
 

 

 

 

 

酪農法人講習会酪農法人講習会酪農法人講習会酪農法人講習会    
（営農指導ネットワーク企画講習会） 

－雇用調達と労務管理－ 

 

 

 

 

 

と き：  平成 26 年 3 月 25 日 11 時より 

ところ：  別海町 別海マルチメディア館 

 

 

 

主催：根室生産農業協同組合連合会 

        



講師のご紹介講師のご紹介講師のご紹介講師のご紹介    
 

【午前の部 11:00～12:30】 

 明治飼糧(株)酪農サポートセンター 

課 長   畠 山 尚 史  氏 

 

略 歴 

平 成 4 年 帯広畜産大学 卒業 

平 成 6 年 北海道大学大学院修士課程 修了 

平 成 7 年 (株)酪農総合研究所 入社 

平成 16 年 北海道大学大学院博士課程 修了 

平成 17 年 雪印乳業(株)酪農総合研究所 入社 

平成 18 年 明治飼糧(株)酪農サポートセンター 入社 

                     

 

 

【午後の部 13:15～14:45】 

帯広畜産大学 地域環境学研究部門 農業経済学分野 

教 授   志 賀 永 一  氏 

 

略 歴 

昭和 54 年 北海道大学農学部 卒業 

昭和 60 年 北海道大学大学院農学研究科単位取得 

昭和 59 年 中札内村畜産研究所 専任研究員 

昭和 63 年 (株)酪農総合研究所 研究員 

平 成 3 年 
北海道大学農学部助手 

助教授、大学院農学研究院准教授を経て 

平成 25 年 帯広畜産大学地域環境学研究部門農業経済学 

                     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根室生産農業協同組合連合会根室生産農業協同組合連合会根室生産農業協同組合連合会根室生産農業協同組合連合会    

 

〒086－1006 北海道標津郡中標津町東 6 条南 1 丁目 2 番地 

TEL（0153）72－2148 / FAX 72－4401 … 企画管理課/生産振興課 

TEＬ（0153）72－2149 / FAX 72－6042 … 情報事業課 

HP ｱﾄﾞﾚｽ  http：//www．ndinet．or．jp/ 

 



人を動かす雇用対策人を動かす雇用対策人を動かす雇用対策人を動かす雇用対策

畠山畠山畠山畠山 尚史尚史尚史尚史

（明治飼糧株式会社（明治飼糧株式会社（明治飼糧株式会社（明治飼糧株式会社 酪農サポートセンター）酪農サポートセンター）酪農サポートセンター）酪農サポートセンター）
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平成26年３月25日（火）
於）別海町マルチメディア館



酪農発展の源“多様性”酪農発展の源“多様性”酪農発展の源“多様性”酪農発展の源“多様性”

• 牛飼い、エサ作り、機械操作、企画・交流、
マネジメント、情報収集人

• 乳量、繁殖、産次、乳質、乳成分、癖牛

• 公庫、系統、銀行、ノンバンク、ファンド、
出資資金

• ファミリー、法人、放牧、メガ、企業、共同経営

• 食育、乳製品加工、観光、教育ファーム地域



意思決定のアプローチ意思決定のアプローチ意思決定のアプローチ意思決定のアプローチ
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酪農経営の純収益の変化（全国）酪農経営の純収益の変化（全国）酪農経営の純収益の変化（全国）酪農経営の純収益の変化（全国）
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安定的に成熟した家族経営のファクター安定的に成熟した家族経営のファクター安定的に成熟した家族経営のファクター安定的に成熟した家族経営のファクター

牧場牧場牧場牧場

運営運営運営運営

乳牛乳牛乳牛乳牛

資本資本資本資本

人的

資本

資金

調達

堆肥
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基盤基盤基盤基盤
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特に、大事な
資源

家族人員、経営と家計
の未分離



成長過程の法人・企業経営のファクター成長過程の法人・企業経営のファクター成長過程の法人・企業経営のファクター成長過程の法人・企業経営のファクター
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TMRセンター、
コントラクター
などの外部化



サイレントキラーの乳房炎サイレントキラーの乳房炎サイレントキラーの乳房炎サイレントキラーの乳房炎

売上高減少

コストの無駄

乳房炎による損失

•生乳売上高の損
失

•償還圧の高まり

•飼料費

•養畜費

•診療費

•乳量損失

•ペナルティー
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酪農経営における労働費酪農経営における労働費酪農経営における労働費酪農経営における労働費
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乳房炎にまつわる経済的ロス乳房炎にまつわる経済的ロス乳房炎にまつわる経済的ロス乳房炎にまつわる経済的ロス

飼料代 養畜費

人件費 生産資材費

乳房炎
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生乳生産コストの性質生乳生産コストの性質生乳生産コストの性質生乳生産コストの性質



人件費削減のための条件変化人件費削減のための条件変化人件費削減のための条件変化人件費削減のための条件変化



人件費からみたコスト削減効果人件費からみたコスト削減効果人件費からみたコスト削減効果人件費からみたコスト削減効果

　　　　　　　　　　　　頭数と人との関係頭数と人との関係頭数と人との関係頭数と人との関係

　1人あたり20頭（60頭÷３人）
　規模拡大により、1人あたり30頭（120頭÷４人）

　人員の増加以上に頭数・売上高の増加が図れる！

1人の追加的増員に対して、頭数は２倍の60頭増加が可能となり、
1人当たりの収益もアップします。



スケールメリットを数値で確認スケールメリットを数値で確認スケールメリットを数値で確認スケールメリットを数値で確認

　　　数値で確認してみましょう！　　　数値で確認してみましょう！　　　数値で確認してみましょう！　　　数値で確認してみましょう！

労働

規模拡大前 ３人

規模拡大後 ４人

※個体乳量は、規模拡大前後で8,500kgで固定とします。

　　人件費分の生産コスト＝人件費(a)÷出荷乳量(b)

人件費分の生産コスト

19.6円/kg

12.7円/kg

出荷乳量(b)

510トン

1,020トン

人件費(a)

1,000万円

1,300万円

規模拡大後は、従業員１名
を300万円で雇用。

ただし・・・大型投資により融資を受けることでの負債償還の圧力が発生します。

スケールメリットが発揮されるのは、規模や売上高が増えても支出が一定となる
固定費（人件費、賃料料金、減価償却費など）です。変動費（飼料費、診療衛生
費など）は発揮されにくいといえます。

拡大後は、人件費が低減。
これがスケールメリットの一つ。



牧場の組織図（典型的）牧場の組織図（典型的）牧場の組織図（典型的）牧場の組織図（典型的）

牧場運営

繁殖飼養部門 搾乳生産部門

乳房炎対策
乳質・乳成分

チェック

飼料給与部門
自給飼料

部門

堆肥還元 収穫調整

経営経理

部門

コンサルタント・

アドバイザー
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経営事例（日高管内経営事例（日高管内経営事例（日高管内経営事例（日高管内KKKK牧場）牧場）牧場）牧場）

• ３戸の酪農共同法人

• 2003年に設立。

• 構成員４名、従業員８名、パート２名

• 経産牛：370頭

• 生乳出荷量：約4,000トン規模

15



経営事例（オホーツク管内経営事例（オホーツク管内経営事例（オホーツク管内経営事例（オホーツク管内SSSS牧場）牧場）牧場）牧場）

• ４戸の酪農共同法人・畑作複合

• 2000年に設立

• 構成員３名、従業員５名

• 経産牛：2６０頭

• 生乳生産量：2,６００トン規模



体細胞数の推移体細胞数の推移体細胞数の推移体細胞数の推移
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リニアスコアの推移リニアスコアの推移リニアスコアの推移リニアスコアの推移
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ＫＫＫＫ牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント

�定期的な地元農協、獣医師、税理士などからなる運営
委員会の開催。地元の酪農ブレインが結集。

�それぞれの役割分担で専門特化、責任の所在の明確。

�新卒の従業員に対して作業上の役割責任を持たせる。

やる気や意欲に結びつく。

�牧場経営での究極の結果が生乳の乳成分・乳質。

どこに原因があるのか（飼料なのか、牛舎内飼養なの
か、ヒトの搾乳なのか）

原因と結果をスタッフ間で協議。

結果として、経産牛や生乳の状態が見出される。

�このプロセスを明示し、見える化。



SSSS牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント牧場の経営ポイント

�「リニアスコア」５以上ゼロを目標。

�「自分の飲みたい、飲める牛乳を目指す」

�乳質は消費者への信頼のバロメーターとの意識付け。

�搾乳牛群と治療牛群の徹底した隔離（道路を超える）

�構成員のそれぞれの奥さんの存在で、有用な発言や提
案。牧場を盛り上げる。

�スタッフ全員の水平的関係。男女共同参画の意識。

�スタッフ総出で、気遣い、心遣い、助け合いの三拍子。

�従業員・地域のことを思うと真摯な経営の実践。このプ
レッシャーもいつかは満足感になる。



経営事例（経営事例（経営事例（経営事例（TTTT牧場）牧場）牧場）牧場）
□構成員４人、従業員10人、パート１人、経産牛543頭、

出荷乳量4,800トン、分娩間隔は390日。
□ＴＭＲセンターから安定的な飼料調達を、有機的な関係を構築。
□平成22年８月に突如、乳房炎性マイコプラズマの被害。スタッフ

一丸の対策で翌年２月には終息。疾病対策として約１億円の損
失、100頭以上の乳牛淘汰、原因は導入牛発病の接触感染。

□対策：①治療牛の８頭Wのパーラー内洗浄で塩素系消毒
②バックフラッシュによる衛生管理の徹底
③50ポイントロータリーパーラーでの乳房炎チェック
④哺育牛舎での３カ所で重点的な衛生防除対策

□日量の数値化把握。日乳30kg目標、毎日の乳量をチェック、その
成果を壁に表示し、いつも把握できる環境。

□全スタッフによる乳房炎チェックや毎日気づいたことの記録、必
ず朝礼で報告。

□スタッフ全員が牧場への帰属や改善意識を持った。
□代表の首尾一貫したリーダーシップ



人をうごかす管理人をうごかす管理人をうごかす管理人をうごかす管理

• 「組織（経営）は人なり」

• 労務管理・マネジメントのポイント

ヒトを“うごかす”

“やる気を起こさせる”

• 酪農における２つの労働の性格

①搾乳生産・飼料生産など生産労働（肉体的労働）

②マネジメントする管理労働（頭脳的労働）

「人的資源」、「人材育成」「人的資源」、「人材育成」「人的資源」、「人材育成」「人的資源」、「人材育成」



牧場事例から牧場事例から牧場事例から牧場事例から

�意識づけの基本

→「誰の為でもない、ただ牛のために仕事をするこ

と」を最初に明言。

�従業員が辞めた理由

→指揮系統が不明、役員に魅力がない。

�イキイキとした体制

→権限や責任を与える。牧場のファンになる。

�完全責任制

→60頭つなぎ牛舎を５棟建築。一つの牛舎に一人

体制で切磋琢磨。 23



魅力ある職場づくり魅力ある職場づくり魅力ある職場づくり魅力ある職場づくり を目指してを目指してを目指してを目指して
� 労務管理の基本は就業規則の作成から（ルールづくり）

� 人を雇うときのポイント：制度の側面（「労働基準法」15条）

①就業規則

（総則，休職・復職など人事面，退職・解雇，就業時間，休憩，休
日，有給休暇，特別休暇，福利厚生）

②給与規定

（基本給・諸手当・賞与の給与種類，支払い方法，計算期間・支給
日、定期昇給）

③退職金給与規定

（受給資格，支給額の算定，退職給与引当）

④保険制度の利用：福利厚生

（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）

※労働に関する契約は口頭でも成立するが、その後のトラブルを
回避するためにも

文書化する必要がある。



労働時間・休日・休暇の条件労働時間・休日・休暇の条件労働時間・休日・休暇の条件労働時間・休日・休暇の条件
� 労働時間：

原則として１週間40時間、１日８時間（法定労働時間）

超える場合は時間外労働（「労働基準法」）。

労働基準監督署に届け出る必要。

� 休日確保：

少なくとも週１回休日、４週間を通じて４日の休日（法定休日）。

飼料生産など作業に季節性を有し、天候に左右されるので、
労働時間や休日の諸規定を定めていないケースもある。

� 有給休暇：

「労働基準法」39条に基づく。

６ヶ月間継続勤務，全労働日数８割以上の出勤の従業員に対
して、 最低10日の年次有給休暇を与える。



法定福利・法定外福利制度の内容法定福利・法定外福利制度の内容法定福利・法定外福利制度の内容法定福利・法定外福利制度の内容

法定福利 労災保険・ 雇用保険・ 健康保険・ 厚生年金など

法定外福利

共済・ 金融 共済制度・ 財形貯蓄・ 社内貸付など

レク リ エーショ ン 社内旅行・ ク ラブ活動・ 運動保養施設など

保険衛生 健康診断・ 人間ド ッ ク ・ カウンセリ ング制度など

住宅施設 住宅資金貸付・ 社宅・ 独身寮・ 家賃補助など

生活援助 給食・ 購買・ 慶弔見舞金・ 制服貸与など



貴重な人材をいかすために貴重な人材をいかすために貴重な人材をいかすために貴重な人材をいかすために
� ３回搾乳と労働条件

１日３回搾乳の実施牧場。搾乳の時間帯は深夜に及ぶ。

割増料金を支払う。従業員は喜んで深夜の搾乳作業を行う。

� 人材育成（OJT、環境整備）

住宅や社宅の提供、教育訓練、各種研修への参加、作業の適材適所の配慮、

給与の決定方法の透明性、牧場内役割の明確化。

【牧場作業に邁進できる環境を与えること】

� 酪農のインセンティブ（例）

� 酪農技術への関心・興味。海外酪農先進国で研修を受ける機会。

� 一定の勤続年数を経て、牧場への貢献度も増した人材に対して、

構成員として参画（法人経営の場合）。

� 目標を設定。クリヤするとその分をボーナスとして給料に上乗せ。



経営事例：（府県Ａファーム）経営事例：（府県Ａファーム）経営事例：（府県Ａファーム）経営事例：（府県Ａファーム）
市乳化地帯・都市近郊

①パート労働も含めて従業員雇用が安定的に確保できる地域

②海外（途上国）の研修生，留学生の受け入れが進んでいる

� AAAAファームファームファームファーム

経営形態：酪農専業（法人形態は有限会社）

構成員：２人（社長と父），従業員：１９人，パート労働：１１人

耕地面積：３０ha（そのうち借地13ha）

経産牛：800頭，育成牛・仔牛：120頭，肉用牛F1仔牛：40頭

生乳生産量：8,100トン（年間1,000トン毎アップ）



Ａファームの職能システムＡファームの職能システムＡファームの職能システムＡファームの職能システム
能力レベル 管理・作業 内　容 指導教育 マニュアル化

高 ①堆肥製造 微生物の発酵促進 外部機関→構成員・従業員 ×

（外部専門家の知的ノウハウ）

②飼養管理 乳牛モニタリング 獣医師・構成員→従業員

疾病・栄養管理

泌乳・繁殖状況のチェック （外部専門家の知的ノウハウ）

③繁殖管理 繁殖成績、発情発見 獣医師・→従業員 ○

分娩前後の個体管理 従業員間 （外部専門家の知的ノウハウ）

④飼料給与 TMR給与 構成員→従業員

エサ寄せ 従業員間

⑤搾乳作業 搾乳労働 従業員→パート

乳質・乳成分のチェック

⑥見習い 搾乳作業，飼料給与，繁殖管理 従業員間

注１）ヒヤリング調査から作成。
注２）      は指導者。

×

×

×

低



労働力調達のポイント労働力調達のポイント労働力調達のポイント労働力調達のポイント
� 「構成員」，「従業員」，「パート労働」の３つの労働主体に分化

役割と機能が明確

� 給与水準や福利厚生など就業条件の確立

� 酪農の飼養技術や作業内容を職能別に区分

責任分担制

組織内レベルアップ

� マニュアル化は一部の作業において実施（ルーティンワークなど）

初心者対策としてのマニュアル



労務管理の特徴
� 労働力主体別・職能別の作業従事

搾乳作業は単純労働(ルーティンワーク)，すべてパート労働に任せる。

高い飼養管理技術を要する作業は従業員を対象。

� 従業員の選抜とインセンティブ

従業員は搾乳作業・飼料生産・飼料給与から始まる。

能力向上と習熟度に応じて段階的にシフト（繁殖管理や飼養管理）。

従業員から経営者（構成員）に昇進。キャリアパスの導入。

金銭的なものと仕事面のインセンティブ

� 獣医師・会計士など外部専門家との関係を重要視

知的ノウハウの伝授，アウトソーシング化、OJTや教育・指導

� 経営学者バーナードの人間関係論

公式集団と非公式集団（公式集団の行動に影響を及ぼす）



本田宗一郎のことば本田宗一郎のことば本田宗一郎のことば本田宗一郎のことば

【人を動かすことのできる人は、他人の気持ち
になることができる人である】

【他人の気持ちになれる人というのは自分が
悩む。自分が悩まない人は他人を動かすこ
とができない。私はそう思っている。自分が
悩んだことのない人はまず、人を動かすこと
ができない】



稲盛和夫のことば稲盛和夫のことば稲盛和夫のことば稲盛和夫のことば

【生涯を通じて、打ち込める仕事を持てるかどう
かで人生の幸不幸が決まります。

まず、働く意義を見つけることです】

【「仕事に打ち込んで、世の中の役に立つことが
できました。私は幸せです」
と言えるような満ち足りた人生を送ることを、
誰もが望んでいるのです】
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経営者のチェック項目経営者のチェック項目経営者のチェック項目経営者のチェック項目

チェック 経営者による１６の雇用・労務管理のチェック項目

就業規則を設定し、守っていますか？

社会保険（健康・厚生年金・雇用・労災保険など）に加入していますか？

従業員に安全で、働きやすい職場環境を提供していますか？

従業者に経営理念、仕事の内容、目標をよく理解させていますか？

従業員の能力にあわせて、適材適所で仕事をさせていますか？

「困っていることは？相談は？」と問いかけ、話しを聞く機会をつくっていますか？

従業員からの積極的な意見や提案を牧場発展のためと親身に聞いていますか？

従業員と仕事以外でも語らうなどコミュニケーションが円滑ですか？

従業員に「ここが良かった」など具体的に褒めていますか？

具体例を示して従業員の仕事をサポートしていますか？

従業員に対して、「部下」というよりも「パートナー」として位置づけていますか？

従業者に職場内教育や研修機会を与えていますか？

従業員に対して工夫や知恵が伴うように試行錯誤で仕事をさせていますか？

「仕事のために人を育てる」よりも「育てるために仕事がある」と意識していますか？

従業者へのインセンティブ（やる気）を常に考えていますか？

従業員の将来を考えていますか？



従業員のチェック項目従業員のチェック項目従業員のチェック項目従業員のチェック項目
チェック 従業員による働く満足度を知る１６の項目

経営者から牧場の経営目標や理念が明確に伝えられていますか？

その目標や理念からやりがいや生きがいを感じますか？

牧場の目標の実現のために、自分の仕事が重要であると感じていますか？

仕事内容を他人に的確に伝えれますか？また自慢できますか？

牧場は安全で、最低限必要なものがそろい、働く環境が整っていますか？

経営者や他の牧場スタッフと頻繁にコミュニケーションしていますか？

経営者には気楽に相談できますか？本音で語り合えるスタッフがいますか？

ここ最近（数日間から１週間の間）、経営者から褒められたことはありますか？

経営者の牧場運営に共感し、信頼できますか？

牧場にはやる気や意欲を与えてくれる人はいますか？

牧場では責任ある仕事が任され、作業上で自分の意見が通りますか？

仕事は単調な作業でも、工夫や知恵によって改善し面白みが出る内容ですか？

努力や改善に取り組む姿勢が経営者に納得いくように評価されていますか？

牧場スタッフたちはみんな意欲的で、切磋琢磨した関係ですか？

この牧場で従事することが、自分の成長のためにも不可欠であると感じていますか？

牧場内で学習し、自分の職務充実化を図る機会は与えられましたか？



ご静聴ありがとうございました。
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根室生産連 

酪農法人講習会資料 

１酪農経営体の基本問題 

 １）過重労働・雇用 

 ２）購入・外部調達 

２雇用をめぐる諸問題 

１）雇用の実態 

 ２）経営者の役割 

 

1 

帯広畜産大学 
志賀永一 

2014.3.25 

2 

略歴 

北海道大学農学部卒業       1979 

北海道大学大学院農学研究科単位取得1985 

中札内村畜産研究所 専任研究員  1984 

（株）酪農総合研究所 研究員   1988 

北海道大学農学部助手       1991 

 助教授、大学院農学研究院准教授を経て 

帯広畜産大学地域環境学研究部門  2013 

  農業経済学 



2 

日本農業の大問題（H24白書） 

3 

区分

家族農業
就業者１
人当たり
年間労働
時間

雇用労働
時間割合

農業粗収
益

農業所得 農業所得
率

自営労働
１時間当
たり農業
所得

経産牛当
たり出荷
乳量

時/人 ％ 千円 千円 ％ 円/時 kg/頭
1990 2,545 2.0 30,451 8,589 28.2 1,165 7,517
1995 2,573 4.4 38,746 10,037 25.9 1,380 7,585
2000 2,653 4.9 42,789 10,172 23.8 1,392 7,875
2004 2,537 7.3 49,145 11,104 22.6 1,537 7,891
　　-30 2,348 1.7 18,442 4,562 24.7 881 7,242
　30-50 2,481 3.3 33,293 8,429 25.3 1,358 7,484
　50-80 2,583 5.3 51,690 12,121 23.4 1,587 7,882
　80-100 2,434 6.6 71,045 16,514 23.2 1,914 8,192
　100- 2,732 25.5 109,700 19,189 17.5 1,888 8,655

資料：「農業経営部門別統計」各年次、1990は「農家の形態別にみた農家経済」

酪農経営の経済と労働 

 

 



3 

生乳生産費でみても 

 

 区分

生乳

100kg当た

り費用合

計

搾乳牛当

たり費用

合計

うち

物財費割

合・指数

うち

労働費割

合・指数

円 円 ％、指数 ％、指数

1990 6,952 510,250 76.1 23.9

1995 6,324 502,798 70.3 29.7

2000 6,613 554,119 70.3 29.7

2005 6,784 609,788 74.8 25.2

　1-20 10102 772,813 95.9 218.4

　20-30 9,235 705,156 92.3 185.2

　30-50 7,400 640,383 93.7 138.6

　50-80 6,840 606,086 98.6 101.6

　80-100 6,340 589,592 102.6 79.1

　100- 6,195 585,701 106.2 65.9

資料：「畜産物生産費調査」各年次および

　　　2005年は「北海道農林水産統計年報」により作成

最新データで確認しても 

6 

農業 農業 農業 農業 関与者 従事者 家族 家族外
所得 粗収益 経営費 所得率 当たり 当たり 当たり 労働時間

所得率 労働時間 労働時間 労働時間 割合
平均 8,374 60,026 51,652 14.0 2,363 2,738 2,424 11.5
20頭未満 1,207 12,079 10,872 10.0 2,038 2,248 2,154 4.2
20～30 4,757 25,300 20,543 18.8 2,615 2,934 2,881 1.8
30～50 5,697 34,974 29,277 16.3 2,402 2,576 2,512 2.5
50頭以上 10,271 76,499 66,228 13.4 2,362
50～80 8,879 56,421 47,542 15.7 2,242 2,646 2,334 11.8
80頭以上 12,383 107,055 94,672 11.6 2,541
80～100 12,216 81,219 69,003 15.0 2,373 2,405 2,243 6.7
100頭以上 12,596 140,992 128,396 8.9 2,806 3,535 2,636 25.4

営農類型別調査（H23) 生産費調査(H24)



4 

根室生産連：H23酪農経営分析 

        23年度    9年度 

飼養頭数  156.3   109.2 

経産牛     90.4     71.1 

家族労働人数 3.0      2.7 

同 時間  6,890    5,236 

   1人当たり    2,297      1,939 

   1日当たり      6.29        5.31 

雇用時間  1,170     160 

7 

規模拡大に伴って 

過重労働・雇用調達 

購入依存・外部依存 

⇒時間を買っている側面 

・価格重視の購買行動⇒商系と系統 

  商系は専門・広域，系統は？ 

・外部組織の運営の在り方が自己経営に
影響⇒忙しいのに外部組織の運営も  

8 



5 

労働問題の局面 

この労働時間の長さ＝過重労働を背景
に効率を求めざるを得ないために購入
依存、酪農支援組織設立 

 

雇用者確保が不可欠 

賃金、労働条件（休日、通勤手当、住
居手当、傷害保険、年金、退職金etc 

いくら払えるのか 

9 

雇用の形態と条件 

ばらばらの条件 

Ａ町での実態 

 

地域での対応が必要ではないのか 

⇒地域で雇用の最低条件を考えなくては
いけないのではないか 

 

10 



6 

日本で働く外国人労働者2013年10月末 

717,504人 

前年同月比 5.1％増 
 経済回復に伴い、専門技術を持った外国人労働者や留学生の雇

用を増やすための措置がとられ、労働者数が増 

国別 中国303,886人 4割強 

  次いで，ブラジル，フィリピン，ベ
トナム（ベトナムは前年比4割弱増） 

福井県の中国人実習生が激減、人手不足
の企業も―中国メディア 

 日本の厚生労働省によると、2013年10月末までに

福井県内で働く外国人実習生と外国人労働者は２年
連続で減少した。中国での人件費高騰により、日本
で働く中国籍の実習生が激減したことが全体に影響
した。中国新聞網が2月17日伝えた。 

 

 福井県の製造業を支えてきた外国人技能実習生の構
成が変化している。中国人が減少し、フィリピンや
タイ、インドネシアなど東南アジアから実習生が増
えている状況だ。 

 

 

12 



7 

労賃はどう決まっているか 

 生産費調査 

 雇用費：支払額 

 家族労賃：当該地域の製造業・建設業を中心とする 

      30人未満の事業所の賃金で評価 

 H23の評価額：根室管内酪農経営分析では1,622円/時 

13 

関与者1時間当たり

平均 農業所得
20頭未満 3,544
20～30 592
30～50 1,819
50頭以上 2,371
50～80 4,349
80頭以上 3,960
80～100 4,873
100頭以上 5,147

労働効率の高い大規模経営は 

時給2,000円で雇用しても 

成果として4,000円以上獲得可能 

（雇って差引2,000円以上のもうけ） 

期待される経営と経営主の役割 

5つの機能アップ 

 求められる経営の機能は 

 

経営主の務め 

 どのような努力をしていくか 

14 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

求められる能力 

現在の能力 

目標：戦略をどうする
か，地域との関連も出

てくる 

分析・計
画：無駄や
収益性は 

要素：資材調達や
農地の拡大をどう

するか 

組織：作物選択や組合
せ，規模をどうするか 

管理：肥培管理，
販売管理をどうす

るか 

スーパーマン並みの能力をいかに短期
間に習得するか 

生産者組織による効果

0

50

100

150

主体・目的

要素

組織管理運営

分析計画

事例Ａ

事例Ｂ

事例Ｃ

情報交流



9 

働く＝人間の能力 

物財費は費用の生産物への価値移転し
かしない購入物 

これらは技術体系の基礎となるが 

 

それを効率的にしたり、非効率にする
のが労働力 

⇒いかにやる気を持って働いてもらうか 

17 

目標乳量 

従業員の目標設定 

酪農経営の特徴：収入は毎月、出荷は
毎日⇒乳量基準であれば、毎日結果が
確認できる 

基本：（クミカン農業支出＋家計費＋
資金返済）を乳価で割る 

  最低の個体販収入は考慮する 

例：今年は機械を更新，年末調整する 

 この額を加え，乳価で割る 

 18 



10 

酪農経営の女性労働力 

研修に女性がいない 

経営のパートナーに経営目標や今年の
進捗状況や成果を知ってもらい協力を
仰ぐ 

19 

ハインリヒの法則 

労働災害における経験則の一つ 

 

1つの重大事故の背後には29の軽微な
事故があり、その背景には300の異常
が存在するというもの 



11 

経験則 

実態：「重傷」以上の災害が1件あったら、
その背後には、29件の「軽傷」を伴う災
害が起こり、300件もの「ヒヤリ・ハット

（ヒヤリとした・ハットした）」した危
うく大惨事になる傷害のない災害が起き
ていた 

うまく行ってない人間関係：そこには300

回のモヤモヤ、29回の軽い口論、最終的
に大喧嘩 

 「ハインリッヒの（災害）三角形（トライアングル）
（定理）」または「（傷害）四角錐（ピラミッド）」と
も呼ばれる 

21 

図示すると 

22 

軽微な事故を防いでいれば 

重大な事故にまでは至らない 

ヒヤリとするような事故を 

防いでいれば 

軽微な事故にまでは至らない 



12 

負債対策 

１「負債問題」「負債農家」＝D層対策 

２９農家経済の悪化or年次変動 

３００農家経済を悪化させる兆候 

    飼料費の高騰，乳価の低迷・引き下げ 

    天候不良・飼料の品質不良 

    乳牛の事故，機械・施設の故障 

    従業員のけが，生活費の増加 

 

どの時点で起きるかもしれない問題を
防止するか 

23 

雇用調達の課題 

雇用減少は難しいが，人は少ない 

雇用条件の検討，地域で 

経営の課題・目標の共通化 

 自己の経営の特徴把握（長所と短所） 

健康で働ける労働環境 

24 


