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現⾏事業の実施経過(平成28〜平成30年度)

１

➢既存の経営規模が小さいことにより親元就農を躊躇する農家
後継者の懸念を払拭し、意欲ある農家後継者の親元就農を⽀
援する。

➢一定規模以下の農業経営体において、後継者の就農をきっか
けとした規模拡大等に資する資産の取得に対し、地域(ＪＡ
や市町村)の助成額を超えない範囲で1百万円以内/経営体で
⽀援する。

➢ＪＡ相談機能の一層の充実を図り、農業経営体の経営課題の
解決・農業経営の発展を⽀援することを目的に担い手農業者
やＪＡが費用を負担せずに専門コンサルタントを斡旋する。

➢道内の税理⼠や社会保険労務⼠と新時代協議会が契約を締結
し、ＪＡや生産者の相談内容に応じて個別に対応する。

➢ＰＲや募集活動の実施等により、潜在的な就農、農業従事希
望者を掘り起し、農家・農村・農業を知るきっかけを提供す
る取組みに対して⽀援する。

➢新規参入希望者と地域・受入農家とのマッチングを⽀援する
「新規参入希望者マッチング⽀援」、学生等を農業現場に呼
び込む取組みに対して⽀援する「農業インターンシップ⽀
援」、上記の取組みを地区段階で実施することに対して⽀援
する「地区企画⽀援」の３つで構成している。

➢ＩＣＴ導入⽀援に取組むＪＡに対して、担い手農業者の費用
負担軽減を図るため、ＧＰＳガイダンス装置・自動操舵装置
の導入費用助成を⾏う。

➢ＧＰＳガイダンスと自動操舵装置の導入に係る費用について、
上限20万円を助成する。

農家後継者親元就農支援事業 農業経営コンサルタント事業

農家・農村・農業体験支援事業 ICT導入応援事業

➢平成27年11⽉に開催した第28回ＪＡ北海道大会で決議した「⼒強く持続可能な農業を⽀える担
い手の確保・育成」を実践するため、全国連の「農家所得増大・地域活性化応援プログラム」を
活用し、ＪＡグループ北海道独自の取組みとして、平成28年から3カ年で「担い手確保育成⽀援
事業」を実施した。

➢予算については、 「農家所得増大・地域活性化応援プログラム」として3億円、ＪＡグループ北
海道として3億円の計6億円で事業展開した。



北農５連ＪＡ営農サポート事業のこれまでの検討の流れ
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北農５連ＪＡ営農
サポート協議会
(旧新時代協議会)

〈構成〉
●ＪＡ北海道信連農業融資部、ホクレン経営企画部、営農⽀援セン

ター、共済連普及部、厚生連経営企画部、中央会ＪＡ総合⽀援
部(事務局)

経営企画委員会

〈構成〉
●北農５連専務、常務、参事で構成
＊委員⻑は中央会常務理事
＊北農５連に関係する案件について協議する会議体

検討組織

決定組織
北海道農協基本農政対策

本部委員会
報告

各地区組合⻑会議等において、報告・周知等



基本的な考え方

次期対策(北農５連ＪＡ営農サポート事業)の基本的な考え⽅
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国の事業と棲み分けた上でＪＡグループ北海道にしかできない事業の実施2

➢国で既に措置している事業もしくは国が出来うる事業と重複する事業は、国に⽀援の充実化
もしくは措置を求めることとし、地域政策を視野に入れたＪＡグループ北海道にしかできな
い事業を実施する。

ＪＡによる担い⼿・労働⼒確保の取組みを後押しする事業の実施1

➢生産現場では、依然として労働⼒不⾜や担い手不⾜が喫緊の課題であることから、ＪＡによ
る担い手・労働⼒確保の取組みを後押しするための事業を実施する。

生産現場のニーズに合った事業の実施3

➢年々多様化している生産現場のニーズを捉え、より効果的に応える事業を実施する。

➢生産現場においては、労働⼒不⾜や担い手不⾜が喫緊の課題であるため、現⾏事業において、
親元就農に対する⽀援事業やＩＣＴ導入⽀援事業、農業体験の取組みに対する⽀援事業などを
展開してきた経過にあるものの、依然として、労働⼒不⾜や担い手不⾜が喫緊の課題である。

➢次期対策においては、より効果的にＪＡによる労働⼒や担い手の確保に向けた取組みを後押し
する事業を実施することにより、地域の様々な優良事例のヨコ展開を目指す。

基本的な考え方を踏まえた事業のあり方

次期対策の実施により地域の様々な優良事例のヨコ展開を⽬指す。



基本的な考え⽅を踏まえた現⾏事業の整理について
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農⽔省で関連事業があるため、
国に支援の充実化を求める。
(強い農業・担い⼿づくり総合支援交付⾦)

親元就農支援事業

農⽔省で関連事業があるため、
国に支援の充実化を求める。
(新規就農意欲喚起・相談等支援事業)

農家・農村・農業体験支援事業

農⽔省で関連事業があるため、
国に支援の充実化を求める。

(スマート農業加速化実証プロジェクト、強い農業・
担い⼿づくり総合支援交付⾦等)

ICT導入応援事業

次期対策においても、切れ⽬なく
事業展開し拡充を検討する。

※4/15経営企画委員会決定

農業経営コンサルタント事業



5

人材の確保・定着 機械等の導入推進、スマート農業等の
省⼒化技術の導入

➢担い手・労働⼒確保対策は、①「⼈材の確保・定着」と②「機械等の導入推進、スマート農業等
の省⼒化技術の導入」に大別され、これらの取組みを後押しするため、現⾏事業では、農家後継
者親元就農⽀援事業や農家・農村・農業体験⽀援事業、ＩＣＴ導入応援事業を実施した。

➢次期対策においては、②は、国が強⼒に事業推進しており、様々な事業が措置されていることか
ら、国に⽀援の充実化を求めることとし、ＪＡグループ北海道としては、①を新たな事業により、
重点的に⽀援してはどうか。

農⽔省に関連事業があるため、
支援の充実化を求める。

ＪＡグループ北海道の
新たな事業により
重点的に支援する。

担い⼿・労働⼒確保対策の絞り込み

農家後継者親元就農支援事業
農家・農村・農業体験支援事業の実施

農家後継者親元就農支援事業
ＩＣＴ導入応援事業

現
行
事
業

次
期
対
策

ＪＡによる担い⼿・労働⼒確保対策の後押し

手
法



人材を確保 する効果的な取組み

➢日本全体で⼈材の奪い合いが激化している状況
下において、新たな手法による多様な⼈材確保
の取組みを後押しする事業の構築が必要。

人材の定着 を促す環境整備

➢⼈材が地域に定着してもらうためには、受入れ
に係る環境整備の取組みが必要不可⽋であるこ
とから、受入環境整備の取組みを後押しする事
業の構築が必要。

人材の確保・定着を支援する事業の考え⽅

⼈材を「確保する効果的な取組み」と⼈材の「定着を促す環境整備」を
両輪で取り組むことで、ＪＡグループ北海道が地域の⼈材を確保する

人材確保機能の構築を目指す。 6



北農５連ＪＡ営農サポート事業の全体像

北農５連ＪＡ営農サポート事業
(令和元年度〜3年度)

農業人材確保支援事業

予算額︓2億2百万円

農業経営コンサルタント事業

予算額︓900万円

ＪＡグループ北海道の今後の事業展開を
⾒据えた調査事業

予算額︓380万円
※初年度中央会予算78万円、令和2〜3年度300万円

➢ＪＡによる⼈材の確保・定着の取組みを後押しするため、地域に
おける新たな手法による⼈材募集の取組みに対して⽀援するほか、
ＪＡと市町村等が一体となってより定着しやすい環境を整えるた
めの特色ある環境整備や機能向上を含めた環境整備の取組みに対
して⽀援する。

➢近年、ＪＡや連合会と競合する農業サービス事業体が台頭し
てきており、今後更に事業の拡大が懸念されることから、今
後の系統組織の新たな事業展開の一助とするため、新たに農
業分野のサービスを開始している事業体に対して調査を実施
し、その事業内容と運営実態を明らかにする。

➢ＪＡ相談機能の一層の充実を図り、農業経営体の経営課題の
解決・農業経営の発展を⽀援することを目的に担い手農業者
やＪＡが費用を負担せずに専門コンサルタントとの相談機能
を提供する。

「北農5連ＪＡ営農サポート協議会」が主体となり、北農5連の負担により事業を実施7



農業人材確保支援事業

■事業の内容

(１)求⼈サイトの活用やパート募集の取組み、産地間連携や農福連
携、外国⼈材の活用など、地域における新たな手法による⼈材
確保・定着の取組みに対して⽀援する。 (事業費の1/2を助成)

(２)ＪＡと市町村等が一体となって、より定着しやすい環境を整え
るための特色もしくは機能向上を含めた環境整備の取組みに対
して⽀援する。 (事業費の3/10を助成)

➢組合⻑会等の地区組織や複数ＪＡ等が連携した広域的な⼈材確
保・定着の取組みに対して⽀援する。

(事業実施主体に対して事業費の1/2を助成)

地域外人材
(外国人含む)

障がい者等の
多様な人材

地域内人材

■事業のイメージ

ＪＡ等による新たな
人材の確保・定着の取組み

人材の確保・定着

北
農
5
連
Ｊ
Ａ
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会

⽀援

(3か年:2億200万円)

１．ＪＡによる人材確保・定着の取組みを後押しする支援事業

２．地区組織等の新たな発想による取組みを後押しする支援事業

➢ＪＡによる⼈材の確保・定着の取組みを後押しするため、地域における新たな手法による⼈材募集の取組みに
対して⽀援するほか、ＪＡと市町村等が一体となってより定着しやすい環境を整えるための特色ある環境整備
や機能向上を含めた環境整備の取組みに対して⽀援する。

➢地区組織等において、前例のない新たな発想による⼈材確保の取組みにより、地域へのヨコ展開を促すため、
「手上げ＆事前審査方式」による⽀援事業を⾏う。

事業の概要

8



対象となる主なＪＡによる取組み(例)

新たな人材の活躍対策
➢障がい者や引きこもり、外国⼈材、
域外⼈材、ボラバイト等の新たな
⼈材の確保に取組みに対して⽀援

新たな募集対策
➢求⼈サイトの活用等、当該地域にお
ける新たな募集の取組みに対して
⽀援

人材の定着化対策

➢⼈材の定着化に向けて、特色もしくは
機能向上を含めた環境整備の取組み
に対して⽀援

労務管理向上対策
➢⼈材の定着化に向けて、農業者等に対
する啓発の取組み等に対して⽀援

産地間連携対策
➢農繁期の異なる産地との産地間連
携の取組みに対して⽀援

新規就農募集、従業員募集、アルバイター募集

説明会の開催、
求人サイトの活用など

冬

春

両産地の農閑期
のズレを利用

ＪＡ農作業⽀援
スタッフ

若手農業者等

農作業支援スタッフ等による
労働⼒支援対策

➢ＪＡや子会社による農作業⽀援スタッ
フ(実習生含む)を活用した農作業⽀
援の取組みに対して⽀援

空き家等の
利活用

⼥性が安⼼して
住める防犯機能
の整備等

宿泊施設の整備

上記以外も含め、地域の新たな人材確保・定着の取組みに対して幅広く支援9



ＪＡグループ北海道の今後の事業展開を⾒据えた調査事業

➢近年、ＪＡや連合会と競合する農業サービス事業体が台頭してきており、今後更に事業の拡大が懸念されるこ
とから、今後の系統組織の新たな事業展開の一助とするため、新たに農業分野のサービスを開始している事業
体に対して調査を実施し、その事業内容と運営実態を明らかにする。

事業の概要

■調査の内容
１．対象事業体の事業内容および運営実態調査
➢農業サービス事業体に対して、事業内容と運営実態の
聞き取り調査を実施する。

２．対象事業体を利用する選択理由と系統組織への要望
➢農業サービス事業体を利用する構成員に対して、同事
業体の事業を選択する理由と系統組織に対する要望調
査を実施する。

３．対象事業体と系統組織の共通点と相違点の分析
➢上記の聞き取り調査を踏まえ、農業サービス事業体と
系統組織の共通点と相違点を分析する。

■農業サービス事業体の近年の傾向

(3か年:380万円)

(初年度︓中央会予算78万円、Ｒ2〜3年度︓協議会予算300万円)

事業の多角化によるＪＡ・
連合会事業との競合激化の懸念

人材斡旋

経営
コンサル

資⾦計画
支援人材育成

付加価値
支援

人事労務
支援

独自販売等
の本業

10



ＪＡグループ北海道による事業展開の今後の⽅向性について
平成28〜30年度 令和元年〜

➢過疎化や規模拡大の進展等により、
全道的に担い⼿不⾜、労働⼒不⾜
が進んできた。

➢過疎化や規模拡大の進展等により、
全道的に担い⼿不⾜、労働⼒不⾜
が進んできた。

課題

➢求⼈倍率の上昇傾向や売り手市場等
により、依然として担い⼿不⾜、
労働⼒不⾜が深刻化している。

➢求⼈倍率の上昇傾向や売り手市場等
により、依然として担い⼿不⾜、
労働⼒不⾜が深刻化している。

課題

現⾏の担い⼿確保
育成支援事業の実施

次期対策の実施
※国の事業と棲み分けた上
で生産現場のニーズに沿っ
た効果的な事業展開 JA・組合員に対するサービ

スの充実化のため、各連の一
体的・横断的な事業展開に向

けた体制整備を検討
(営農サポートセンター体制の検討)

農業経営コンサルタント事業の開始 コンサル事業の拡充・強化(各連共通した普遍的な基盤事業)

☞各連やＪＡと競合する農業サービス事業体の
更なる台頭の懸念

☞組合員数の減少による事業ボリュームの減少

課題

11



事業スケジュール ＊令和元年度事業分

Ｈ31
4/1

R2
3/31

R元
8/20

要綱決定
(経営企画委員会)

R2
5/末

助成対象期間

事業実施計画申請
(様式１:ＪＡ→中央会支所→協議会)

R元
11/末

計画承認通知
(様式２:協議会→ＪＡ)

事業実施報告書提出
(様式３:ＪＡ→中央会支所→協議会)

助成決定通知
(様式4:協議会→ＪＡ)

R2
7/末

R2
9/末

助成金支払
(協議会→ＪＡ)

協議会で審査

協議会で審査



事業スケジュール ＊令和２年度事業分、３年度事業分(共通)

4/1 3/316/末
翌年度
5/末

助成対象期間

事業実施計画申請
(様式１:ＪＡ→中央会支所→協議会)

8/末

計画承認通知
(様式２:協議会→ＪＡ)

12/末

事業実施報告書提出
(様式３:ＪＡ→中央会支所→協議会)

助成決定通知
(様式4:協議会→ＪＡ)

翌年度
7/末

助成金支払
(協議会→ＪＡ)

協議会で審査

協議会で審査


