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 農業経営体を対象とした効果検証 

  

文献調査から把握できた効果や先進事例をもとに、農福連携に取り組んでいる農業経営

体から４者程度を選定し、農福連携の取組が農業経営に及ぼす効果を定量的かつ定性的に

分析した。 

対象者及び概要は以下の通りである。 

 

 

対象者名 概要 

京丸園株式会社 

（静岡県浜松市） 

· 従業員 100名の農地所有適格法人 

· 平成８年より農福連携に取り組み、毎年１名障がい者

を雇用、地域内の特例子会社に作業を一部委託 

· 施設栽培を中心とした農産物生産で、飲食店等をター

ゲットにした商品を展開 

合同会社竹内農園 

（北海道北広島市） 

· 農地所有適格法人 

· 法人設立当初から障がい者を雇用し、通年の作業が生

み出せるように 15品目を栽培 

有限会社岡山県農商 

（岡山県岡山市） 

· 農地所有適格法人 

· 就労継続支援型施設も運営 

まるたか農園 

（静岡県浜松市） 

· 家族経営によりトマト（施設栽培）を中心に生産 

· 生産規模拡大を契機に平成23年より特例子会社への

作業委託を開始。福祉施設へも作業を一部委託。 
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1 京丸園株式会社 

取組概要 

 京丸園株式会社は、静岡県浜松市で水耕栽培（施設）を中心とした農業を営む農地所有適

格法人である。同地域で長年農業を営んでおり、平成８年から障がい者の受け入れを開始し

た。耕地面積は計 1.3ha で、通常のサイズよりも小さな姫みつば、姫ちんげん、姫ねぎ等の

栽培のほか、稲作も営んでいる。農産物の多くはパック詰め・出荷までを行っている。 

 障がい者は「心耕部」に所属し、給与体系は、健常者とは異なる体系で運用している。 

図表 46 左：水耕栽培施設内の様子 右：調整室（パック詰め等の作業場）の入り口 

  

写真）ＭＵＲＣ撮影 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 19 年前（平成８年）に障がい者の雇用を開始した。農作業の人手を確保するために人材

募集を行ったところ、障がい者からの応募があり、まずは１週間の職場体験という形で受け

入れを開始した。それまでは、障がい者の雇用・受入れ経験はなかった。 

 職場体験中に、職場の雰囲気の向上がもたらされ、それが作業効率向上につながると感じ

たことから当該人材を新入社員として受入れることを決定し、その後、本格的に障がい者雇

用を進めることとなった。 

 また、農福連携に取り組んだ大きな理由として、農福連携という事業は、農業経営がしっ

かりしていなければ不可能な物であると感じたことが大きい。同社は、現在｢ユニバーサル

農業｣を目指して農業経営を行っている。ユニバーサル農業における目標は、①まずは、き

っかけを与えてくれた福祉の力を｢借り｣て農福連携を進め、②それによって障がい者が産

業界で活躍できる・役立てる立場になるという｢成果｣をうみ、③障がい者を雇用できる経営

体になり、｢農業を強くする｣こととなり、農業が高齢者も女性も働きやすい産業になってい

くことである。 

なお、農福連携においては、経営者の考え方が最も重要であると考えている。例えば、農

業で地域を活性化したい、安全な農産物を届けたい、儲けたい、人手不足を解消したい等、
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多様な農業経営上の目標があると思うが、どのような農業経営を目指すかによって、農福連

携の手法が異なってくるものである。 

農福連携の取組において感じている効果 

 農業経営上の課題を見つけることができる 

 障がい者を受け入れる際は、福祉からの要望を受けながら｢安全｣な環境を整えることと

なる。現在も、農業の現場では死亡事故が多発する現状があるが、安全性について知見を持

ち、考慮が必要な福祉との連携によって、安全な農業環境を生み出し、それが強い農業経営

体をつくることにつながる。障がい者を受入れることは、農業が抱える盲点を見つけること

になると考えている。 

障がい者（福祉側）は、5S が徹底されていない場所では働けない。農福連携は、現状の

農業経営が 5S すら出来ていない現状を気づかせてくれるきっかけになる。 

 代表者が組織作りに注力する時間が得られる 

自社の農業は自分にしかできないと思っていたが、取組みを進める上で、障がい者は代表

者自身が行っていた作業全てができる状態となった。そのため、代表者は組織作りに注力で

きるようになった。代表が行っていた作業を社員へ、社員が行っていた作業をパート（健常

者）へ、パートが行っていた作業を障がい者へ、同じように取組めるように仕組みを整備し

ていくことで、それぞれに新たな＋αの業務に取組む時間を生み出していくことができた。 

現代表者の農業経営開始当初（25 年前）は、代表が農作業に 100%の時間を割いていた。

感覚値ではあるが、10 年後（法人化時）には 50%程度、5 年前からは 0%になっている。技

術的に難しい播種作業についても、作業を具体的な工程別に落とし込み、作業の質を平準化

できる仕組み・装置を導入したことで、最終的には障がい者に引き継ぐことができた。  

他の人へ作業を引き継ぐことで生まれた時間は、経営の勉強と、作業平準化のための技術

開発に割いてきた。これによって、チンゲンサイの水耕栽培において、誰でも効率的に定植

作業が出来る仕組みを導入でき、障がい者でも作業に入れるようになった。これまで実施し

たいと思っていたが、多忙で取り組めなかったことを開始できるようになったことが効果

の一つである。 

 作業環境の向上と作業動線の効率化 

障がい者の雇用以前は出荷作業をハウス内で行っていたが、障がい者が空調の効いた部

屋で作業できるように、ハウスの隣接地に作業場を別途整備した。収穫用の農産物をトレイ

ごと作業場に運び、作業場内で収穫～出荷作業を行うこととなり、結果的に、健常者も含め

て作業動線が効率化され、無駄な人の移動が減ったことで、従来８時間かかっていた出荷作

業が４時間で出来るようになった。農作業において、いかに移動に時間を要しているかも把

握することができた。 
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農福連携の取組における効果の検証 

 定量的な効果として、作業時間の短縮・作業効率の向上を実現できたと感じている。 

以前、特別支援学校の生徒に１日 1000 枚のトレイ洗いを依頼した際に、｢トレイをきれい

に洗ってください｣と指示を行ったところ、１時間後も同じトレイを洗い続けていたことが

きっかけでトレイの洗浄用機械を導入した。特別支援学校の教諭から、きれいに洗う、とい

うのは指示ではなく、｢スポンジで５回こすってください｣が指示であると指摘されたこと

がきっかけとなった。 

経験と勘を指標として健常者がトレイ洗いを実施していたときは、1,000 枚当たりの洗浄

に 180 分を要していたが、72 分で実施が可能となった。汚れの度合いが異なる全てのトレ

イを５回こする必要性はないため、作業効率のため、トレイ洗いの機械を導入したが、その

結果、誰が洗っても同じ品質の仕上がりを実現できるようになったという効果もある。 

 

図表 47 京丸園株式会社：農福連携によって生じる変化と生み出された効果  

 

資料）MURC 作成 

 

  

■トレイの洗浄

農福連携拡大前 農福連携取組後

トレイ１枚あたり
10.8秒で洗浄

経験と勘を頼りに
手作業にて洗浄

作業効率2.5倍

トレイ１枚あたり
4.32秒で洗浄

洗浄品質が均一に

「綺麗に洗う」ことを指示

【農福連携による変化】
既存の工程・手法を

初めて見直すきっかけに

作業工程ありきの
手法・設備

完全な機械化やシステム化がな
されておらず、農業だからこそ柔軟
に対応ができる

作業効率の向上

洗浄を補助する機械を導入

障害者支援法
の施行をきっかけ
に、障がい者に
とってメリットが大

きいことから、
NPO法人（就
労継続支援事

業）の立ち上げ

障がい者への
作業委託や
雇用を開始

売上・収益向上

福祉側（特別支援学校）から「綺麗に
洗う」は作業指示ではないことを指摘され、

作業指示が明確でないことに気がつく

農業生産工程管理（GAP）の徹底

誰もが働きやすい労働環境の確立

取組開始後
右肩上がり

3
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2 合同会社竹内農園 

取組概要 

 合同会社竹内農園は平成 26 年に設立され、北海道北広島市内の 2.9ha の農地にて、野菜

を生産する農地所有適格法人である。代表者、代表者の配偶者、研修生１名にて経営・運営

を行う小規模農家である。 

 現在は２つの福祉法人に作業を委託しており、Ｘ福祉事業所からは１日あたり３名の利

用者（支援員１名）、Ｙ福祉事業所からは１日あたり５名の利用者（支援員１名）を受入れ

ている。栽培品目は小松菜、水菜、サニーレタス、リーフレタス、ズッキーニ、中玉トマト、

スナップエンドウ、いんげん、ナス、ピーマン、スイートコーン等 15 品目であり、中でも

ズッキーニが最大の栽培規模（約４反）となっている。主に障がい者が行う作業は、収穫、

野菜の袋詰め（計量、バーコード貼り、コンテナへの格納まで）、播種等である。 

 

図表 48 作業の様子  

     

写真）竹内農園ご提供 

 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 代表の竹内氏はメーカー（ものづくり関連産業）にて勤務していたが、地域（北海道）の

人材及び地域産業を活かした事業に関心を抱いたことから、就農に向けて活動を行うこと

となった。当時は、就農先が見つからず、知り合いの農家から紹介された社会福祉法人札幌

この実会にて勤務しながら農業知識を得ることとした。同社会福祉法人は、畑を有しており、
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重度の障がい者や生活介護を受ける者が菜園を利用していた。その後、道央農業振興公社の

研修生となり、３年間の研修を受けて、農福連携による農業経営を前提として、現法人を設

立している。 

 

農福連携の取組において感じている効果 

 地域内の人材を活用可能 

 基本的に、障がい者は地域内に永住することが多いため、人材が地域から流出しにくい。

農福連携によって福祉への貢献にもつながり、地域内の人材・産業を盛り上げることができ

ることが効果だと感じている。また、福祉施設に作業を委託することで、同行する支援員の

農業知識も向上し、利用者と共に農作業を行ってくれることも自社にとってはありがたい。 

 認知度の向上 

農福連携の先進取組主体として、各種広報に取り上げられることが増加した。その結果、

自社の認知度があがり、注目度も上がった結果、販路の拡大にもつながったと感じている。

農業は手作業も多く、役割が定まっていないものが多い。農業はオーダーメイド的に作業を

捻出することもでき、作業の幅が広いことから受け皿も大きく、地域の余剰労働力を吸収で

きる余地があると考えている。 

 農業経営のあり方に新たな選択肢を提供 

竹内農園が、農福連携の効果として最も感じているものは「価値観」の獲得や実現である。

具体的には、農業経営の方針として、自社の農業が誰のための農業なのかを検討した結果、

障がい者主体の農業経営を行うことが自社の目的であり重要な価値観であると気がついた。 

当初より障がい者との連携ありきの農業を行っており、竹内農園は「儲ける」ことよりも、

障がい者主体の事業を行うこと自体を農業経営の目的としている。農業経営のあり方とし

て「農福連携」という新たな経営像を実現し、代表者自身が新たな価値観を実現しながら事

業展開を行っていることそのものが効果であると感じている。 

これまでの農業経営のあり方に、新たな選択肢を提示することができる取組である。障が

い者に合わせて作業を細分化しており、多くの人が働ける環境作りを実現できている点も

利点と感じている。 

農福連携の取組における効果の検証 

 障がい者の特性を考えながら、作業適正があると考えた品目を積極的に導入しており、

障がい者が作業しやすい作物を栽培することで売上を増やし障がい者への還元に結び付け

ている。設備投資を行う前に、試行的に品目を導入し、うまくいけば、栽培規模を拡大す

る形としている。通年作業を生み出す、各障がい者に適した品目を導入することを目標
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に、現在は 15 種類の野菜を組み合わせ、年間 200 日の出荷、収穫、袋詰め作業が発生し

ている。袋詰めの作業の 95％程度は障がい者が実施しており、障がい者の就労機会を増や

すことで、代表者は畑作業に専念できる。障がい者が収穫作業に専念することは、竹内農

園にとっても売上の増加につながる。結果として、平成 30 年は冷夏・台風・停電など北

海道での野菜栽培にとって難しい一年だったが、竹内農園は前年比約 17％増加を達成する

ことができた。 

 

図表 49 合同会社竹内農園：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

  

冷夏、台風、地震等で北海道の
農業に重大な被害が発生

売上・収益向上

通年作業の捻出が必要
障がい適性にあわせ

新たな品目を次々に導入

農福連携拡大前 農福連携拡大後

事業強化・経営多角化

福祉法人へ
作業委託

■経営状況

新規参入
農福連携を
前提とした

農業参入を実施

商品の訴求力の向上

販路拡大

15品目を栽培
年間200日出荷

売上前年比17％アップ
（平成30年）

複数品目を栽培していたことで
被害を最小化

事業強化・経営多角化

売上17%増
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3 有限会社岡山県農商 

取組概要 

 有限会社岡山県農商は平成元年に設立、平成 11 年に法人化され、岡山県岡山市を中心に

約 10ha の農地にて生産を行う農地所有適格法人である。 

 平成 20 年に NPO 法人岡山自立支援センター（就労継続支援 A 型・B 型事業所）を設立

しており、現在は 4 箇所ある A 型事業所から計 73 名の障がい者を直接雇用している。 

栽培品目はネギ（8ha）、ミニトマト（60a）を中心に、里芋、サツマイモ、ジャガイモ、

ほうれん草、小松菜、にんじん等であり、ネギについては、カットネギや乾燥ネギへの加工

も行っている。障がい者は、ほ場での作業だけでなくネギやトマトの加工作業も行っている。 

図表 50 作業の様子  

      

写真）MURC 撮影 

農福連携に取り組んだきっかけ 

障がい者雇用のきっかけは、近隣の障害者福祉施設の障がい者との交流活動であり、交流

を続ける中で、障がい者を雇用することを考えるようになった。NPO 法人の設立には、障

害者総合支援法の施行が背景にあり、制度内の事業に則って障がい者雇用を行うことによ

り従来よって手厚い就労支援・指導が可能となり、障がい者の賃金アップへ繋がると考えた

ことが主な理由である。一般就労時は、障がい者の作業効率（健常者の 6 割程度）に基づく

賃金を支払っていたが、NPO 法人を設立し、就労支援へ移行して以後は、健常者と同程度

の賃金を支払えている。 

農福連携の取組において感じている効果 

 農業の担い手の確保 

 健常者の雇用者（特に、農業経営に関心のある人）はすぐに離職・独立することが多く、

ほ場の管理等を任せる人材が不足しやすいが、障がい者は長期にわたって働いてくれるた

め、安定して作業を担当してもらえる。また、農業経営だけではなく、農福連携や障がい者
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福祉に関心がある健常者の雇用に繋がっている。 

 障がい特性を活かした高い作業効率（集中力の継続） 

ネギ加工など、健常者の場合、同じ作業を長時間継続することは難しいが、障がい者は、

効率を落とさず同じ作業を継続できる。現在障がい者が担当している作業を健常者だけで

行おうとすると、効率が下がってしまう。 

 経済面でのメリット 

補助金面でのメリットも大きく、農業分野と福祉分野の両方の補助金を活用できる。また、

一般的に福祉分野（厚生労働省）の補助金の方が補助率が高い。実際に厚生労働省から補助

金を活用して、農業用ハウスを 2 棟整備している（補助率 75％）。 

農福連携の取組における効果の検証 

 NPO 法人を立ち上げて障がい者雇用を拡大する中で、障がい者が作業しやすい品目とし

てミニトマトを導入しており、その栽培面積の拡大に伴って売上を増加させている。また、

今後もミニトマトの規模拡大を検討しており、加工品開発にも着手する等、経営の多角化や

経営基盤の強化にも繋がっている。また、障がい者が高い作業効率でネギの加工作業を安定

して行うことによって、売上の増加やネギの栽培面積の拡大を実現している。結果として、

平成 24 年に 1 億 1 千万円であった売上は、平成 28 年には 1 億 6 千万円と、約 45%増加し

ている。 

 加えて、NPO 法人（就労支援事業所）の立ち上げにより、福祉分野（厚生労働省）の補

助金を活用できるようになり、施設整備等を行っている。また、就労継続支援事業を行う

ことで、従来より手厚い支援・指導が行えるようになり、障がい者の賃金上昇に繋がって

いる。それによって、安定した障がい者の確保にも繋がっている。 

図表 51 有限会社岡山県農商：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

  

売上・収益向上

事業強化・経営多角化

売上１億6千万円
（平成28年）

障がい者
雇用を拡大

売上45%増

ミニトマト栽培面積
60a (拡大予定)

障がい者雇用者数
73名（令和2年）

農業用ハウス
2棟整備

■経営状況

売上１億1千万円
（平成24年）

ネギ中心の栽培

障害者支援法
の施行をきっかけ
に、障がい者に
とってメリットが大
きいことから、

NPO法人（就
労継続支援事
業）の立ち上げ

作業委託⇒直接雇用へ変更
補助金面での
メリットが大きい

福祉分野の補助
金を有効活用

雇用障がい者の
賃金上昇

農・福双方の資源の活用

トマトの加工品開発にも着手

ネギの加工作業における
高い作業効率

作業効率の向上

障がい者が作業しやすい
品目として、ミニトマトを導入
※作業しやすいバック栽培を導入
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4 まるたか農園 

取組概要 

 まるたか農園は、静岡県浜松市にて代表者、代表者の両親、パート２名で経営・運営を行

っている。トマト（40a）、ミニトマト（50a）を中心とした農産物を生産しており、その他、

スナップエンドウや梨の栽培も行っている。 

 農福連携については、平成 23 年から特定子会社 A から障がい者３名（サポートスタッフ

１名が同伴）の受け入れを行い、トマト栽培の定植から収穫までのほとんどの作業で一部委

託を行っている他、近隣の福祉施設にミニトマトのパック詰め作業の委託や、就労移行支

援・施設入所支援等を展開する障がい者支援施設利用者の授業の一環として除草作業依頼

を行っている。 

 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 同一圃場で連作を行っていた大玉トマト栽培において、連作障害等の病害が発生し、生産

が上手く行かなくなっていたところ、近隣の農地所有者から新たな圃場の貸与の提案を受

けた。規模拡大に向けて、生産量が増えた場合の販路確保はできたものの、人手不足が課題

となっていた。 

その際、知人から、浜松市内に事業所を構え、農業軽作業の請負等の事業を展開している

特例子会社の紹介を受け、２か月間試験的に障がい者に作業をしてもらったところ、大きな

問題は生じなかったことから、障がい者３名の受け入れを開始し、生産規模を拡大した。 

主にトマト生産に関わる作業を委託しており、はじめは収穫作業のみ、週３日のペースで

依頼していたが、徐々にお願いできる仕事が増え、現在では週５日（トマト生産の少ない夏

期を除く）、定植から収穫までのほとんどの作業に携わってもらっている。 

特例子会社からは、サポートマネージャー１名が障がい者に同行して来ており、障がい者

の作業全般を監督している。また、サポートマネージャーに作業内容を説明することで、サ

ポートマネージャーから障がい者に作業内容をわかりやすく伝えてもらうことができるた

め、代表者が障がい者の方に直接指示を出すことはほとんどなく、障がい者の受け入れによ

る経営者や従業員の負担増加も生じていない。 

 障がい者が参画していることについて、社会貢献といった視点はあまり持っておらず、人

手不足で困っていた状況を、障がい者の方が助けてくれているという認識である。現状では、

特定子会社に作業委託ができなくなってしまうことが経営上の一番の懸念点になっている

ほどである。 
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農福連携の取組において感じている効果 

 代表者が経営強化に向けた時間を得られる 

人手が増えたことにより、代表者自身が現場に出る時間が減り、代表者が、販路拡大や新

商品開発について考える時間を確保できるようになった。具体的には、外渉に出かける他、

新商品を生産するための機材を作る余裕ができ、看板商品である“ハピフルとまと”が誕生

した。 

 職場の環境改善・効率化につながる 

職場の環境改善といった視点を持つようになった。家族のみで作業を行っていた時は、自

宅のトイレを使用すれば良く、暑さ対策なども個人の裁量に任せてが、障がい者に作業を委

託するようになってからは、環境を整え、働きやすい職場づくりを行うようになった。また、

ハウス内の通路を広くして移動しやすいようにした結果、従業員・パートも働きやすい職場

となった。 

特例子会社 A が実施する工夫点から学ぶことも多くあり、例えば、誰がどの箇所を作業

しているか・どこまで作業をしたか可視化できるように、ハウス内で作業をしている人の名

前を書いた札を付けるようになった。現在は、作業者名の掲示を廃止したが、ハウス内の各

列に列番号を掲示するようになり、病害発生箇所の伝達が正確になったことも副次的効果

として現れた。これらは、簡単なことに見えるが、自分たちのみでは気づかない視点であっ

た。 

また、作業を切り出す視点が生まれたことも効果の一つである。作業委託を始めたばかり

の頃は収穫作業のみお願いしていたが、作業の切り出し方を工夫することで様々な作業（肥

料まき、定植、灌水チューブ敷き）を依頼できるようになっている。例えば、下葉かきの際

は、「赤くなっている実より下にある葉を切って」などの指示を行うようになり、これまで

は自分の経験でやっていた作業をどうすれば誰もがわかるようになるかといった視点を持

つようになった。 

図表 52 左：ハウス内部の様子 右：ハウス内の各列に掲示するようになった列番号札 

  

写真）ＭＵＲＣ撮影 
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 販路の視野が広がる 

ミニトマトは通常、通常はヘタ付きのまま収穫するが、技術が必要であり、健常者であ

ってもうまくいかない場合もある。従来はヘタの取れてしまったトマトは出荷先がなかっ

たが、障がい者がミニトマトを収穫する際、時々トマトのヘタが取れてしまう場合もある

ことから、ヘタ無しのトマトを提供するバイキング形式のレストランに卸すようになっ

た。障がい者に来てもらったことをきっかけに、新たな販路開拓先の視点を持てるように

なった。 

 

 安定した人員確保・人材獲得コストの削減につながる 

通常、パート等を雇用するとなると、１人１人採用を行う必要があるが、特例子会社

A に作業委託を行うことで、一気に３人の人材を確保することができ、人材獲得コストの

削減につながっている。また、通常、従業員に１日３人まとまってきてもらえる体制を作

るのは難しい他、祝日や急な作業が必要な土日は休みを希望する人が多くなってしまう

が、特例子会社 A への作業委託では、土日祝も含めて毎回３～４人の人手を確保できるた

め、まとまった作業を依頼しやすい。パートを含め、一つの作業に集中的に人員を投入す

ることが可能となったことで、同じ作業を長時間行う必要がなくなり、精神的にも楽にな

った。 

また、サポートマネージャーが同行するため、障がい者の方への作業指示を直接行う必

要がない点も作業委託のメリットだと感じている。作業指示は朝にサポートマネージャー

宛にメールを入れておけば良く、直接会わない日も多い。これにより、障がい者の方にと

ってもなじみのある人だけで働けるため、精神的な負担も軽減できていると思われる。ま

た、特例子会社 A が障がい特性に適した委託先・作業を選定しているため、障がい者との

ミスマッチも起こりにくい。 

 

農福連携の取組における効果の検証 

 定量的な効果として、取引先件数を増加できたと感じている。 

2010 年は２社（卸売会社１社、ファーマーズマーケット）であったところ、2019 年には

６社（卸売会社５社、ファーマーズマーケット）と取引するようになった。これは、特例子

会社からの障がい者雇用によってよりスピーディーに人手不足を解消・生産規模を拡大で

きたこと、代表者が販路開拓をする時間を確保できるようになったことが大きく寄与して

いる。 

また、農福連携に取り組む農家として注目されていることも実感している。視察の受け入

れ回数が増加しており、2010 年には視察はほぼなかったが、2019 年には９回の視察を受け

入れた。代表者としては、障がい者を受け入れていることが社会貢献という認識は持ってい
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ないものの、注目を受けることで今後の活動に向けて良い意味でプレッシャーにもなって

いる。 

 

図表 53 まるたか農園：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

5 現地調査結果のまとめ 

現地調査結果からは、作業効率の向上、売上の増加、経営規模（栽培面積）の増加等の定

量的な効果が把握できた。 

また、定性的な効果として、農業経営そのもののあり方における変革として、農業経営変

革のきっかけとなる視点を得られたことや、障がい者のための作業の創出や働きやすい環

境づくりを行った結果、農業経営体全体における農作業の効率化がうまれた事例も多くみ

られた。また、現場作業の人手が増えることで、農業者自身が経営・企画に関わる時間が増

え、農業経営強化につながることも重要な効果として把握できた。 

いずれの事例でも、障がいの有無にかかわらず、誰もが働きやすく、作業しやすい指示・

環境作りにつながっており、経営強化につながっていることが確認できた。 

  

農福連携拡大後

売上・収益向上

事業強化・経営多角化

特例子会社
から障がい者
を受け入れ

トマト・ミニトマト栽培
面積増加：100a

新商品
“ハピフルとまと”の誕生

新たな取引先との
つながり

■経営状況

トマト・ミニトマトの
栽培面積：10a

同一圃場での連
作による連作障
害に悩まされてい
た際、規模拡大

のための農地、
販路確保はでき
たものの、人手

不足が課題と
なっていた。

特例子会社による障がい者の
特性を踏まえた人材確保

就労後のミスマッ
チ減少

経営者の現場作業
時間減少

（現場作業以外の
時間増加）

労働力の確保

誰もが作業しやすい環境
の整備

作業効率の向上

［ハウス内の各列に札を掲示］

サポートマネージャーの随行

人材獲得コストの
低減

指導・監督負担
の軽減

販路の拡大従来とは異なる収穫方法の導入 新たな販路への販売

視察受入回数
の増加社会貢献

農福連携拡大前
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 農福連携の継続・拡大の方策の検討 

効果のまとめ 

 本調査で把握した結果に基づき、効果を一覧化した。本図表は、各農業経営体が現在求め

ている農業経営の変化・強化・改善に基づきながら参考とできるよう、農業経営上の課題を

起点として効果を分類・整理している。 

 例えば、商品の付加価値の向上を行いたいと思っている場合、農福連携がきっかけとなっ

て生じる変化や福祉との連携にあたって求められる対応がどのようなもので、どのような

プロセスで効果が生じるかを簡易的に示したものとなっている。 

 また、農業経営体と連携したいと考える福祉事業所が、農福連携の効果をアピールし、農

業経営体の連携に対する意欲向上を促す上でも、どういった農業経営上の課題にアプロー

チする効果があるのかを示す上でも活用していただきたいと考えている。 
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図表 54 農福連携の取組が農業経営にもたらす効果の一覧 

  

【農業経営への効果】

販路の確保・拡大

農・福双方の資源の活用

事業強化・経営多角化

従業員の意欲向上

品質向上

作業効率の向上

【農業経営上の課題：効果整理の視点】

・経営や財務管理（経営上の確認・評価等）、
経営改善

・経営に役立つ情報の獲得
・災害対応や事業環境の変化に
対応できるリスク管理／等

・高齢化や担い手不足による労働力不足
・多様な人材の働きやすい職場環境の整備、
労働条件の改善

・従業員の意欲向上
・経営継承 ／等

・消費者や実需者のニーズに沿った
高付加価値化、訴求力アップ、
販路の確保 ／等

・効率的で高度化した生産方式の推進
・コスト管理
・省力化、農地集積・集約化による規模拡大
・GAP、HACCP等の導入による
衛生管理面等の信頼性確保

・基盤整備 ／等

・環境に配慮した農業生産の実施
・近隣からの理解獲得
・地域農業の発展に資する活動の実施 ／等

【農福連携によって生じる変化・求められる対応】

A 経営マネジメントの改善
につながる効果

C 商品の付加価値の向上
につながる効果

D 生産コスト削減、生産・製造管理
の高度化につながる効果

B 人材の育成・確保
につながる効果

E その他の効果

売上・収益向上 企業や商品のブランド化に伴う高付加価値化

大分類

文献調査・現地調査で把握した農福連携の取組が農業経営にもたらす効果

誰もが理解できる指示の確立（マニュアル化等）誰もが働きやすい労働環境の確立

経営者・従業員の指導力の向上

各能力・適性に応じた作業依頼適切な人員配置

商品の訴求力の向上

労働力の確保

人材の獲得・増加

「人を活かす」人員配置への転換

生産コスト削減

地域農業への発展

社会貢献

既存従業員の責任感が向上

農業者と異なる適性をもつ人材の獲得

6次産業化等、新たな事業展開の実施

手作業が可能な体制が構築できる

新たな経営方針、事業方針の構築

企業や商品のブランド化に伴う高付加価値化（再掲）

加工・流通へ参入（6次産業化）

連携先の福祉事業所等の新規販路獲得

農業生産工程管理（GAP）
の徹底

生産工程管理の考えが身につく・実践できる

作業所の設置等、基盤整備が進む

耕作放棄地の活用が進む

農地管理の担い手（団体・人手）が増加する

関連する交付金・助成金が活用できる

市場ニーズに合致した新規品目の導入

安全に働ける職場環境の整備
・配慮が求められる

通年の作業創出が求められる

農業現場で働く既存の人材とは異なる
個性・特性を有する人材の流入

適性の見極めのため配置を得意とする
福祉事業所との連携が発生

小分類

障がい者の活躍・仕事の場の創出

作業導線の見直し・作業工程の見直しが進む

安全な作業環境の構築

多分野との連携が発生し
活用できる資源・支援等が拡大

農業の担い手が他分野から流入

分かりやすい指示・作業方法の確立が
求められる

農作業に適したスキルを持った人材獲得

企業に対する新たな評価がうまれる

通年作業の創出が求められる（再掲）

個人の適性の見きわめ、人員配置を得意とする
福祉事業所との連携が発生

未経験者への分かりやすい指示が求められる

従業員間のコミュニケーションの活性化

農業現場で働く既存の人材とは異なる
個性・特性を有する人材の流入（再掲）

より丁寧な指示・指導や
配慮が求められる

資料）令和2年3月31日 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社作成

既存の道具、設備等の見直しが
求められる

作業創出のため作業分解が求められる
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本調査を踏まえた今後の方策について 

 本調査で得られた各種データ等から、今後の農福連携の取組の継続・拡大を推進するため

に必要となる方策について提案する。 

 取組状況の把握にかかる調査の推進 

 農福連携等推進ビジョンが目標としている、「農福連携に取り組む主体を今後５年で新た

に 3,000 創出する」ことについて、福祉事業者・農業経営体の双方において取組主体が増え

ることが期待されていると考えられる。しかし、本調査によって現状の取組経営体数が把握

できず（推定値含み不明瞭）、把握できていないのみで既に多くの農業経営体が農福連携に

取り組んだことがあるのか否かなども不明瞭な状態である。本調査をはじめとした、農福連

携に係る情報発信の効果をはかる指標としても、現状や今後の取組主体数の推移を把握す

ることが重要であると考える。アンケート等を通じて、農福連携に取り組んでいる農業経営

体数の把握を継続的に行っていくことを検討する必要があるだろう。  

 効果のブラッシュアップ 

本調査では、農福連携農業経営者から見た農福連携の効果について、先進主体の事例や、

農福連携に知見を有する各種専門家・学識者等の文献を調査した。現時点で把握できる内容

は網羅的・体系的な整理を実施したが、今後さらに農福連携に取り組む農業経営体が拡大し

ていくと、新たな効果の把握や現状把握できている効果のさらなる深掘りが進むことが期

待できる。たとえば、各地域において適していると思われる農福連携の形を把握した上で、

効果については、農福連携の取組形態別や、障がい者の種類別、地域特性や品目別に整理す

ることが望ましい。それによって、各地域の農業経営体にとってより身近で実現可能性が高

い効果を的確に伝えていくなど、より詳細な効果の把握のための足がかりとして活用して

いくことも可能であると考える。本調査では４事例のみを対象としたが、他の事例において

も効果の分類を行うことで、他の効果についても把握できる可能性もある。 

 農福連携の効果を図る指標の設定 

（１）のアンケート等を通じて、より多くの取組主体から定量的な数値を把握していくこ

とも重要である。本調査における効果検証では、背景や経緯、取組内容を詳細に把握するた

め、実名での報告を行っているが、売上金額や利益率等、経営管理等に配慮する必要がある

ため、詳細な数値を把握・広く発信することは困難である。アンケート等を実施することで、

匿名化が図られ、より具体的な数値の把握も容易になることが期待できる。本調査で整理

した各効果について、例えば、全国の取組主体の売上と農福連携に取り組んでいない農業

経営体の売上を比較したり、従業員の満足度を比較したりと、農福連携に取り組む農業経

営体が参考にできる農福連携による効果の指標を示していくことも可能となるだろう。 


