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 障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

特定非営利活動法人Ｃ 一般社団法人Ｄ 

課題 

・障がい福祉サービス事業所でも触法者

についての理解が進んでいない。まず

は触法者とはどのような人であるかを

理解し、触法者に対する知識を習得す

る必要がある。 

・触法者の場合は、どこが中心となって長

期間にわたって支援をするのかが明確

ではない、もしくはあまり知られてい

ない。触法者の受入れに重要なことは

障がい者相談支援センター、保護観察

所などのしっかりした支援体制が整備

されているかどうかにかかっている。 

・触法者の場合も、障がい者の居住、就労、

生活全般を総合的にみている相談支援

専門員のような人がいなければ、就労

のみを引き受ける福祉サービス事業所

にとっては就労以外の見えないところ

があって、触法者の受入れには不安が

ある。 

 

・触法者を受け入れる場合は、地域の理解

が非常に重要である。農作業を通じて、

近隣の農家から「上手になってきたな

あ」などと声を掛けてもらえば、触法者

の励みとなる。 

 

今後の 

受入れ意向 

・触法者を受け入れる場合、最も恐れるこ

とは利用者のコミュニティの崩壊であ

る。利用者の中にも様々な考え方をも

った人がいる。触法者をスムーズに受

け入れる人もいれば、拒絶反応を起こ

す人もいる。これまで利用者が築き上

げたコミュニティの前提があるからこ

そ、安定した就労環境の中で仕事がで

きている。 

 

・今後、地方検察庁、保護観察所、弁護士

とも連携し、触法者の農福連携を進め

る考えである。 

必要とされる 

支援 

・触法障がい者に対する知識を習得する

ために、事業所向けに勉強会を開催し

てもらいたい。 

・地域生活定着支援センター等の情報発

信、機能を強化することで、障がい福祉

サービス事業所が触法障がい者を受入

れやすくする必要がある。 

・触法障がい者を地域で受け入れるため

には、福祉、医療、就労、教育等のネッ

トワーク体制を構築し、支えとなる相

談支援専門員の配置も必要である。 

 

・刑務所に収容されている時から受刑者

の職業訓練を充実させることである。

例えば、刑務所でハウスでの農作業が

可能となれば、出所後に農業分野の即

戦力として就労が可能である。そうす

ることで、触法者が出所後に生活困窮

に陥らない支援につながる。 
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障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

特定非営利活動法人Ｅ 株式会社Ｆ・社会福祉法人Ｇ 

触法者 

受入れ実績 

・触法障がい者を受入れたことはない。 

・面談者が以前勤務していた作業所にお

いて、法を犯すようなトラブルを起こ

す人を受け入れたことがあった。自分

の気持ちを周囲にうまく伝えきれない

ために、周囲の人も厳しい目で見てし

まい、一歩引いた態度をとってしまう。

結局、その人は再犯を起こしてしまい、

作業所に来なくなってしまった。 

 

・触法者を生活困窮者の就労訓練事業で

受入れたことはない。 

 

触法者の印象 

・触法者は社会に認められていなかった

り、罪を犯して社会的に非難されるこ

とで、自己肯定感が低くなっていると

考えられる。そのうち再犯を繰り返す

ことで、周囲の目が冷たくなってしま

い、自分に自信がもてないから、悪循環

に陥ってしまう。触法者は刑務所から

の出所直後については、ゆっくりとし

たペースで立ち直る機会を与える必要

がある。 

 

・家庭環境に課題を抱えている。  

・幼少期からの学習の遅延により社会生

活に慣れていない。  

・社会復帰に向け時間を要する。  

・再犯の危惧 

 

※触法者は新たな労働者としての可能性

を感じるが、容易には進まないと思う。 

 

課題 

・触法障がい者の農作業に関わる部分お

いては彼らの気持ちに寄り添うことは

できるが、それ以外の生活に関わるこ

とについては余力があるわけではな

い。障がい福祉サービスの一事業所の

対応だけでは限界がある。 

・知的障がいの触法者は法に触れないこ

と、触れることの判断が甘いのかもし

れない。その部分は指導できる人がし

っかりと教えないと犯罪を繰り返す可

能性がある。 

 

・社会通念上の考え方や理解に向けた指

導環境の整備  

・指導者、支援者との人間関係（事業者と

の関係が崩れた場合は再犯の可能性あ

り）  

・従業員や事業所周辺住民の理解  

・事業運営に係る収益性もしくは持続性 

今後の 

受入れ意向 

・触法障がい者の受け入れは、障がい福祉

サービスの一事業所だけでは限界があ

るので、障がい者福祉の支援機関だけ

ではなく、更生保護機関等とも連携し

ながら触法障がい者をサポートする必

要がある。 

 

・社会福祉法人Ｇの高齢者施設で触法高

齢者を受け入れたことはあるので、触

法者だからといって拒絶する理由はな

い。生活困窮の状況を見極めたうえで、

触法者の受入れを判断する。 

必要とされる 

支援 

・一般の人も触法者に対する理解を深め

る必要がある。触法者の問題はあまり

知られていない。 

 

・メンタルヘルスケア（我慢する力）  

・日常生活全般の管理から自立支援  

・成功体験と失敗体験（成功体験のみでは

失敗したときの反動が大きくなるので

はないか） 

・協力者や支援者を増やす活動 
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ａ．触法者の受入れ実績 

調査時点において触法者を受入れている法人はないが、これまでに触法者を受け

入れた（もしくは受け入れる予定であった）法人は少なからずある。合同会社Ｂは

過去に触法障がい者を受け入れた経験がある。しかし、その触法障がい者が実習期

間中に問題行動を起こして退所したため、以降は受け入れていない。 

一方で、仮釈放前の受刑者が社会奉仕活動の一環で農作業の場を提供している一

般社団法人Ｄのように、触法者の就労に前向きな法人もみられる。 

 

 

ｂ．触法者の印象 

触法者の印象については、“コミュニケーションが苦手である”、あるいは“コミ

ュニケーションがとりづらい”点を指摘する声が多かった。これは、「農業以外で触

法者就労に取り組んでいる事業者」からも同様の印象を指摘している。 

また、触法者は“自分の気持ちをうまく伝えきれない”ことや、“罪を犯して社会

的に非難されることで自己肯定感が低くなっていて、自分に自信がもてなくなって

いる”印象を受けるという意見もあった。 

 

 

ｃ．課題 

最も多く挙げられた課題は、受け入れた触法者への対応について相談できる窓口

が明確ではないことである。「触法者就労に取り組んでいる事業者（農業法人等を含

む）」は、知り合いの保護観察官に相談に乗ってもらったり、触法障がい者の場合で

あれば障がい者福祉の相談支援専門員が調整している。つまり、触法者がトラブル

を起こしたとしても、解決のために相談できる窓口がない、もしくは相談窓口が分

からないことが課題である。 

農福連携に取り組んでいる事業所においても、触法者についての理解が進んでい

ないことも課題である。まずは触法者とはどのような人であるかを理解し、触法者

に対する知識を習得する必要がある。 

就労継続支援Ａ型事業所のような就労系障がい福祉サービス事業所の課題は、触

法障がい者の立ち直りのサポートに限界があるとのことである。就労系障がい福祉

サービス事業所は就労の場を提供して触法障がい者を支えることはできるが、グル

ープホーム等の住まいを提供できなければ生活全般まで寄り添えることはできない。 

触法者の受入れについては、当事者の事業者だけでなく、地域の理解が得ること

が重要であるとの指摘もあった。 
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ｄ．今後の受入れ意向 

一般社団法人Ｄのように、地方検察庁、保護観察所、弁護士とも連携して触法者

を積極的に受入れ意向を示す意見は少数である。 

受入れには慎重な意見が多い。問題行動をとってしまう触法障がい者が入所すれ

ば、同じ職場の障がい者のコミュニティが壊れてしまう懸念があるし、職員も恐が

ってしまうかもしれない。トラブルを起こしたとすれば、周辺地域にも不安を与え

かねないとする意見もあった。 

 

 

ｅ．必要とされる支援 

必要とされる支援については、農業関連よりも、むしろ矯正・更生保護に関する

こと、地域福祉に関する支援などの要望が多かった。 

・触法障がい者に対する知識を習得するために、事業所向けに勉強会を開催してもら

いたい。 

・一般の人も触法者に対する理解を深める必要がある。触法者の問題はあまり知られ

ていない。 

・触法者が社会復帰して成功した事例を積み重ねていくしかない。そうした事例を情

報発信する。 

・触法障がい者の受入れについては、障がい者福祉の支援機関だけでなく、更生機関

等と連携しながら触法障がい者をサポートする必要がある。 

・触法障がい者を地域で受け入れるためには、福祉、医療、就労、教育等のネットワ

ーク体制を構築し、支えとなる相談支援専門員を配置する必要がある。 

・農業者は触法障がい者の住まいの確保、生活安定の支援まで行き届かない。支援団

体との連携が必要である。 

・触法者を社会に無理やりに復帰させようとはせず、同じ境遇をもつ人が集えるよう

な自助グループ結成を促進し、行政はそれを支援していく必要がある。 

・障がいを抱えている触法者は刑務所で収容されている時に認定してもらって、出所

時に障がい福祉サービスにつなげるようにする。 

・刑務所に服役している時から受刑者の職業訓練を充実させることである。農作業の

職業訓練を受けた受刑者は、出所後に農業分野の即戦力として就労が可能である。 
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２．触法者就労に取り組んでいる農業法人等 

触法者就労に取り組んでいる農業法人、障がい福祉サービス事業所など５先に聞

き取り調査を実施した。対象先の概要は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-３．触法者就労に取り組んでいる農業法人等（５先） 

上段：聞き取り調査先 下段：概要 地域 

① 

社会福祉法人Ｈ 九州地方 

生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、共同生活

援助や、相談支援事業等を行いながら、40 年以上前から関連の農業法人と一体

的に農業経営にあたっている。農場では茶の栽培、ニンニクやトマト等の生産、

葉物野菜の水耕栽培、畜産などに取り組んでいるほか、加工施設、レストラン

なども併設している。触法障がい者を含む障がい者が職員とともに農作業に従

事している。 

② 

株式会社Ｉ 関東地方 

農地所有適格法人として農産物の生産・販売に行いながら、関連の特定非営利

活動法人等で就労継続支援Ｂ型事業所、多機能型事業所、相談支援事業所など

の管理・運営や、障がい者等の自立支援サポートなどを行っている。触法障が

い者を含む障がい者が露地栽培でタマネギ、ネギ、水耕栽培の葉物野菜、オリ

ーブ栽培に従事している。 

③ 

特定非営利活動法人Ｊ 中国地方 

就労継続支援Ａ型事業所・Ｂ型事業所、グループホームの運営を行っている。

関連の農地保有適格法人から受託する形で、触法者を含む障がい者が農作業を

行っている。ネギ、トマトを中心に、クロマメ、サツマイモ、キュウリなどを

生産している。自宅が遠方で通勤できない障がい者は、グループホームで共同

生活をしている。 

④ 

株式会社Ｋ 北陸地方 

棚田の再生を図るために、中山間地域の棚田での水稲栽培を行っている。人材

不足を補うために、触法者を一般就労で雇い入れている。“来る者は拒まず”の

基本方針で、入社希望の触法者をほとんど受け入れてきた。触法者の主な仕事

は棚田での水稲栽培にかかる農作業である。同社は自立準備ホームを運営し、

雇い入れている触法者の住まいを提供している。 

⑤ 

茨城就業支援センター 関東地方 

自立更生促進センターの１つで、仮釈放者の農業実習と就農支援を行い、保護

観察官による生活指導や自立のための支援に取り組む中間支援施設である。同

センターの訓練生は６カ月間、農業実習先でトマト、ナス、ホウレンソウ、ニ

ンジンなどの栽培を通じて、播種、育苗、土つくり、収穫、出荷方法などを学

んでいる。訓練終了による退所者のうち、就農した訓練生は半数を超えている。 
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（１）聞き取り項目 

基本的な聞き取り項目は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-４．基本的な聞き取り項目 

 ◯企業・組織概要 

 ◯農福連携の取り組み（実施している場合） 

 ◯触法者の受入れについて 

・受入れ実績 

・触法者の印象 

・課題 

・今後の受入れ意向 

・必要とされる支援 など 

 

 

（２）聞き取り調査結果のポイント 

 

①社会福祉法人Ｈ 

＜ポイント＞ 

・40 年以上前から農業に取り組んでおり、障がい者とともに大規模農業を展開して

いる。しかし、持続可能な農業経営を続けるためには収益の確保が求められるた

めに、結果的に多品目の農業生産にならざるをえなくなっている。 

・就労している利用者約 130 名のうち、触法障がい者 26 名が在籍している。一部の

触法障がい者は問題行動を起こすこともあるが、大半は穏やかに暮らしている。 

・触法障がい者の生活を安定させるためには、食事と住環境を提供する仕組みが必

要である。安定した生活の基盤がないと、就労までにたどり着けない。 

・障がい者福祉の場合、相談支援専門員が本人の意向、サポートの必要性をつねに

把握して、環境を調整する機能を果たしている。触法者の場合でも、同様の機能

が必要である。 
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②株式会社Ｉ 

＜ポイント＞ 

・農業分野で収益を上げることによって、障がい者だけでなく、触法者、ひきこも

り、ニートなどに働ける場、居場所を提供できるソーシャル・ファームの実現を

目指している。 

・利用者には生活寮とグループホームで住まいを提供している。 

・現在は触法障がい者５人が同社グループの農場で就労している。一方で、同社で

農業に従事することで自信を取り戻し、外部に転出し自立した触法障がい者も２

人いる。 

・基本的には、一般の障がい者であっても、触法障がい者であっても区別なく受け

入れる方針である。 

 

③特定非営利活動法人Ｊ 

＜ポイント＞ 

・障がい者は農作業を積み重ねていくうちに、その人に適した仕事が見つかり、“適

材適所”の働き方が見つかる。作業を細分化することで、多くの障がい者に働く

場を提供できる。 

・障がい者は単純化した作業は向いていることが多い。障がい者雇用を拡大し、単

純化した作業を増やすためには、農業の規模を拡大しなければならない。 

・中山間地域では、障がい者に農業分野で働いてもらうためには、グループホーム

のような住まいの確保が課題である。 

・触法障がい者を定期的に受け入れている。更生保護施設から触法障がい者を受け

入れるルートができつつある。 

 

④株式会社Ｋ 

＜ポイント＞ 

・触法者を雇用して、棚田での水稲栽培を行っている。 

・棚田の農業は効率優先の農業とは異なり、緩やかな時間の流れの中で農作業が営

まれている。触法者が人間性を取り戻すうえで適した仕事である。 

・触法者の中には何らかの発達障がいを抱えている人が多いが、こうした人への対

応に苦心している。 

・触法者の受け入れにあたっては、近隣住民の理解を得ることに難航した。触法者

が大きなトラブルを起こさず、地域の共同作業などを手伝うようになって、住民

の信頼を次第に得られるようになった。 
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（３）茨城就業支援センター 

＜ポイント＞ 

・茨城就業支援センターは、仮釈放者の農業実習と就農支援を行い、保護観察官に

よる生活指導や自立のための支援に取り組む中間支援施設である。 

・訓練生は６カ月間、農業実習先でトマト、ナス、ホウレンソウ、ニンジンなどの

栽培を通じて、播種、育苗、土つくり、収穫、出荷方法などを学んでいる。 

・訓練終了による退所者のうち、就農した訓練生は半数を超えている。 

・訓練生の就農先は協力雇用主に登録していない農業法人・個人農家が多数で、訓

練生が採用面接に受けるにあたって、「前歴開示」か「前歴非開示」で面接に臨む

ことについては各自の判断に委ねている。 

 

ａ．概要 

茨城就業支援センター（以下、同セ

ンター）（茨城県ひたちなか市）は「自

立更生促進センター」の１つである。

自立更生促進センターとは、親族等や

民間の更生保護施設では円滑な社会

復帰のために必要な環境を整えるこ

とができない仮釈放者や少年院仮退

院者等を対象に、保護観察所に併設し

た宿泊施設に宿泊させながら、保護観

察官による濃密な指導監督や充実し

た就労支援を行うことで、対象者の再犯防止と自立を図ることを目的に、2009 年に

設立された国立の施設である。自立更生促進センターのうち、同センターは農業の

職業訓練を実施する施設で、農業実習等を内容とする職業訓練の受講を通じて就農

に必要な知識および技能を習得し、併せて充実した就農支援を行っている。同セン

ターの定員は成人男子 12 名である。 

 

ｂ．取り組み 

（ａ）対象者 

入所対象者の要件は、①成人男性の保護観察対象者または更生緊急保護対象者で

あること（仮釈放者が中心）、②農業実習等を内容とする職業訓練および将来の就農

に対する意欲が認められること、③職業訓練を受講することにより一定の成果を期

待できる資質を有することである。つまり、将来の就農に意欲をもっている点を重

視し、犯罪歴、刑期、帰住先の有無などはあまり考慮していない。また、同センタ

ーでは６カ月間を超える集団生活を送ることになるので、集団生活への適応も入所

図表Ⅲ-５．茨城就業支援センター 

資料：法務省 ホームページ 
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の前提条件となる。 

入所希望者が服役する矯正施設から連絡があると、同センターの保護観察官がそ

の矯正施設に出向いて、面接を行っている。保護観察官は入所希望者の農業を通じ

て社会復帰の道を歩みたい意思を重視している。その確固たる意思を確認するため

に、別の保護観察官が矯正施設を訪れ、２回目の面接を行うことにより、同センタ

ーへの受入れを判断している。 

 

（ｂ）訓練期間 

農業実習は公共職業訓練として実施している。訓練期間は６カ月で、５月、８月、

11 月、２月の３カ月おきに開講している。各期４名程度が入所し、常時最大８名程

度が受講している。もっとも、入所者の大半が仮釈放者であるが、入所時期と仮釈

放の時期を調整する必要がある。また、同センターの訓練期間が６カ月であること

から、実質的には仮釈放期間が６カ月間の仮釈放者が対象になる。これまでに仮釈

放期間６カ月未満の入所実績もあるが、仮釈放期間が経過して刑期が満了すれば途

中で退所する人も少なからずいる。 

 

 

（ｃ）就業支援体制 

就業支援体制は３省の連携で成り立っている、農業訓練と就農による自立支援策

である。 

法務省は同センターの設立・運営、訓練生の募集、保護観察官による指導監督を

担っている。農業実習を主とする職業訓練は、厚生労働省の「求職者支援制度」の

スキームを活用している。職業訓練の受講料は不要で、訓練生はハローワークを通

図表Ⅲ-６．就業支援体制 

資料：茨城就業支援センター 
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じて月 10 万円の職業訓練受講給付金を受給することができる。訓練期間中は家賃、

食費が不要なので、６カ月間の職業訓練が修了すると、手元に残った職業訓練受講

給付金を社会復帰に向けての資金に充当することが可能である。 

農林水産省は茨城県農林振興公社が同センターでの講義、求人情報や就農相談の

窓口となっている。訓練生が茨城県内での就職を予定している場合は、個別就農相

談会を行っている。 

また、農業実習は職業訓練の枠組みとして、ハローワークが茨城県立産業技術短

期大学校併設水戸産業技術専門学院を通じて、県内の農家に委託する形をとってい

る。農家による指導のもとで訓練生が農業実習に取り組んでいる。 

 

（ｄ）農業実習の内容 

農業実習は専門学科、基本実技に分かれているが、基本的には実践的な農業技術

の習得を目指すことから、実技が中心となる。農業実習の委託先の農家で、トマト、

ナス、ホウレンソウ、ニンジン、タマネギ、ショウガ、ジャガイモ、水稲、トウモ

ロコシなどの栽培を通じて、播種、育苗、土つくり、収穫、出荷方法を学んでいる。

しかし、訓練期間が６カ月間であるため、作物によっては種まきをしても、収穫す

る前に訓練終了となるケースもある。 

６カ月間の農業実習においては、すべての農作物の栽培を修得できるわけではな

い。花卉園芸、畜産関係も学ぶことはできない。そうした限界を少しでも補うため

に、同センターは茨城県内で訓練生の見学・農業体験を受け入れる農業法人・個人

農家 30 件程度を確保している。例えば、茨城県はサツマイモの産地で、サツマイモ

の栽培に興味をもっている訓練生が多い。訓練生が自主的にサツマイモ農家を訪問

して、農業体験を積んでいる。また、農業実習の委託先農家は訓練生を卸売市場の

見学、堆肥の勉強会への参加を不定期に行っている。 

 

（ｅ）就農支援 

ア．退所者の進路状況 

退所（訓練修了）者は、同センターが 2009 年に設立してから累計で 181 名であ

る。そのうち、６カ月間の訓練修了による退所者は 154 名、中途退所者は 27 名であ

る。訓練修了による退所者 154 名のうち就農が 83 名、一般就職等が 71 名と、就農

の道に進んだ訓練生は半数を超えている。ただし、これは訓練生の退所時点のデー

タであり、直近のものではない。農業を辞めて転職した人もいる。 

未就農や離農の理由としては「就農の適性がない」「もともと働いていた業種に戻

る」のほかに、「農業の収入の少なさ」が挙げられている。興味のある農業をやり続

けたいが、収入が少ないことで農業の仕事で食べていけるのかという先行き不安を

感じている。就労を断念した訓練生には同センターの共同生活を通じて習得したこ

とを糧にして、自分の生きる道を考えてもらっている。 
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直近の 2021 年 10 月末で終了した訓練生４名は、就農が２名、一般就職等が２名

であった。 

 

イ．就農の状況 

就農者 83 名の内訳は農業法人・個人農家が 76 名、親族関係が６名、独立就農が

１名で、農業法人・個人農家に就職する形が一般的である。 

農業分野では協力雇用主が数少ないことから、協力雇用主に登録していない農業

法人・個人農家に就職することが多数である。また、訓練生は全国から集まってい

ることから、茨城県内での就農にはこだわっていない。遠くは鹿児島県の畜産関係

に就職した人もいるし、北海道で酪農ヘルパーとして就職した人もいる。 

跡継ぎがいない個人農家からは、将来の後継者として働いてほしいとの要望があ

る。実際に農家を引き継いだ元訓練生もいるが、農家を引き継ぐ覚悟、自己資金を

もつ人は少ない。 

 

ウ．就農支援 

同センターは訓練生の自主性を重んじながら、農業体験や採用面接の機会確保に

取り組んでいる。大きく分けて４つの就農支援を行っている。 

第１は連携機関による就農情報の提供である。茨城県農林振興公社（茨城県ひた

ちなか市）からは県内農業の就農相談や求人情報の提供、ハローワークからは職業

相談や求人情報の提供を受けている。 

第２は同センターに登録している農業法人や個人農家約 30 件の見学・講義であ

る。訓練生は農業実習以外に農業体験ができる場となっている。この農業法人・個

人農家は訓練生に前歴があることを知った上で受け入れている。農場の見学をきっ

かけに就農意欲が湧いて、採用面接を経て見学先に就職した訓練生もいる。 

第３は農業関係の Web サイトの活用である。最近の就職活動は Web サイトを活

用することが多くなっている。2021 年 10 月末で訓練終了した人は農業求人サイト

「農家のおしごとなび」を活用して就職活動を行った。 

第４は就農希望者向け合同説明会への引率である。就農希望の訓練生を東京都内

および茨城県内で年に数回開催される「新・農業人フェア」に引率し、求人のある

農業法人等と面談できる機会を提供している。 

 

エ．就農支援にあたっての課題 

訓練生が就職活動を行う際に、ハードルとなるのは訓練生が前歴（触法者である

こと）開示で採用面接に臨む場合と、前歴非開示で採用面接に臨むことがある。農

業関係の協力雇用主や、同センターに登録している農業法人・個人農家は触法者に

理解があるので、訓練生の前歴開示で雇い入れても問題とはならない。 

就農先の多くは訓練生の前歴を知らない農業法人・個人農家である。その場合、
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訓練生が採用面接に受けるにあたって、前歴開示か前歴非開示で面接に臨むことは

各自の判断に委ねている。訓練生も自らの前歴を明らかにすることについては、わ

だかまりを抱えている。2021 年 10 月末で訓練終了して就農した２人は前歴非開示

で採用された。前歴開示よりも前歴非開示で就農する方が一般的である。 

一方で、訓練生が前歴を開示して就農したケースもある。その場合、面接した農

業法人の代表者が全社員に意見を聞いて採用した場合もあれば、代表者の夫婦だけ

が訓練生の前歴を知っていて他の家族は知らない農家もある。 

 

オ．要望 

茨城県の求人情報は、茨城県農林振興公社や同センターによる独自の発掘により

充実してきている。しかし、就農につながる帰住地が全国に及ぶことから、同セン

ターは農業関係の幅広い求人情報を求めている。 

 

ｃ．効果 

同センターは訓練生の農業実習と就農支援がメインであるが、保護観察官が週に

１回、訓練生一人ひとりと面接を行って、生活指導や自立のための支援を行ってい

る。また、６カ月間の農作業や施設内での集団生活を訓練生同士が支え合いながら

送る中で、人を信じてみること、人と協力することの大切さをあらためて感じ取る

訓練生も少なくない。 

犯罪白書によると、出所受刑者の２年以内再入率は 2018 年で 16.1％である。同

センターの入所者で再犯した人は１割に満たない。仮釈放者に対する職業訓練は再

犯防止につながっている。 
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（４）「触法者の受入れについて」聴取結果 

聞き取り調査先から聴取した「触法者の受入れについて」の考え方を整理すると、

以下のとおりである。 

 
触法者就労に取り組んでいる農業法人等 

社会福祉法人Ｈ 株式会社Ｉ 

触法者 

受入れ実績 

・就労継続支援Ｂ型事業所等で就労して

いる利用者約 130 名のうち、触法障がい

者といわれる利用者 26 名が在籍してい

る。触法障がい者で長い人で 28 年、平

均の在籍期間は 10 年程度である。 

・職員は触法障がい者の前歴を知ってい

るが、利用者には知らせていない。 

・触法障がい者は他の障がい者と同じく、

入所施設、グループホームなどで生活

している。 

・最初に受け入れた触法者はＡ氏である。

Ａ氏は触法障がい者で、21 歳の時に傷

害事件を起こし、医療少年院に入院し

た経歴をもつ。医療少年院からＡ氏の

受入れを打診された。当初は戸惑った

が、Ａ氏との面接で人柄やコミュニケ

ーションの高さを確かめた末、受け入

れることにした。現在もＡ氏は露地栽

培を担当する農業班のリーダーとし

て、タマネギの栽培、ネギの育苗等に従

事している。 

・現在はＡ氏を含めて５人が同社グルー

プの農場で就労している。一方で、同社

で農業に従事することで自信を取り戻

し、外部に転出し自立した触法障がい

者も２人いる。１人は離島に移住して、

農業とアルバイトで生計を立ててい

る。もう１人は障がい者雇用の特例子

会社に一般就労で働いている。 

 

触法者の印象 

・問題行動を起こす触法障がい者も少な

からずいる。これまでに職員の財布を

盗む、自動車を傷つけるなどの問題行

動はあったが、重大な犯罪を起こした

ことは過去に一度もない。ほとんどの

触法障がい者は穏やかに暮らしてい

る。一般の障がい者となんら変わらな

い。 

 

・最初の受入れでは戸惑ったが、触法障が

い者も他の障がい者と変わらない。特

別扱いをしていない。 

効用 

・犯罪を繰り返す可能性はゼロとはいえ

ないが、入所施設で食事と住環境が提

供されることによって基本的な生活が

安定し、穏やかに暮らすことができる。 

 

・農場特有のゆったりとした開放感の中、

他者と力を合わせて農作業を行うこと

が、触法障がい者にとっては福祉的効

果につながっている。 

課題 

・社会福祉法人Ｈのように、入所施設、職

員、就労の場など触法者の受入れ体制

が整っていても、受入れに失敗するケ

ースもある。農業法人・農家の場合は触

法者を 24 時間、365 日にわたって受け

止めることは難しい。触法者が農業の

労働力として期待されても、農業法人

等は触法者が就労している時間につい

てはサポートできるが、それ以外の時

間をフォローできるものではない。 

 

・地域の理解は重要である。農作業を毎日

行っているうちに、地域の人とは自然

と顔なじみになっている。触法障がい

者と地域との関係性を築くのが受入れ

側の役割と考えている。 

・法務省側から触法者の十分な情報の提

供を受けていないので、福祉の現場で

は触法障がい者を支援する見立てがで

きない。そのため、出所前に本人と直接

面談して、情報を得たうえで受入れ後

の準備をしている。 
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触法者就労に取り組んでいる農業法人等 

社会福祉法人Ｈ 株式会社Ｉ 

今後の 

受入れ意向 

・触法障がい者が問題行動を起こしたか

らといって、触法障がい者の受入れを

中止することは考えていない。触法障

がい者の生活を安定させるためには、

セーフティネットとしての障害者支援

施設が触法障がい者を受け入れること

が第一段階である。安定した生活の基

盤がないと、就労までにたどり着けな

い。 

 

・ソーシャルファームを標榜している。基

本的には、一般の障がい者でも、触法障

がい者でも区別なく受け入れる方針で

ある。 

 

必要とされる 

支援 

・事業者は触法者を労働力として期待す

るだけでなく、触法者に対する理解を

深めることが必要である。行政関係は、

触法者とはどのような人かを農業法人

等に周知していく必要がある。 

・障がい者福祉の体制は相談支援専門員

が本人の意向、サポートの必要性をつ

ねに把握して、環境を調整する役割を

果たしている。触法者についても、本人

と事業所の間に立って、長期間にわた

って本人が何を考えて、どのようなサ

ポートが必要かを把握して、働きやす

い環境を調整していく機能が必要であ

る。 

・触法者を受け入れる事業者が困った時

にいつでも相談できる拠りどころ、も

しくはプラットフォームが必要であ

る。 

 

・法務省には、触法者の情報を提供する仕

組みづくりを求める。情報提供により、

障がい福祉サービス事業所は触法障が

い者のサポートがしやすくなる。 

・農林水産省には、農福連携の優先調達制

度をつくって、農産物を優先的に購入

する仕組みづくりを求める。 
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触法者就労に取り組んでいる農業法人等 

特定非営利活動法人Ｊ 株式会社Ｋ 

触法者 

受入れ実績 

・触法障がい者２人を就労継続支援Ｂ型

事業所で受け入れている。更生保護施

設からの紹介である。精神障がい者と

身体障がい者である。２人とも生活保

護受給者で、グループホームで生活し

ており、他の障がい者と同じように軽

作業をこなしている。現在のところ、生

活に問題もなく、トラブルも起こして

いない。良い居場所だと思ってもらえ

れば、２人は定着するかもしれない。 

・現在の従業員はすべて触法者である。同

社は触法者を一般就労で雇い入れてい

る。主な仕事は棚田での水稲栽培にか

かる農作業である。現在５人が従事し

ており、年齢は 18 歳から 61 歳まで幅

広い。 

・触法者を紹介されるルートは主に３パ

ターンに分けられる。①法務省保護監

察所、②ハローワーク、③家庭裁判所

（少年院）である。 

・住まいは地域の空き家を譲り受け、自立

準備ホームとして提供している。 

 

触法者の印象 

・触法障がい者を受け入れる以前は触法

者に対して“恐い”先入観もあった。い

ざ入所してみると他の障がい者と基本

的には何も変わらないので、触法者の

悪いイメージは払拭された。 

・１年近く前に受け入れた触法障がい者

は盗み癖があって、他人のお金を盗ん

でいたことが発覚したので、退所して

もらった。 

・触法者は何らかの発達障がいを抱えて

いる人が多い。劣悪な家庭環境の中で

世間から外れて育ってきたために、行

政の福祉につなげてもらえないまま、

大人になっているケースが多い。 

・触法者は効率化・経済優先の社会から弾

き出された人であることが多い。 

 

効用 

・触法障がい者はＢ型事業所の利用者と

して比較的のんびりとした労働環境で

就労し、グループホームで居住してい

るので、生活は落ち着いている。 

・効率重視の現代農業は触法者にとって

向いているとは言い難いが、「棚田の農

業」は機械化や経済性の対極に位置し、

緩やかな時間の流れの中で農作業が営

まれている。触法者が人間性を取り戻

すために適した仕事である。 

・棚田の農業の効用は自由で拘束されず、

イライラしない生活を送ることであ

る。また、農作業は肉体的に疲れるの

で、規則正しい生活を送ることにつな

がる。 

 

課題 

・他の利用者の中には、刑務所から出てき

た触法者に嫌悪感を抱くかもしれない

ので、触法障がい者の前歴をオープン

にしていない。一部の職員にしか伝え

ていない。 

・これまでに雇用してきた触法者は障害

者手帳等を取得するほどではないが、

何らかの発達障がいを抱えている人が

多い。障がい者福祉に関しての知識、経

験がないので、こうした人への対応に

苦慮している。 

・触法者の受け入れにあたっては、近隣住

民の理解を得ることに難航した。触法

者が問題を起こしたときは、代表者が

責任を取るという確固たる意思を近隣

住民に伝え、最初の触法者雇用を行っ

た。触法者が大きなトラブルを起こさ

ず、地域の作業を手伝うようになって、

住民の信頼を次第に得られるようにな

った。 
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触法者就労に取り組んでいる農業法人等 

特定非営利活動法人Ｊ 株式会社Ｋ 

今後の 

受入れ意向 

・更生保護施設からの紹介で触法障がい

者１人が入所する予定。更生保護施設

からのルートができつつある。他人に

危害を与えるトラブルを起こさない限

り、触法障がい者の受け入れを止める

ことは考えていない。 

・“来る者は拒まず”の基本方針で、入社

希望の触法者をほとんど受け入れてい

る。しかし、明らかに指導員が常時必要

な触法者は、人手がないので受入れを

断っている。 

 

必要とされる 

支援 

・就労継続支援Ａ型事業所の利用者には

最低賃金をベースに、賃金を支払って

いる。ここ数年にわたる最低賃金の上

昇は経営状態を圧迫するようになって

いる。経営実態に見合った上昇幅にし

てもらいたい。 

・棚田の再生にかかる中山間地域支援の

施策を拡充してほしい。 

・農業で、精神障がいの認定を受けるほど

ではない境界型の触法者を受け入れる

施設を整備する必要がある。 

・日本の若者には手作業が必要な棚田稲

作は難しい。手作業稲作文化の東南ア

ジア諸国からの人を就労できるように

することが必要である。 

 

 

 

ａ．触法者の受入れ実績 

就労系障がい福祉サービス事業所が障がい者福祉の枠組みを活用して触法障がい

者を受入れている場合と、一般の農業法人が触法者を直接雇用する場合の２パター

ンがある。障がい者福祉の枠組みを活用した触法障がい者の受入れは社会福祉法人

Ｈ、株式会社Ｉ、特定非営利活動法人Ｊの３法人である。株式会社Ｋは触法者を直

接雇用している。 

触法者の住まいとして、就労系障がい福祉サービス事業所の場合はグループホー

ム等を提供、農業法人の株式会社Ｋは地域の空き家を譲り受け、自立準備ホームと

して提供している。 

触法者受入れを要請してきた先は、更生保護施設、保護観察所、医療少年院、家

庭裁判所（少年院）、地域生活定着支援センターなど幅広い。 

 

ｂ．触法者の印象 

触法者の印象については、触法者を受け入れていない農業法人等と同様で、当初

の受入れ時においては“恐い”という先入観もあった。しかし、触法障がい者が入

所してみると他の障がい者と基本的には何も変わらないので、触法者の悪いイメー

ジは払拭されている意見が多い。ただし、触法者の中には問題行動を起こす人もい

るので、その対応には苦心している。 

また、触法障がい者ではなくても、何らかの発達障がいを抱えている人が多い。

触法者は劣悪な家庭環境の中で育ってきために、行政の福祉窓口につなげてもらえ

ないまま、大人になっているケースも多いという意見も聞かれた。 
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ｃ．効用 

触法者への効用は福祉の視点と農業の視点がある。 

福祉の視点からは、触法障がい者は入所施設で食事と住環境が提供されることに

よって基本的な生活が安定し、穏やかに暮らすことができるという“生活環境の安

定”が効用として挙げられている。 

農業の視点からは、農場特有のゆったりとした開放感の中で農作業を行うことが

精神の安定につながっていること、特に棚田の農業では自由で拘束されない生活を

送ることができるとしている。また、農作業は肉体的に疲れるので、規則正しい生

活を送ることができることなどが効用として挙げられている。 

 

ｄ．課題 

触法者は障害者手帳等を取得するほどではないが、何らかの障がいを抱えている

人が多い。一般就労で触法者を受け入れる場合においても、障がい者福祉に関して

の知識、経験がないと触法者への対応に苦慮しているとの指摘があった。 

また、グループホーム等で触法障がい者の住まいを提供している障害者支援施設

では１日中、サポートすることは可能である。しかし、農業法人等は触法者が就労

している時間についてはサポートすることはできるが、それ以外の時間はフォロー

できないとの意見もあった。 

触法者の受入れにあたっては、近隣住民の理解を得ることが必要である。触法者

は大きなトラブルを起こさず、地域の作業を手伝うなど、住民との信頼関係の醸成

が重要である。 

法務省側から触法者の十分な情報が提供されないので、福祉の現場では触法障が

い者を支援する見立てができないと、情報面で矯正施設との連携が図られていない

指摘があった。 

茨城就業支援センターのコメントにあったように、訓練生の未就農や就農しても

転職した理由の１つとして「低収入」が挙げられている。一般就労で就農した触法

者が安定した生活を送るためには、農業分野での雇用者所得の改善が求められる。 

 

ｅ．今後の受入れ意向 

聞き取り調査を実施した「触法者就労に取り組んでいる農業法人等」４先は、今

後も触法者を受け入れる方針である。ただし、触法障がい者の生活を安定させるた

めには入所施設での受け入れが必要であるとする意見もみられた。 

 

 

ｆ．必要とされる支援 

触法者を受け入れるにあたっては、農業への支援施策よりも、触法者に対する理

解、サポート体制に対する要望があった。 



54 

 

＜主な必要とされる支援＞ 

・触法者に対する理解を深める必要がある。行政関係は、触法者とはどのような人か

を農業法人等に周知していく必要がある。 

・障がい者福祉の相談支援専門員のように、触法者と事業者の間に立って、触法者が

何を考えて、どのようなサポートが必要かを把握して、働きやすい環境を調整して

いく機能が必要である。 

・触法者を雇い入れる事業者が困った時にいつもで相談できる拠りどころ、もしくは

プラットフォームが必要である。 

・法務省には、触法者の情報を提供する仕組みづくりを求める。情報提供により、障

がい者福祉サービス事業所は触法障がい者のサポートがしやすくなる。 

・農林水産省には、農福連携の優先調達制度をつくって、農産物を優先的に購入する

仕組みづくりを求める。 

・農業で、精神障がいの認定を受けるほどではない境界型の触法者を受け入れる施設

を整備する必要がある。 
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３．農業以外で触法者就労に取り組んでいる事業者 

農業以外で触法者就労に取り組んでいる事業者４先に聞き取り調査を実施した。

対象先の概要は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-７．農業以外で触法者就労に取り組んでいる事業者（４先） 

上段：聞き取り調査先 下段：概要 地域 

① 

協力雇用主 Ｌ社 中国地方 

建設業。代表者が若い頃に触法者と同じ境遇を経験したことから、自らも仕事

で独立した時に触法者を受け入れてみようかと考えていて、協力雇用主になっ

た。これまでに採用した触法者は 10 人程度で、現場作業に従事している。初犯・

再犯の区別なく雇い入れている。 

② 

協力雇用主 Ｍ社 中国地方 

建設業。協力雇用主に登録する前から、弁護士、地元の交誼のある人を通じて

触法者を雇い入れてきた。協力雇用主になる以前から雇い入れた触法者を含め

ると 10 人以上を雇用している。触法者は現場作業に従事している。 

③ 

株式会社ヒューマンハーバー 

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 
九州地方 

産業廃棄物処理を本業としながら、その収益を原資に就労、教育、宿泊の三位

一体型で触法者支援に取り組んでいる。就労面では、受刑者を刑務所内で面接

して内定を出した触法者を仮釈放後に社員として雇用している。自立更生のた

めには触法者の教育の重要性が高まっていることから、教育支援は分社化して

別法人に移行した。別法人の受講プログラムには、同社が新規雇用した触法者

だけでなく、日本財団の職親プロジェクトの参加企業が雇用した触法者を受け

入れている。 

④ 

一般財団法人かがやきホーム 近畿地方 

刑務所の出所者等の更生支援に積極的な奈良県が全額出捐により設立された団

体である。事業内容は、直接雇用、就労の場を確保・提供、住居の確保、職業

訓練・社会的な教育である。出所者等の更生支援を進めると同時に、就労研修

の場として林業を活用することで林業の担い手育成を狙っている。住まい確保

のために賃貸アパートを借り上げて提供している。事業の特色は、出所者等が

企業などに就職した後に離職した場合においても、本人が希望すれば再び雇用

して支援を行う方針である。 
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（１）聞き取り項目 

基本的な聞き取り項目は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-８．基本的な聞き取り項目 

 ◯業種 

 ◯触法者の就労について 

・協力雇用主になったきっかけ 

・就労実績 

・職種 

・触法者の特徴 

・触法者雇用にあたっての注意点 

・今後の受入れ意向 

・課題 

・必要とされる支援 
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（２）聞き取り調査結果のポイント 

 

①協力雇用主 Ｌ社 

＜ポイント＞ 

・コミュニケーションがとりづらい触法者が多い。特に、刑期の長かった触法者は

社会に復帰してカルチャーショックを受けているし、職場の人とどのように接す

ればよいのかが分からない。職場や社会に慣れるまでに時間がかかるのは当然で

ある。 

・雇用した後で行方不明になった触法者もいる。そのリスクばかりを考えていると、

触法者の雇用は進まない。 

・触法者への対応は試行錯誤の連続である。触法者全般について協力雇用主が気軽

に相談できる窓口があれば、自信をもって対応できるようになる。 

 

 

②協力雇用主 Ｍ社 

＜ポイント＞ 

・入社直後の触法者は社内でコミュニケーションがうまくとれないが、同僚と一緒

に仕事をしているうちに職場に溶け込むようになる。 

・触法者を自社の即戦力として期待しているわけではない。触法者が立ち直って社

会に自信をもって復帰することが重要である。 

・刑務所等を出所した直後の触法者は所持金が少ない。就職のための支度金を触法

者に直接支給できれば、就職活動の支援、生活の安定につながる。 
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（３）株式会社ヒューマンハーバー・一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 

 

＜ポイント＞ 

・触法者の就労、教育、宿泊の三位一体の事業で自立更生を図ることにより、社会

復帰を目指すソーシャルビジネスに取り組んでいる。 

・職場の人は触法者である社員の服役経験を知っているが、特別な先入観で見てい

るわけではない。また、触法者を直接雇用している企業であることを取引先にオ

ープンにしている。 

・更生教育のために、“気づき”を導き出すための教育支援プログラム「心のスポン

ジづくり」を開発した。 

・教育支援プログラムの受講には、グループ会社で新規雇用した触法者だけでなく、

日本財団の職親プロジェクトの参加企業が雇用した触法者を受け入れている。 

 

ａ．事業概要 

株式会社ヒューマンハーバー（福岡県福岡市中央区）は、工場・工事現場からの

産業廃棄物の中間処理や、金属回収・買取りを本業としながら、刑務所出所者（触

法者）の更生支援によって再犯を起こさせない社会の実現を目指すソーシャルビジ

ネスに取り組んでいる。 

長年、保護司として更生保護に関わってきた代表取締役の副島氏は再犯率が高止

まっていることに問題を感じ、根本的な解決には出所者への多面的なアプローチに

よる支援が必要だと感じ、出所者を“人財”に育てて納税者に変えたいと考えた。

そこで、副島氏は産業廃棄物処理を本業としながら、その収益を原資に就労、教育、

宿泊の三位一体型で触法者支援を行うヒューマンハーバーを 2012 年に設立した。こ

れまでに 30 名以上の触法者を同社で雇用してきた。取り組みに対して、法務省が関

心を寄せており、副島氏は法務大臣と面談を行っている。 

同社は取組方針が評価され、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究セ

ンターより「ユヌス･ソーシャル･ビジネス･カンパニー」の第１号の認定を受けた。

この認定は、社会活動の解決に向けた持続可能な事業展開を行う企業に対して付与

されるもので、新規性のあるビジネスモデルとなっている。 

  就労、教育、宿泊の各支援による取り組みは以下のとおりである。 

 

（ａ）就労支援「ある蔵」 

ヒューマンハーバーの就労支援「ある蔵」は、本業である産業廃棄物処理事業を

通し、触法者が就労によって収入を得る場であると同時に、実践的な就労訓練の場

となっている。同社はハローワークの受刑者等専用求人を通じて募集し、応募した

受刑者を刑務所内で面接し、更生意欲等に基づいて判断して内定を出した触法者を

仮釈放後に社員として雇用している。 
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入社した触法者は一般の社員と一緒に、産業廃棄物中間処理や有価物の仕分け、

検収・計量等の作業を行っている。廃棄物処理の工場で作業に従事している 16 名の

うち、触法者は４名である。在籍期間は様々である。職場の人は触法者である社員

の服役経験を知っているが、特別な先入観で見ているわけではない。 

処遇の面では異なるところが一部ある。触法者は入社して６カ月間、週に１回、

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾で自立更生のための教育支援プログラ

ムを受講している。同社は受講日についても出勤扱いにして、触法者をサポートし

ている。 

入社した触法者は社員として雇用されているが、同社としては永続的な雇用を想

定したものではない。触法者が入社して１年を経過して生活が安定し、他にやりた

い仕事が見つかれば、退社を選択することは問題視していない。もっとも、本人が

同社で就労を継続する意思があれば、雇用を継続している。 

同社の取引先には大手企業が多い、例えば、大手の通信会社、電力会社、鉄道会

社、自治体などである。同社は触法者を直接雇用している企業であることを取引先

にオープンにしている（ただし触法者を特定していない）。大手企業にとって触法者

の直接雇用はハードルが高いものであるが、企業の社会的責任を重視する大手企業

は同社と取引することで、間接的に触法者の就労支援に取り組んでいることになる。 

 

（ｂ）教育支援「そんとく塾」 

ヒューマンハーバーの設立以来、就労、教育、宿泊の三位一体の事業を行ってき

たが、教育支援を担っているのが「そんとく塾」である。自立更生のためには触法

者の教育の重要性が高まっていることから、教育支援は 2021 年４月に同社から分社

化した一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾（福岡県福岡市中央区）に移行

した。 

一般的な更生のための教育支援プログラムは、道徳や社会人としてのあり方につ

いて講義を受け、自分の行動を振り返る行動認知療法である。しかし、それだけで

は自立更生することは難しいと感じていた。更生教育支援のポイントは鉄のように

硬くなった触法者の心をスポンジのように柔らかくすることが重要であると気づき、

そのための教育支援プログラム「心のスポンジづくり」を、試行錯誤を重ねながら

開発した。心が鉄のように硬い状態だと、周囲から指導や助言を受けてもすぐにイ

ライラしたり、暴力に走ったりするが、心をスポンジのように膨らませると、その

気泡に周囲からの助言がスムーズに受け入れられるイメージを目指したネーミング

である。 

「心のスポンジづくり」は、社会生活を送るためのあり方、行動の過ちを、小中

学校での国語、数学の教材を使い「気づき」を自ら発見できるようにする教育であ

る。具体的には、数学を使った教育プログラムでは、計算が複雑になっても順序立

てて解いていけば解にたどり着くことから、短絡的にならず筋道立てて行動するこ
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との大切さを学ぶことができる。 

教育支援プログラムの受講には、ヒューマンハーバーが新規雇用した触法者だけ

でなく、日本財団の職親プロジェクトの参加企業が雇用した触法者も受け入れてい

る。 

 

図表Ⅲ-９．「心のスポンジ作り」と一般的な教育支援の違い 

 
資料：一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 ホームページ 

 

（ｃ）宿泊支援「てんしん館」 

ヒューマンハーバーでは、出所直後の触法者の居住を安定させるため、宿泊支援

事業として「てんしん館」を実施している。運営施設は、同社の社員寮「わかくさ

寮」と、自立準備ホーム「南天神ホーム」である。わかくさ寮の入居者には「ある

蔵」での就労と教育支援プログラムの受講が入寮条件で、入寮期間は１年である。

南天神ホームの入居者には同社外でのアルバイトと教育支援プログラムの受講が入

寮条件となっている。 

 

（ｄ）日本財団「職親プロジェクト」 

ヒューマンハーバーおよびヒューマンハーバーそんとく塾は、日本財団の「職親

プロジェクト」に参加している。職親プロジェクトは、少年院出院者や刑務所出所

者の更生・社会復帰を就労・教育・住居・仲間づくりの面から包括的に支えること

で、「誰でもやり直しができる社会」の実現を目指す民間発意の取り組みである。 

ヒューマンハーバーそんとく塾は、日本財団より中国・四国・九州地区の事務局


