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農業分野と障害福祉分野の連携のメリット 
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○ 農業従事者が減少・高齢化 
   する中で、補助労働力として 
   障害者に期待 

 
○ 障害者への就労機会の提供に 
 より農業として社会貢献できる 

農業側 

○ 障害程度や作業能力に応じた 
 作業を用意することが可能 
 
○ 自然とのふれあいにより 
 情緒が安定 
 
○ 一般就労に向けての体力・  
 精神面での訓練になる 
 
○ 地域との交流機会ができる 

福祉側 



障害者の農業分野における就労の形態 

     
農家・農業法人等が障害者を労働者として雇用。 

① 雇用 
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障害福祉サービス事業所（※）が、保有する土地や借り入れた農地で農産物の生産を行う。 
 
  ※ 就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所 など 

 

 
 
障害福祉サービス事業所が農家等から農作業を請け負い、請け負った作業に障害者が従事。  
（請負作業に関する契約の締結が必要。障害者への作業指示は障害福祉サービス事業所の 
 支援スタッフが行う） 

 
※ その他、障害福祉サービス事業所の利用者を実習生として、農家等が職場実習の受入れ

を行う形態もある。（施設外支援） 

 

② 障害福祉サービス事業所における就労 

③ 障害福祉サービス事業所の施設外における就労 

施設外就労 



 地域連携コーディネーターの配置 
（厚生労働省 平成26年度概算要求  
  地域生活支援事業 地域連携促進事業） 

 工賃向上計画支援事業の活用 
  → 農業の専門家による技術指導など 

 農林水産省交付金の活用 

課 題 活用事例 

 
○ 農家等と連携して農業に取り組
みたいが、どこに相談すれば良い
かわからない。 

 
 
 
○ 事業所として農業に取り組みた
いが、農業に関する知識・技術が
ない。 

 
  
○ 事業所で生産した農産物の販路
を拡大したい。 

 
 
○ 加工場などの整備・設備が事業
所にない。 

 

 社会福祉施設等施設整備費補助金の活用 

 共同受注窓口の活用 

障害福祉サービス事業所による農業分野への取組みの課題と対応 
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 ①行政担当窓口への相談 
 ②地域の障害福祉関係団体の活用 



 
 

○香川県の施設外就労による農業の取り組み 
・ 県障害福祉課が、障害者就労施設の工賃向上のため
に、県農政部局やＪＡ生産者部会と連携して、農家での
施設外就労を推奨。 
・現在は、県社会就労センター協議会が農家と障害者就
労施設の橋渡しを実施 

参考事例 

・地元農家 
・農業法人 

地域振興につながる連携促進事業（案） 

独居高齢者等 

○徳島県の「ほっとかない事業」での取り組み 
・障害就労施設利用者による限界集落のサポート 
・移動販売車両で授産製品（お弁当・パンなど）と日用品 
をお届け 
・高齢者の見守り 
 

○富山県の介護施設での施設外就労の取り組み 
・ 就労継続支援Ｂ型事業の利用者が、高齢者デイサービス
における介護支援の業務（配膳、清掃、洗濯など）を、福
祉的就労として実施。 

特別養護老人ホーム 

   地元企業 

○北海道の社会福祉法人江差福祉会の取り組み   
・ 江差町内に唯一のパン工場が閉鎖されたことにより、法人が
そのパン工場を職員共々引き継ぎ、障害者の生きがい作業とし
通所作業所をスタート。 
・廃業した温泉施設を譲り受け、就労継続支援Ｂ型事業所として
再生。 

 各都道府県に配置された地域連携促進コーディネーター（仮称）が、地域の農業団体、商工団体、民生委員等と連
携し、障害福祉サービス事業所と地域の農家、企業、商業施設、介護事業所、高齢者世帯等を結びつけることにより、

地域振興と同時に、障害者の工賃の向上や一般就労の促進を図る。 

高齢者の 
安心の暮らしの 

危機 

雇用の場
が無い 

介護者 
不足 

独居高齢
者の増加 

買い物 
難民 

地域経済 
停滞 

消費の低下 

高齢者の 
安心の暮らし 

実現へ 

消費拡大 雇用創出 

地域経済 
活性化 

地域振興につながる連携促進事業イメージ図 

障害者就労
支援施設 

農業担い
手不足 

地域課題 地域活性化 

地域連携促進
コーディネーター 
が支援 

地域 
連携 

安心の 
暮らし 

平成26年度概算要求 
（地域生活支援事業） 
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○ 受託作業の減少、自主製品の販売不振 
   → 収益減少、作業賃金の低下 

○ 室内の作業は単調な作業が多くストレスが
溜まる 

○ 高齢化による労働力不足 
 →  栽培面積の減少 

○ 重量作物の栽培減少 
  → たまねぎ、キャベツなどの重量野菜から 
   ブロッコリーなどの軽量作物へ作付転換 

NPO法人 県社会就労センター協議会 

 

○ 工賃の向上 
○ 農業振興への貢献 
○ 農作業、農作物生産への 
   関わりの喜び 
○ 農家からの感謝 

 

○ 労働力不足解消 
○ 品質向上、重労働の解消 
○ 作付け拡大等生産振興 
○ 社会福祉への貢献 

にんにく収穫作業 たまねぎ収穫作業 

ビワ袋掛け キャベツ収穫作業 

農業分野における連携の例（香川県の例） 

障害者施設 農業者 

○ 県障害福祉課が、障害者就労施設の工賃向上のために、県農政部局やＪＡ生産者部会と連携して、
農家での施設外就労を推奨。 

○ 現在は、県社会就労センター協議会が農家と障害者就労施設の橋渡しを実施。 

障害者施設 農業者 

施設外就労のコーディネート 
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複数の事業所が共同して受注や情報提供等を行う「共同受注窓口」について体制整備を図るほか、
事業所経営者の経営意識の向上のための研修や好事例の説明会を開催。 

工賃向上計画支援事業 

各事業所に経営コンサルタントや各分野の専門家（※）、企業OBを派遣し、経営力の強化、技
術の向上を図るほか、事業所職員の人材育成を図るための研修会を実施。 

（※）農業の専門家による技術指導なども実施。 

基本事業（補助率１／２） 

特別事業 （定額（１０／１０相当）） 

  

 障害者の地域での自立した生活を支援する観点から、就労継続支援Ｂ型事業所の利
用者の工賃向上を図るため、事業所の経営力の強化や技術の向上、共同受注窓口の設
置促進などを中心とした「工賃向上計画支援事業」による支援を実施。 
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  社会福祉法人等が障害福祉サービス事業を行うことに伴い、障害者施設を整備しようとする場合、 
 その整備費について、国庫又は民間補助が受けられるほか、設置者負担分については、独立行政法人 
 福祉医療機構から低利の融資を受けることができる。 
 
 

 
 社会福祉法人及び医療法人など（※）が障害者総合支援法等に基づく障害者施設を整備しようと
する場合、各都道府県、指定都市、中核市及び市町村の障害福祉計画に合致すれば、国庫補助を受
けることができる。 
（土地の買収、造成、整地に要する費用は対象外） 

 
 

  ※ 社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、 
    ＮＰＯ法人、営利法人等 
 

[負担割合]  国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／４、設置者１／４ 

社会福祉施設等施設整備費補助金 
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○ 都市農村共生・対流総合対策交付金 
○「農」のある暮らしづくり交付金 

対策名 内容 補助率 実施主体 

都市農村共生・対流総
合対策交付金 

農山漁村の持つ豊かな
自然や「食」を観光、教
育、健康等に活用する
地域の手作り活動を総
合的に支援 

ソフト事業 
定額（１地区当たり上限
８００万円） 
ハード事業 
１／２等（１地区当たり上
限２０００万円、但し福祉
関連施設は上限なし） 
 

地域協議会、農業法人、
ＮＰＯ、社会福祉法人 
等 
 

「農」のある暮らしづくり
交付金 
 

都市及びその近接地域
において、「農」を楽しめ
る暮らしづくりに必要な
農園等の整備に対する
支援 
 

ソフト事業 
定額（１地区当たり上限
４００万円） 
ハード事業 
１／２以内 
 

民間団体、ＮＰＯ、市町
村、社会福祉法人 等 
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＜各種施策の問い合わせ先＞ 
  
（工賃向上計画支援事業） 
 各都道府県 障害保健福祉担当部署 

  
（社会福祉施設等整備費補助金） 
 各都道府県・政令指定都市・中核市 障害保健福祉担当部署 

  
（農林水産省交付金） 
 各地方農政局農村計画部農村振興課 

  
（障害保健福祉関係団体） 
 全国社会就労センター協議会（セルプ協） 
  http://www.selp.or.jp/center/meibo_01.html 
  
 特定非営利活動法人 日本セルプセンター 
  http://www.selp.or.jp/center/meibo_03.html 

9 


	農作業を活用した障害者・高齢者等への支援�厚生労働省　関連施策　�（障害者関係）
	農業分野と障害福祉分野の連携のメリット
	障害者の農業分野における就労の形態
	障害福祉サービス事業所による農業分野への取組みの課題と対応
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

