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愛媛県ＪＡにしうわ「みかんの里アルバイター事業」の
仕組みと新たな展開
――果樹大産地はいかにして全国から多数の短期雇用を
確保しているか？――
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 副主任研究員 岩﨑

真之介

温州ミカンの販売取扱高が 100 億円に上る愛媛県ＪＡにしうわでは、ミカン農家の収穫期に
必要となる膨大な短期雇用を確保するため、20 年以上にわたって「アルバイター事業」に
取り組んでいる。300 人を超える「アルバイター」たちは、大部分が 20 歳代から 30 歳代で、
大都市を中心に全国各地から当地域を訪れており、約半数がリピーターである。同ＪＡはこ
こ数年で新たに宿泊施設の整備や全国レベルでのＪＡ間連携を展開しており、アルバイター
数は急速に増加している。

《キーワード》
● 多様なライフスタイルを受け止める農業雇用
● 全国の産地・リゾート地を渡り歩くアルバイター
● 全国レベルでのＪＡ間連携による短期雇用確保
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１．はじめに
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農業は季節的な繁閑差が大きく、繁忙期における短期的な雇用労働力の確保が重要

2017 年４月より現職。

となるが、この性質は露地野菜産地や果樹産地においてとりわけ顕著である。そのな

主な研究・関心・専門分野：

かでも、こうした短期雇用の豊富な供給源となり得る都市を近隣に持たない産地では、

マーケットインに対応した

県をまたいで、場合によっては全国各地から短期雇用を呼び込むことも必要となりつ

園芸産地づくり、ＪＡの農
業労働力支援と労働市場
サービス。

つある。
そこで本稿では、全国屈指の温州ミカン大産地である愛媛県ＪＡにしうわにおいて、

研究実績（著書・論文）：

20 年以上にわたって続けられているアルバイター事業の取り組みとその新たな展開か

「野菜パッケージセンター

ら、農業における短期雇用確保のあり方を探ることとする。この取り組みでは、同Ｊ

のしくみと機能 ―農協の
販売力強化と農家の労働

Ａが事務局を担う雇用促進協議会が、ミカン農家の短期雇用者（アルバイター）の募

負担軽減―」
『農業と経済』

集・採用の支援や宿泊施設の運営を行っている。また、当地域を訪れて農作業に従事

2018 年 11 月臨時増刊号、

するアルバイターの多くは、全国各地のアルバイトを渡り歩く若者となっている注１）。

昭 和 堂。
「 生 産 振 興 に向
けた実需者との契約的取
引と営業体制の整備―静

２．ＪＡにしうわの概況

岡県ＪＡとぴあ浜松 特販
課の取り組み ―」『「マー
ケットインに対応したＪＡ
営農関連事業のあり方に
関する調査研究」報告書』
日本 協同 組合 連 携 機構、
2019 年。
『 事例 から学ぶ
組合員と進めるＪＡ自己改

み かめ

ＪＡにしうわは愛媛県南部の八幡浜市、西予市三瓶町および西宇和郡伊方町をエリ
アとしている。当地域は平地が少なく、沿岸部はリアス式海岸で急峻な崖となってお
り、こうした地形が柑橘栽培に適した環境を形成している。
同ＪＡはミカンの販売取扱高 100 億円で全国屈指の生産量と品質を誇っており、
ま あな

なかでも真穴・川上・日の丸などはトップクラスの銘柄として知られる。中晩柑を含
めた柑橘全体の取

革』
（共著）家の光協会、 【写真１ 】

扱高は 150 億円に

2018 年。他

上っている（取扱
注１）こうした若者は「漂

高は 2018 年度）。

泊バイト」などの呼称で

ミカン作は収穫

注目を集めている。「漂
泊バイト農村救う

期における労働

３万

ピ ー ク が 著 し く、

人、四季追い列島巡る」
『日本経済新聞』2018 年

当地域では収穫期

６月４日、朝刊

に膨大な人手が必
要となることか
ら、同ＪＡは行政
などと連携しなが
ら、人手確保に向
けたさまざまな取
り組みを行ってい
る。その主なもの
全国トップクラスのミカン産地を支えるアルバイター事業

を挙げると、①ア
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ルバイター事業、②労働力確保に向けた産地間連携、③無料職業紹介（求人農家と近
隣市町の求職者とのマッチング）、④農作業支援（ＪＡ臨時職員による農作業受託）、
⑤「八幡浜お手伝いプロジェクト」（企業などの団体を中心とする、松山市からの有
償ボランティアの受け入れ）、⑥大学生の農業体験やボランティアの受け入れ、など
である。本稿では、最も中心的な取り組みである①と、その新たな動きである②につ
いて取り上げる（写真１）。

３．真穴みかんの里アルバイター事業
（１）アルバイター事業の経過と実施体制
アルバイター事業は、1994 年に同ＪＡ管内の真穴地区で「真穴みかんの里アルバ
イター事業」として開始された。真穴地区は従来からミカン農家において「摘み子」
注２）既存の調査結果に

と呼ばれる収穫期の雇用労働力が多く導入されていた地域であったが注２）、八幡浜市

よれば、ミカン農家の親

中心部から距離があることなどが原因で「摘み子」の確保が困難になりつつあった。

戚や知人を中心に、冬期
に農閑期を迎える近隣市

こうした状況を受け、真穴地区では生産者や関係機関が「真穴みかんの里雇用促進協

町村の稲作農家が多く雇

議会」
（以下、協議会）を設立し、収穫期の雇用労働力を全国から募集するアルバイター

用されていたようである

事業を開始した。

（ 引 用 文 献 １・131 ペ ー
ジ）

協議会の現在のメンバーは、真穴地区のミカン生産者５人、同ＪＡの農業振興部お
よび真穴事業所、愛媛県南予地方局地域農業室、八幡浜市農林課であり、正副会長を
生産者が務めている。ＪＡは協議会の事務局として、アルバイター事業において、全
体統括や求人広告の作成、アルバイター希望者からの問い合わせへの対応、採用面接、
宿泊施設の運営、その他全般的な事務手続きなど中心的な役割を担っている。
図は、アルバイター事業で農家に雇用されたアルバイター数（実人数）の毎年の推
移を示したものである。アルバイター事業は 20 年以上にわたって着実に実績を積み
【図 】アルバイター事業におけるアルバイター数（実人数）の推移

注：数値には真穴地区以外の地区のアルバイター数も含まれている
出典：ＪＡにしうわ資料をもとに筆者作成
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上げており、2019 年度のアルバイター数（実人数）は 353 人で、真穴地区における
ミカン収穫期の短期雇用のおおむね３割前後を占めるまでになっている。また、近年
はアルバイター数が急速に増加しているが、その背景には、後述の宿泊施設が整備さ
れたことや、真穴以外の地区においてもアルバイター事業の展開が図られていること
がある。
（２）アルバイター事業の仕組み
ここではアルバイター事業の基本的な仕組みを見てみよう。アルバイターの募集は、
①農業求人サイトを中心とするインターネット上での募集、②東京・大阪などの大都
市におけるマッチングイベントでの募集、③経験者からの紹介、④他産地の短期雇用
者に対する募集、などで行っており、従来は①が多かったが、最近では③と④から応
募してくるケースが多くなっている。
応募は電話または求人サイトの応募フォームで受け付けており、応募者には面接を
実施する。面接は電話面接が中心であり、その他に大都市部での面接会も開催してい
る。面接会には生産者である協議会正副会長が同行して、アルバイター希望者に対し、
農業の魅力やアルバイターへの期待を直接伝えている。
採用となったアルバイターは、各農家の希望人数に応じて農家に割り振られる。雇
用関係は農家とアルバイターとの間で結ばれる。雇用期間は 11 月 10 日ごろから 12
月 25 日ごろまでのおよそ１カ月半である。11 月上旬になると、続々とアルバイター
が訪れて当地域は活気を帯びる。アルバイターはまず対面式に臨み、これから１カ月
半を共にする農家との初顔合わせを果たす（写真２）。そして翌日からは早速農作業
に従事することになる。
アルバイターが行う農作業は主にミカンの収穫と運搬であり、男性は筋力が求めら
れる運搬作業を、女性は収穫作業を担当する（写真３）。農作業の仕方については、
対面式後の説明会で簡単なレクチャーが行われるが、基本的には農家の指導を受けな
がら実際に作業を体験するなかで覚えていくようである。
【写真２ 】

アルバイターと農家は、対面式で初顔合わせをする
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アルバイターの労働条件は、募集時の求人内容が基本となるが、農家とアルバイター
との話し合いによって変更することも可能である。賃金は時給制で、重労働である運
搬作業は収穫作業より賃金が高めに設定される。また、アルバイターには宿泊場所と
食事が無料で提供される他、赴任手当の支給もあり、期間を満了したアルバイターに
はミカン１ケースが贈られる。これらの報酬や福利厚生の費用は、アルバイターを雇
用する農家が負担する。
【写真３ 】

圃場での収穫・運搬作業

４．廃校を活用した宿泊・合宿施設「マンダリン」
アルバイター事業では、当然、期間中のアルバイターの宿泊場所が必要となる。当
地域では従来から、アルバイターは就業先農家へのホームステイを行ってきた。これ
には、農家と寝食を共にすることで、農村文化や農家家族の温もりに触れてもらい、
農業・農村への理解醸成や移住などへとつなげたいという思いが込められていた。こ
のホームステイは現在も続いており、アルバイターにも好評のようである。その一方
で、受け入れを行う農家にとっては負担が大きく、アルバイターを雇用したいが、ホー
ムステイ受け入れは難しいという農家が増加していた。
こうした状況を受け、ＪＡは行政と連携して、2014 年３月をもって廃校となった
八幡浜市内の小学校の建物を活用した、アルバイター向け宿泊施設の整備に取り掛
かった。市が建物の改修工事を実施し、ＪＡが旅館業法の簡易宿所営業の許可を得て
管理運営主体となる形で、2015 年 11 月から、みかんの里宿泊・合宿施設「マンダ
リン」の利用が開始されている（写真４）。施設の整備に当たっては、国の補助事業
が活用された。また、市はＪＡに対して無償で施設を貸与している。
マンダリンには１階と２階のそれぞれに４人用の客室が８部屋（32 人分）
ずつあり、
合わせて 64 人が宿泊できる（写真５）。ＪＡはマンダリン専従の職員は雇用してお
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【写真４ 】マンダリン外観

【写真５ 】１部屋に４人が宿泊できるマンダリンの客室

らず、夜間も農業振興部職員が宿直で対応している。施設の清掃は宿泊するアルバイ
ターが分担して行っている。マンダリンの利用料金は、朝夕の食事付きでアルバイター
１人１泊につき 2200 円であり、そのアルバイターを雇用する農家が負担する。また
マンダリンでは、アルバイター以外に、就農研修者・外国人技能実習生の利用や、地
域の行事・スポーツ合宿での利用なども受け入れている。
マンダリンの整備と並行して、農家が空き家を整備してアルバイター向けのシェア
ハウスとして活用する動きも出てきており、ＪＡもこうした農家からノウハウを学ん
で同様の取り組みを始めている。
このようにアルバイター向け宿泊施設の整備が進められた結果、現在、約 350 人
のアルバイターのうち、200 人ほどが農家へのホームステイを行い、150 人ほどが
マンダリンやシェアハウスを利用する状況となっている。また、アルバイターを雇
用した農家数は、2013 年に 53 戸、2014 年に 55 戸であったのが、2015 年 73 戸、
2016 年 108 戸、2017 年 139 戸と、マンダリンが利用可能となった 2015 年以降に
急速に増加している。宿泊施設が整備されたことで、農家にとってアルバイターの雇
用にかかるハードルが大幅に引き下げられたことが見て取れるだろう。
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５．全国を渡り歩くアルバイターの実態
（１）アルバイターの属性と就業状況
アルバイターの年齢層は、20 歳代と 30 歳代が大部分を占めており、最高齢は 70
歳代である。農業の就業者としては極めて若い世代が中心となっているといえる（写
真６）。アルバイターが当地域に赴任する前の就業地・居住地は、2018 年度はおよ
そ 40 都道府県に分散しており、アルバイターが全国各地から当地域を訪れているこ
とが分かる。そのなかでも、東京や大阪といった大都市からやってくるアルバイター
の割合がやや高い。また、アルバイターの半数程度がリピーターである。
【写真６ 】

アルバイターは 20 歳代から 30 歳代が中心

アルバイターの就業状況については、全国の産地を渡り歩いて農作業に従事したり、
山小屋、スキー場といったリゾート地でのアルバイトを転々として生計を立てている
人が目立つようである。旅好きな人、登山やスキーといった特定の趣味に打ち込みた
い人などが、こうしたライフスタイルを選択しているのだと考えられる。
（２）アルバイターの参加目的
アルバイター事業では、前述のように農家とアルバイターとの交流が大切にされて
いる。両者は日々の農作業やホームステイを通じて交流を深めているが、それに加え
て、毎年、交流会が開催されており、大いに盛り上がりを見せている（写真７、８）。
アルバイター同士の交流も盛んであり、マンダリンの共有スペースや談話室では利
用者が日常的に親交を深めている。また、農作業は朝が早い分、夜は自由時間が多く
取れるため、多彩な趣味を持つアルバイターたちが仲間を募り、スポーツやダンスで
共に汗を流すことも珍しくないようである。
全国各地の農産物産地やリゾート地を渡り歩く若いアルバイターたちにとって、旅
先での出会いがそうしたライフスタイルの魅力となっていることは想像に難くない。
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【写真７ 】

毎年開催されるアルバイターと農家の交流会

【写真８ 】

少人数での交流の様子。右から３番目が、同ＪＡでアルバイター事業の運営に尽力されている河野晃範主任

前述のようにアルバイターの半数がリピーターであることからも、当地域における農
ひ

家家族やＪＡ職員、アルバイター仲間との心温まる交流が、若者たちを惹き付ける要
素の１つとなっているのだと考えられる。
このことについて、引用文献２の調査結果が参考になる。同文献では、2017 年度
注３）加えて、前述のよ

のアルバイター事業のアルバイター 251 人のうち 25 人に対し聞き取り調査が行われ

うに同調査の対象者は新

ている。その結果を見ると、25 人のうち、アルバイター事業への参加の目的（単一回答）

規参加者に偏っており

として「収入を得るため」と回答したのは９人（36％）、
「農業体験」が７人（28％）、

（25 人のうちリピーター

「交流」が５人（20％）となっており（残る４人は「その他・未回答」）、「農業体験」

は ７ 人〈28 ％〉）、 実 際
のアルバイターは半数程

と「交流」の合計が約半数を占めている。同調査では調査対象者の選定が「新規参加

度がリピーターであるこ

者及び男性に偏っている」とされており、調査の結果はアルバイター全体の傾向から

とを考慮するなら、アル

若干乖離している可能性があるものの、収入以外を一番の目的とするアルバイターが

バイター全体においては

それなりの割合を占めると見られることは、大いに注目すべきことであろう注３）。

「交流」目的の参加者の

かい り

割合がより大きいものと
推察される
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６．取り組みの成果と新たな展開
――短期雇用確保に向けた全国レベルでのＪＡ間連携――
アルバイター事業は、およそ１カ月半という短い雇用期間にもかかわらず、全国か
ら約 350 人もの雇用を確保することに成功している。この収穫期はミカン農家にとっ
て最大の労働ピークであり、そこで十分な労働力が確保できない場合は経営規模の維
持は難しい。アルバイター事業が農家の生産維持に大きく寄与していることは間違い
ないだろう。また、宿泊施設の整備が進められたことは、アルバイターの雇用に伴う
農家の負担を大幅に軽減させたものと考えられる。さらに、同事業によって地域外か
ら多くの人々が訪れることで、地域に活気がもたらされているのみならず、ミカン農
家としての就農を目指して研修生となる人や、農家に嫁いだり婿養子となる人も少な
からず現れているようである。
アルバイター事業が抱える課題は、やはりアルバイターの十分な確保であろう。同
ＪＡでは今後、「摘み子」の減少などにより、真穴地区だけでなく他の地区において
もアルバイター事業への需要が高まっていくことが予想される。
こうした課題を見据え、同ＪＡはすでに新たな取り組みとして産地間連携によるア
ルバイターの確保に着手している。これは、農繁期が異なる全国の産地のＪＡと連携
し、連携産地間で季節雇用の労働力の融通を図る取り組みである。2016 年には、Ｊ
Ａにしうわ、ＪＡふらの（北海道）およびＪＡおきなわ（沖縄県）の３ＪＡ間で先駆
的に連携を開始している。３ＪＡの農繁期は、ＪＡおきなわが 12 月中旬～翌年３月
（サ
トウキビの収穫など）、ＪＡふらのが４～ 10 月（メロンやミニトマトの定植・収穫な
ど）、そしてＪＡにしうわが 11 ～ 12 月であり、うまく組み合わせることで通年的に
就業機会を確保し、アルバイターを長期的に定着させることを狙っている。
2019 年２月には、これら３つのＪＡで「農業労働力確保産地間連携協議会」を設立
し、農業求人サイトにおける３ＪＡ共同でのアルバイター募集を開始している。ま
た、各ＪＡはアルバイターに他産地の求人を積極的に紹介するとともに、２ＪＡ以上
を回ったアルバイターにはボーナスを支給するなど、アルバイターに３つの産地を循
環してもらうための仕組みづくりを進めている。３ＪＡすべてを回った例はまだ少な
いが、３ＪＡ間では相当数のアルバイターを融通し合うことに成功している。さらに、
ＪＡにしうわはこうした産地間連携を他のＪＡとも進め、雇用確保の一層の強化に取
り組んでいる。
７．まとめと考察――取り組みのポイント――
ここまで、ＪＡにしうわが取り組む全国域での短期雇用確保の実践を見てきた。こ
こでは、本稿の結びとして、同ＪＡの取り組みのポイントと考えられる点の整理と若
干の考察を行う。
ポイントの１つ目は、宿泊施設の整備・運営についてである。アルバイター事業で
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は、アルバイターと農家との交流を大切にしており、従来から農家へのホームステイ
が行われてきた。ホームステイはアルバイターにも好評である一方、農家の負担は大
きく、アルバイターを雇用したいが、ホームステイ受け入れは難しいという農家が増
加していた。ＪＡは行政と連携し、廃校となった小学校を活用して宿泊・合宿施設で
あるマンダリンを整備するとともに、シェアハウスの整備にも取り組み、ホームステ
イに代わるアルバイターの宿泊先確保を進めてきた。その結果、多くの農家が新たに
アルバイターを雇用することが可能となっている。
２つ目は、アルバイターの募集活動についてである。同ＪＡは、多くの短期雇用を
確保するため全国から募集を行っており、そのために、第３節に示したようにさまざ
まな方法を用いている。特に、他産地の短期雇用者に向けた募集では、ＪＡ間の連携
を強化し、産地間連携協議会を設立するなどして、産地間で短期雇用者を融通する先
駆的な取り組みを行っている。また同ＪＡでは、ＪＡ間連携の会議などで担当者が他
産地を訪れる機会を利用して、多くの短期雇用者が働いている産地や他業種の事業所
へ足を運び、そこで働く人々にアルバイター事業の説明を行ったり、募集チラシの掲
示を依頼して回るなど、地道な募集活動に汗を流している。他方、農家の危機感も強
く、以前に雇用したアルバイターに対し、直接に呼び掛けを行ったり、雇用している
期間以外にもこまめに連絡を取るなどして、自らもアルバイター確保に努める農家も
少なくない。短期雇用の安定確保に向けては、数の確保とともに、その定着期間の長
期化（リピーター化）を図ることが重要となる。そのためには、農家が短期雇用者と
良好な関係を築くことが不可欠である。
３つ目は、当地域を訪れるアルバイターの多くが、全国を渡り歩く若者であるとい
うことについてである。すでに見たように、彼らがアルバイター事業に参加した第一
義的な目的は必ずしも収入ではない。彼らのように、趣味に打ち込める環境や人との
出会いを求めて各地を渡り歩く、というライフスタイルを選ぶ働き手を産地に呼び込
むには、金銭的報酬だけでなく、例えば農家家族との交流や同世代の仲間との出会い
のような金銭以外の魅力をどれだけ感じてもらえるかが１つのカギになるだろう。加
えて、同ＪＡのアルバイターの半数ほどがリピーターであることを踏まえれば、こう
した魅力を提供することによって、ポイントの２つ目で指摘したリピーターとしての
定着にもつながり得ることを示しているといえよう。
［謝辞］本稿を作成するに当たり、ＪＡにしうわ農業振興部農家支援課主任 河野晃範氏
に、ヒアリング調査へのご対応など多大なるご協力をいただきました。記して感謝申し
上げます。
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