
社会福祉法⼈誠友会 ⼯房あぐりの⾥
・農福連携の取組が地域農業の維持・交流⼈⼝の増加に貢献
・企業・農業経営体・社会福祉法⼈等、多様な連携

No. 1 ⻘森県 おいらせ町
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社会福祉法⼈ゆずりは会 菜の花
・平均⼯賃が全国平均の３倍とモチベーション維持に寄与
・利⽤者にあった作物を栽培し年間就労の維持に貢献

No. 2 群⾺県 前橋市

特定⾮営利活動法⼈ ⼀粒舎
・農地の受け⼿となり荒廃農地の発⽣抑制に貢献
・観光農園と施設園芸により⾼⼯賃の実現

No. 3 千葉県 ⽊更津市

社会福祉法⼈⼀⻨会 ソーシャルファーム
もぎたて
・付加価値のある商品作り等中⼭間地域の維持・発展に貢献

No. 9 和歌⼭県 紀の川市

京丸園株式会社
・障害者と健常者の垣根がないユニバーサル農業の取組
・農作業や施設環境は障害者⽬線で⼯夫

No. 4 静岡県 浜松市

特定⾮営利活動法⼈⽴野福祉会 障がい者就労
トレーニングファームチャレンジド⽴野
・農福連携が地域活性化や地域農業の維持に貢献

No. 5 新潟県 佐渡市

株式会社菜々屋
・JAと連携し障害者と親和性の⾼い有機農業を推進
・農作業受託を⾏い地域の農業労働⼒に貢献

No.10 徳島県 徳島市

株式会社イシイナーセリー
・障害者雇⽤を通じて地域の植⽊産業を⽀える取組を推進
・⾼賃⾦の実現と⼀般就労へのつながりに貢献

No. 6 三重県 鈴⿅市

株式会社いずみエコロジーファーム
・ノウフクJAS取得し消費者に対してノウフクの普及に尽⼒
・販路・雇⽤・賃⾦の安定が地域農業の維持に貢献

No. 8 ⼤阪府 和泉市

安芸市農福連携研究会
・⽣きづらさを抱えた者への理解が広がり地域活性化に貢献
・農福現場の⼀つ⼀つの課題解決への取組の推進

No.11 ⾼知県 安芸市

⼀般社団法⼈STEPUP CoCoRo事業所
・罪を犯した⼈も受け⼊れ、再犯防⽌や更⽣⽀援に貢献
・農福連携が地域の中⼼的担い⼿の育成に貢献

No.12 宮崎県 宮崎市
No.14 新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク

（東京都新宿区）
No.15 特定⾮営利活動法⼈わっこ⾕の⼭福農林舎

(⻑野県東筑摩郡筑北村）
No.16 CuRA︕（新潟県新潟市）
No.17 株式会社JAぎふ はっぴいまるけ

（岐⾩県岐⾩市）
No.18 遊⼠屋株式会社（三重県伊賀市）
No.19 うりずんファーム ウィルチャーファーム

（沖縄県沖縄市）

フレッシュ賞

No.20 社会福祉法⼈⻘森県すこやか福祉事業団
(⻘森県平内町）

No.21 福島県⽴⼤笹⽣⽀援学校（福島県福島市）
No.22 帝⼈ソレイユ株式会社我孫⼦農場

ポレポレファーム（千葉県我孫⼦市）
No.23 社会福祉法⼈進和学園しんわルネッサンス

（神奈川県平塚市）
No.24 社会福祉法⼈太陽福祉会（和歌⼭県御坊市）
No.25 社会医療法⼈正光会さんさん牧場

（島根県益⽥市）

チャレンジ賞

「ノウフク・アワード202１」受彰25団体 詳しい取組概要は
こちら「QRコード」

No.13 ⿅児島県 ⿓郷町

株式会社リーフエッヂ あまみん
・障害者への個別⽀援及びQOLの向上への取組
・⾃治体・商⼯会等と連携し販路の開拓や事業創出に貢献

さんさん⼭城
・地域特産・地産地消・6次産業・地域活性化の取組を推進
・ノウフクJASと京野菜の普及啓発、地産地消に貢献

No. 7 京都府 京⽥辺市
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・福祉事業所が⽣産した農産物の販路を確保するた
め、同事務所を運営する農業法⼈４社が農産物の
販売会社を設⽴し、農福連携の持続的な活動を⽀
援

・基幹作物30品⽬を組合せた農
業で安定的な労働の場を提供
県内農産物の⽣産拡⼤に貢献

株式会社菜々屋
（徳島県徳島市）

・農業経営体として1997年から障害者雇⽤を開始し、2020年には、最⾼齢者84歳、最年少者17歳、
98名の⽼若男⼥(うち障害者24名)が働く農園として、農福連携のモデル的な取組を実施

・障害者⽬線に⽴ったユニバーサル農業を展開し、農作業の⼯夫や作業
環境の改善などを通じて農作業の効率化や⽣産性の向上を実現するこ
とで収益が向上

・地域農業者の経営改善として、特例⼦会社と地域農業を連携するビジネ
スモデルを構築し、農業と福祉のマッチング⽀援を実施

京丸園株式会社（静岡県浜松市）

⼈を耕す部⾨

・就労継続⽀援B型事業所として、障害者23名全員
が通年で農業に従事し、法⼈内の就労継続⽀援A
型事業所と連携しながら、約13haの農地で葉物
野菜、にんにく、⽶、ビール⻨などを栽培し、地
元農協等に出荷

・地域の⾼齢農家から農作業
を受託するなど地域農
業の中核的存在

社会福祉法⼈ゆずりは会菜の花
（群⾺県前橋市）

・荒廃農地も利⽤し、障害者20名で⾃然栽培によ
る農業に取り組み、加⼯品で製菓を販売

・2018年、農⼭漁村振興交付
⾦でアートサロン和を開設。
地域住⺠や障害者の居場所や
作品の展⽰・販売の場として、
地域内外の交流が活発化

特定⾮営利活動法⼈⽴野福祉会
（新潟県佐渡市）

・「障害等の有無に関係なく全ての⼈が⽣きがいを
持って⾃分らしく⽣活できる社会の実現」のため、
市福祉事務所・農林課、保健所、福祉事業所、JA
等で構成される研究会を設⽴

・農業における担い⼿の確保や
農地の維持及び障害者等の就労
を確保し⽀援体制と連携を確⽴

安芸市農福連携研究会
（⾼知県安芸市）

地域を耕す部⾨

・2011年4⽉、聴覚障害者が集い、働くことを通して社会の⼀員として活躍できる事業所「さんさん
⼭城」を開所し、後継者がいなかった宇治茶の茶園を継承し、抹茶の元となる碾茶の栽培から開始

・現在は32名の障害者と共に宇治茶、京都えびいも、万願寺唐⾟⼦、京都
⽥辺なす、京夏ずきん等地域特産品の⽣産に注⼒

・カフェを通じた市⺠等との交流、児童養護施設⼊所児童を対象とした農
福体験の実施、京都市内の⾼級ホテル、料亭などにノウフクJAS⾷材を
販売、市⺠を対象にした茶摘みの集いを開催

社会福祉法⼈さんさん⼭城（京都府京⽥辺市）

未来を耕す部⾨

ノウフク・アワード２０２１表彰団体の概要（グランプリ、審査員特別賞、優秀賞）

・グランドカバー植物「タマリュウ」の出荷量⽇本
⼀の⽣産者であり、通年でタマリュウの定植、除
草作業などの農作業をA型事業所きららに委託

・市場出荷だけでなく、上場企業
の造園改修⼯事、駒沢オリンピッ
ク公園総合運動場新屋内球技場の 屋
根緑化を受注

株式会社イシイナーセリー
（三重県鈴⿅市）

・農業⽣産と６次産業化、観光農園の運営に取り組
むことで、障害者の就労の場の確保と、⾼齢農家
の所得向上に貢献

・⼤規模なハウスや直売所、加⼯
施設、レストラン等を整備し、
障害者の能⼒等に応じて職種
や作業内容を調整

社会福祉法⼈誠友会⼯房あぐりの⾥
（⻘森県おいらせ町）

・

・障害者20⼈で、ブルーベリーの栽培、加⼯販売
及び観光摘み取り園に取り組み、ブルーベリー園
は当初の約5倍の⾯積にまで拡⼤

・ブルーベリー園に隣接する荒
廃した⾥⼭ 3ha を借り受け、
⾥⼭再⽣に取り組むほか廃屋
を職員と利⽤者でカフェに改装

特定⾮営利活動法⼈⼀粒舎
（千葉県⽊更津市）

・⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合のグループ会社と
して農業⽣産法⼈「いずみエコロジーファームを
設⽴し、同社内にA型事業所を開設

・栽培した農産物をいずみ市⺠
⽣協などに販売。2019年ノウ
フクJAS認証を⼩松菜・キュウ
リ・ホウレン草・春菊で取得

株式会社いずみエコロジーファーム
（⼤阪府和泉市）

・精神障害者を中⼼に5〜16名で農作業に、その他
の利⽤者で⾷品加⼯に取り組んでおり、対⼈恐怖
の⽅がECサイトを作成/管理、筋ジストロフィー
の⽅がジェラートのパッケージ
デザインを在宅就労で実施。
近隣農家5軒の多品⽬の作業
を受託し、通年業務を確保

株式会社リーフエッヂあまみん
（⿅児島県⿓郷町）

・⾃社で休耕地を中⼼に借上げ（約2ha）、たまね
ぎ、トマト、⼤根、唐⾟⼦、キウイと多岐にわた
り⽣産するほか、近隣の新岡農園からキウイ、
じゃばらの加⼯を請負。農家の６次化に貢献

・障害者は、寺の副住職、企業
退職者、育児中の⼥性など多様
な⽅々と共に農作業を実施。

社会福祉法⼈⼀⻨会ソーシャルファーム
（和歌⼭県紀の川市）

・矯正施設退所者を含む27名の利⽤者が野菜等の
⼟づくりから配送まで全⽣産⾏程に携わっており
取組当初から農地は約７倍に拡⼤。収穫などの施
設外就労にも積極的に参加

・矯正施設退所者を⽀援しており、 複
数回の⼊所歴がある者も安定 し
た⽣活を実現

⼀般社団法⼈STEPUP CoCoRo事業所
（宮崎県宮崎市）



株式会社JAぎふはっぴいまるけ
（岐⾩県岐⾩市）

CuRA︕
（新潟県新潟市）

帝⼈ソレイユ株式会社我孫⼦農場
ポレポレファーム（千葉県我孫⼦市）

特定⾮営利活動法⼈わっこ⾕の⼭福農林舎
（⻑野県筑北村）

新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク
（東京都新宿区）

社会福祉法⼈⻘森県すこやか福祉事業団
（⻘森県平内町）

福島県⽴⼤笹⽣⽀援学校
（福島県福島市）

社会福祉法⼈進和学園しんわルネッサンス
（神奈川県平塚市）

【成果】農林漁業と多種にわたって
連携し、多岐にわたる作業
の提供により障害者の働き
たい意欲が向上

【概要】農作業、薪材⽣産、漁具修繕等の軽作
業を組み合わせた農林漁業×福祉連携
の取組

【概要】特別⽀援学校とJA福島中央会が連携し、
⽣徒が農家に出向いて農作業体験を⾏う
学校と農業との農福連携の取組

【成果】農家の特別⽀援学校に
対する理解の向上と将
来の地域の農業労働⼒
となることを期待

【概要】新宿区内30福祉事業所からなるネッ
トワークを設⽴し、新宿区内3か所のビ
ルの屋上で養蜂事業に取り組み、協働で
受注作業や⾃主製品の開発・販売を実施

【成果】養蜂作業を通じて障害者
に⾃覚と責任感が⽣まれ、
⾃信の回復に寄与

【概要】障害者以外にひきこもり者も受け⼊れ、古
代⻨、ケール等の栽培をしているほか、間
伐等の請負業務や薪の製造・販売を実施

【成果】荒廃農地対策と農地
維持に貢献のほか、地
域資源を活⽤した循環
型社会構築に貢献

【概要】ハーブなどの薬⽤作物と在来種の野菜を
栽培し、近隣農家が⽣産している果物や
野菜とハーブを組み合わせ、ドレッシン
グやジャムなどの加⼯品を⽣産

【成果】障害者に作業を任せること
で商談機会が増え、販路拡
⼤につながったほか、⽣
産性が3倍以上に向上

【概要】「ハンディキャップのある⽅々がこんな
にスゴイことをやっているんだ︕」とい
う驚きを世界に発信することを⽬的に胡
蝶蘭、エディブルローズ等を⽣産

【成果】あえて⽀援員が常時⽀援
しないことで、障害者の
成⻑につながっている

【概要】JAぎふ100％出資の特例⼦会社として
設⽴し、希少種まくわうりを農林⾼校
と連携して委託栽培等を実施

【成果】本巣市根尾能郷地区のみで
栽培されている希少な唐⾟
⼦で徳⼭とうがらし味噌
を開発し、ヒット商品に

【概要】6次産業化総合事業の認可を受け、
多品⽬⽣産対応の農産品加⼯場を県内
初で設⽴し、障害者が携わっている

【成果】処分されていた規格外トマ
トを購⼊することにより
農家の収⼊アップにも貢献

取組開始５年以内の
優れた取組を表彰

遊⼠屋株式会社
（三重県伊賀市）

【概要】「世界⼀だと誇れる仕事をすること」
を掲げ、世界中に⾃分たちのイチゴを
届けることを事業の根幹に据え、
「BERRY」ブランドを構築

【成果】農福連携による⾼級イ
チゴの品質が認められ
ブランド化に成功

うりずんファーム ウィルチャーファーム
（沖縄県沖縄市）

【概要】障害者⽀援センター花灯の協⼒の下、⾞
椅⼦に特化した農場を設⽴し、特別⽀援
学校の職場体験の実地研修を実施

【成果】農作業等を障害者に任せる
ことで経営に専念。障害者
は⾃⽴へとつながる

社会医療法⼈正光会さんさん牧場
（島根県益⽥市）

社会福祉法⼈太陽福祉会
（和歌⼭県御坊市）

【概要】レストラン向けの珍しい野菜等の栽培、
引退競⾛⾺の受け⼊れ実施による⾺事⽂
化の継承、地元農家への⾺糞堆肥の提供

【成果】障害者の⾃⽴につなが
るほか、観光牧場とし
て地域内外からの交流
⼈⼝が増加

【概要】釜焚き⾃然塩作り作業に取り組んでおり、
天塩での販売や地域の居酒屋と連携して
塩を調味料とした焼き⿃セットを販売

【成果】塩炊き作業で、福祉関
係等へ⼀般就労する障
害者が増加

「農」や「福」の広がり
に向けた優れた取組

を表彰

ノウフク・アワード２０２１表彰団体の概要（フレッシュ賞、チャレンジ賞）

新設 新設
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