に慣れた人材がr，jti保されている a:建設関係の作業ピーク時Wlと収穫時期の競合

(的負契約方式) ②会計。は庭用者の労働の孫{呆 ②会社はl収穫機械の装備かリース等による確保

③}史家{まl収穫作業の-.gi~ ・全部の分業化 ③会計はi収穫オベレータに対する作業議苦手の災絡

③!箆2主ーは雇用者't'H壬が発生しない ③農家は契約事務の発生

③1史家{土気象変化による負般のI曽却l
⑤注文主と労働者!こf[j燦命令|翌日系の発生の危険制.

利用組合設立 基本的には，人材の募集・契約・労働生ì'J1~等について会干l: も L くは飼号11段通二が行つ仁いた部分会利用総合でií う形と

なる。料金の明確化などのメ')''lトもあるが，収穫期1M!のみの夜間となること，形としては請負契約となるため， j詰

陣命令関係の発生なと、の問題点も多く検品すまでとした。

誌に
巴 J⑤ E③紹介

@ 納入希望

⑤契約

人材募集・篠保・紹介

利用料金図安設定

事務管f1Il支援

妓術研修の実施

契約期間の調室主

コントラ化

ト便豆翌野 j
Lく琵~I
Lく互主主:>

田地域のメリ y卜

図 2 JAオペレータ利用システムの役割とメリット
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行った結果を表6に示した。上記の条件を

最もクリアしやすい方式は， JAが核となっ

た無料職業紹介方式である σ無料職業紹

介事業とは，職業紹介に関し，いかなる名

義でも手数料又は報酬を受けないで行う職

業紹介事業を言う)。この支援方式では，

デメリットとしてJAは a.職業紹介責

任者の設置 b.無料職業紹介事業の居出

が必要となり，農家は雇用者責任と労働管

理義務が発生する。

(ヰ) JAが核となるオペレータ利用シス

テムの提案

無料職業紹介事業の導入により機能性を

高め，農家が利用しやすい支援として iJ

Aオペレータ利用システムJを提案する

(図 2)。



312 北産量第76巻 %3号 (2009年 7月)

提 案するシステムが持つ特徴は次の 3点にまと

められる。

謝辞

今回の労働支援システムは，当該JA，根室農業改良

普及センターおよび娘銭11農試技術体系化チームが協働

して， JA紐合員の経営実態と意見を集約，関係機関

(農協・地元建設会社・労働局)との意見交換を受けて

提案したものであり，当該JAにおいてその必姿性が理

解され，組織化の検討が始まったところである。関係

者各位に謝意を表します。また，本稿を草するにあた

り， ご校陪をいただいた根弱11農試扇勉場長および三木

直倫研究部長lこ心よりお礼申し上げます。

①JA臨轄化による新規 就 農 参 入 予 定 者 の 就 労

及び技術力向上の場とする。

②地域内人材(農業者OB・オペレータ経験者)

を 有 効活用すること。

③職業紹介によるオペレータ利用システム

このシステムが運営 されることにより，表?に

示す地域・農家の想定 されるメリット 8点と表 8

に示す成立条件の 5点、をまとめた。

章受7 JAオペレータ利用システムのメリット

メリ y ト [勾谷

①人材及び地域後継者候 人材の[，Ji;保がされれば，農家の妥認に対して安定的なl民総オベレータ支援の継続がれJ能となる。また，求職者に

捕の確保 指r;¥!抗it袋w祭の人材が確保されれば， AI首Iの最大の課題である良家戸数の減少に機IIニめがかかることが期待でき

る。

②地域内人材の有効活問 地域内にtfilする足芸家oB~手の既に技術そ身につけている人材の有効iM目安|必る。

③手IJm料金格発の是正 利用料金目安安ノ"]"すことができるほか，求人側は希望する料金での契約も可能となる。

④契約事務のim主主化 民家は求人中し込み・求職者の紹介・求職者との契約となる。足芸家があまり得心、としない契約父渉や肉類作成等

が支援してもらえることで利用しやすくなる。

⑤IllZf霊オベレータの技術 J Aとして技術研修会を開催することで，オベレ タの技術向上を凶ることが可能となり，硲悶する農家として

研修 も安心して作業を行うことができる。

⑥オベレータの契約締lIm J収穫オベレータ利用農家の収穫時JUJと期間の隊訟により，契約目立に調整することに，オベレータの稼働効率を必

の誠主主 めることもれUH~になる。

⑦フレソクスな作業時間 出家が希摂する時総得の契約も可能となる。

の検討

③ロ ノレベーノレサイレー 収穫オベレ タの人員的余力が尚まれば尚齢者経営や搾乳特化?\~経営に対する支援策のーっとして口一ノレベ ノレ

ントラの検討 |サイレージl収穫体系コントうの検討も可能となる。

表 8 JAオペレータ利用システムの成立条件

成立条例今 |付手F

①オベレータの潔!}1llel窪 現状の収穫オベレータ希液状況及び今後の短・中期的議!}1lの抱怒とやl筒形態についての把J震が必要となる。組織

として需要動向と涜~f立にあった人材の際保や剥授が必婆となる。

②J自滅i付におけるオベレー 収穫期間中のオペレータ作業に従事可能な民家OB等の人材把擦が必要である。

タ人材の把握

②新m就政参入者の求人 新鋭就j長(参入)希税者に対しでは，実践カの奇書成，資金確保のi号とする必裂がある。

④IllZf立オベレータ以外の 五日綴として安定的継続的遂2ぎを考えた湯合，一定の専任オベレータの確保も必要となる。そのJLj合の収穫wm~以

!反照のJ:%hの確保(専任オ タトの!雇用の l窃が必25となる。特に新tJl~lJd希祭手守は袋詰ミfúf修を1限定しているが，新鋭 ~fJ~やmö:J I\ ~J工業におけ

ベレータの孫{早) る月道府のI詰の総{呆が必要となる。

⑤平IJ伺;;JJ~主の J丘用 Jôi'íi壬 手IJF丹波家においては，オベレータとの契約投金の他，労災保険の加入や}伝用三主としての労働m~l~q;が必袋となる。

⑤J 1¥としての魚JD. JI¥として新たに無料級業紹介事業の運営となることから，職業12定it第33の3の規定iこより職業紹介点{壬肴の

配置とf学生労働大臣に届tlJが必要となる。
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