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Ⅰ．農福連携の取組状況 

１．農福連携とは 

農福連携は、その言葉を使っている主体によって様々な定義がされているが、字

句どおりの意味から考えると、農業サイドと福祉サイドが連携して農業分野で障が

い者が働く場をつくろうとする取り組みである。 

2019 年６月に農福連携の推進の方向性をとりまとめた「農福連携等推進ビジョン」

によると、「農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、

農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する

取組･･･」と記載されている。 

農福連携は、各主体が農福連携に取り組むことで、障がい者等の就労や生きがい

づくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野においても

新たな働き手の確保、生産の効率化や高品質な農産物生産につながる効果が期待さ

れる、双方にとって利点のある取り組みである。 

 

図表Ⅰ-１．農福連携のイメージ 

 

 

（１）背景 

ａ．農業・農村サイド 

農業の現場では、農業従事者の数が減少し、その高齢化が進展している。基幹的

農業従事者の平均年齢は 2020 年に 67.8 歳となり、10 年前の 66.2 歳から約２歳高

齢化が進んでいる。また、2020 年の基幹的農業従事者数は 136 万人と 10 年前の 2010

年に比べて 33.6％減少した。日本全体が人口減少・高齢化の局面にあることも踏ま

資料：農林水産省「令和２年版食料・農業・農村白書」

【農業・農村の課題】 【福祉（障がい者等）の課題】

・農業労働力の確保
・農地の維持・拡大
・荒廃農地の防止
・地域コミュニティの維持　等

【農業・農村のメリット】

・障がい者等の雇用の場の確保
・賃金（工賃）向上
・生きがい、リハビリ
・一般就労のための訓練　等

【福祉（障がい者等）のメリット】

・農業労働力の不足
・荒廃農地の発生　等

・障がい者等の就労先の不足
・工賃の低迷　等

障がい者等が持てる能力を発揮、それぞれの特性を活かした農業生産活動に参画

「農」と福祉の連携（=農福連携）
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えると、農業の担い手の減少と高齢化がさらに深刻化し、これを受けて農地の荒廃

も進むことが懸念されている。 

  農業の担い手が減少しているだけでなく、営農を続けている農家でも、農繁期の

手伝いや臨時雇用労働力の確保が難しくなってきている。農繁期等の農作業の引き

受け手としても障がい者に対する期待が高まっている。 

 

ｂ．福祉サイド 

厚生労働省の推計（2020 年版障害者白書）によれば、身体障がい者が 436 万人、

知的障がい者が 109 万人、精神障がい者が 419 万人となっている。これを人口千人

当たりの人数でみると、身体障がい者は 34 人、知的障がい者は９人、精神障がい者

は 33 人となる。複数の障がいを併せ持つ人もいるため、単純な合計にはならないも

のの、日本国民の約 7.6％が何らかの障がいを有していることになる。 

  厚生労働省「2018 年度障害者雇用実態調査結果」によれば、従業員規模５人以上

の事業所に雇用されている障がい者数は 82 万人にとどまっている。障がいを抱え

ている人の中には、働く意思を持ちながら働く機会を得られない人たちが多数いる

ことが想定される。加えて、製造拠点の地方からアジアへの移転等で、就労系の障

がい福祉サービスを提供する社会福祉法人等では、製造業から依頼されていた下請

作業が減少している。このため、人手不足の農家を手伝ったり、引き受け手のいな

い農地を借りて農業に参入することで、障がい者が行える仕事を増やそうとしてい

る社会福祉法人等が増加している。 

  また、就労系の障がい福祉サービスを受けている障がい者の工賃（賃金）が低い

ことから、工賃の引き上げが障がい者の生活の質を向上するうえで大きな課題であ

る。人手不足の農業法人等から農作業を請け負う社会福祉法人等が増えつつある中

で、工賃の引き上げの観点からも農業への期待が高まっている、 

 

ｃ．企業サイド 

  農業・農村サイド、福祉サイドだけでなく、企業サイドも農業分野で障がい者の

働く場をつくる動きもみられる。 

  1976 年に企業等に対して身体障がい者の雇用が義務化され、法定雇用率が定めら

れた（現在、民間企業の法定雇用率は 2.3％）。1987 年には障がい者の雇用促進を目

的とする特例子会社が法制化され、農業分野に進出している特例子会社もみられる。

最初に、障がい者雇用を目的に水耕栽培を事業とする、コクヨ株式会社（大阪市）

の特例子会社であるハートランド株式会社（大阪府泉南市）が 2006 年に設立され

た。以降、農業を主体とする特例子会社が増えつつある。 
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（２）類型 

  農福連携は主体別に４パターンに区分される。 

 

 ①農業法人等による障がい者の直接受入れ 

  農業法人等が障がい者を直接雇用したり、就労系の障がい福祉サービス事業所を

別途立ち上げて併設させる。 

 

 ②社会福祉法人等の施設外就労 

  社会福祉法人、特定非営利活動法人など障がい福祉サービス事業所から「施設外

就労」の形で障がい者が農業法人等で請負の契約で農作業の手伝いをする。 

図表Ⅰ-２．施設外就労のイメージ 

  資料：法務省･文部科学省･厚生労働省･農林水産省「福祉分野に農作業を ver.8」 

 

 

③障がい福祉サービス事業所による農業分野への参入 

  障がい者の自立を支援する社会福祉法人等が自ら農業を行ったり、農業法人を別

途立ち上げて併設させる。 

 

④民間企業の特例子会社設置による農業分野に進出 

  民間企業が特例子会社を設置して農業分野で障がい者雇用の場を確保する。特例

子会社は、農業分野に進出する際の初期投資や運営、販路の確保・拡大等の面で

親会社の資本やノウハウ、人脈等を活用できる強みを有する。 

 

  もっとも、農福連携と一口にいっても、その取組内容は多種多様であり、取り組

みの拡大とともに多様化してきている。取組対象も、身体、知的、精神の各障がい

から発達障がいのある人も含めて、さらにニートや引きこもり状態にある人、生活

困窮者、触法者などと、農福連携の対象者も広がりをみせている。 

  

農業者障がい害福祉サービス事業所

請負契約

ほ場での作業の実施

草取り、出荷調整作業、植付作業等

請負報酬
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２．既存アンケート調査結果からみる取組状況 

農福連携の取組状況を把握するために、「農業」サイドの取り組みと「福祉」サイ

ドの取り組みについて、既存調査である一般社団法人日本基金「2018 年度農福連携

の効果と課題に関する調査」結果を基に整理する。 

 

（１）「農業」サイドの取組状況 

ａ．障がい者の受入れ形態 

  国内で障がい者雇用または福祉事業所等に農作業を委託している農家等のうち、

障がい者の受入れ形態は「福祉事業所への作業委託」が 64.3％、「障がい者の直接

雇用」が 35.7％である。 

 

図表Ⅰ-３．障がい者の受入れ形態（n=112） 

 
 

 

ｂ．障がい者の作業内容 

  障がい者が担う作業内容は、「ほ場や畜舎等」での作業が全体の 82.9％を占めて

いる。 

ほ場や畜舎等での具体的な作業内容は、「簡単な単純作業」（74.3％）、「体力を要

する作業」（57.4％）と単純労働的な作業の割合が高くなっている。一方で、「経験

を要する手作業」（36.6％）、「機械の運転」（26.7％）のように熟練を要する作業を

任されている障がい者も一定数存在している。障がい者の能力に応じて作業が割り

振られていることがうかがえる。 

 

  

障がい者を直接

雇用している

35.7%

福祉事業所に作業

を委託

64.3%

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」
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図表Ⅰ-４．障がい者が担う作業内容（n=112，複数回答） 

 

 

図表Ⅰ-５．ほ場や畜舎等での具体的作業内容（n=111，複数回答） 

  

 

ｃ．受入れ効果 

  農業者等が障がい者を受け入れることによる多様な効果が示されている。 

障がい者を受け入れることによる具体的な効果については、「人材として貴重な戦

力」（76.1％）が最も多い。次いで、「農作業の労働力確保によって営業時間等の時

間が増えた」（56.9％）、「人員の確保が容易になった」（22.0％）などと、障がい者

が農業の現場で貴重な労働力となっていることがうかがえる。 

その他に多く挙げられている選択肢をみると、作業効率の向上、経営規模の拡大、

品質の向上等についても効果を感じている人が多いことがわかる。 

  

82.9

18.9

9.9

0.0

19.8

0 20 40 60 80 100

ほ場や畜舎等

農畜産加工

販売

経理

その他

（％）

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」

74.3

57.4

36.6

26.7

10.9

0 20 40 60 80 100

簡単な単純作業

体力を要する作業

経験を要する手作業

機械の運転

その他

（％）

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」
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図表Ⅰ-６．障がい者を受け入れることによる効果（n=109，複数回答） 

 

 

障がい者を受け入れることの収益性に対する効果については、「大きな効果がある」

「効果あり」「どちらかといえば効果あり」と回答した農業法人等は 80％を超えて

いる。農福連携に取り組んでいる農業法人等は、障がい者を受け入れることによる

収益性向上に対する効果を実感している。 

図表Ⅰ-７．障がい者を受け入れることによる収益性向上に対する効果（n=105） 

 

76.1

56.9

42.2

27.5

24.8

22.0

18.3

17.4

17.4

15.6

11.0

6.4

5.5

11.0

0 20 40 60 80 100

人材として貴重な戦力

農作業の労働力確保によって営業時間等の時間が増えた

作業見直しによる効率向上

経営規模の拡大

適期作業による品質の向上

人員の確保が容易になった

新たな農作物の栽培にチャレンジできるように

組織体制の見直しによる組織力向上

継続して農産業を行っていく動機になった

従業員の士気向上

新たな販路開拓等につながった

人手の増加による病気の早期発見、鳥獣害被害の防止

防除回数、防除にかかる経費の削減

その他

（％）

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」

大きな効果

がある

17.1%

効果あり

45.7%

どちらかといえ

ば効果あり

20.0%

どちらかといえ

ば効果なし

8.6%

効果なし

4.8%

分からない

3.8%

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」
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ｄ．課題 

  障がい者を直接雇用している農業者等の場合、障がい者とのコミュニケーション

について課題が「ある」とする回答者は全体の 62.9％を占めている。コミュニケー

ションに関する課題に対しては、「雇用前に関係者から情報を入手する」「日々、障

がい者と接する中で徐々に理解を深める」ことで対応するケースが多い。 

福祉事業所に作業を委託している農業者等の場合、農作業の時間と福祉の時間が

合わない、福祉サイドが急な仕事に対応できないなど、スケジュール調整・人手の

確保に関して課題を感じている農業者等は 67.2％である。スケジュール調整・人手

の確保に関する課題に対しては、「福祉事業所と直接相談し農作業スケジュールを調

整」「コーディネーターを介し事前にスケジュールを調整」することで対応するケー

スが多い。 

 

ｅ．今後の意向 

農福連携には様々な課題はあるものの、全体として効果が大きいことから、障が

い者を直接雇用している農業法人等の 58.7％が雇用を拡大したいという意向をも

っている。また、福祉事業所に農作業を委託している農業者等の 62.8％が委託を拡

大したいという意向をもっている。 

 

 

（２）「福祉」サイドの取組状況 

ａ．農福連携の効果 

  農業に取り組んだ福祉事業所のうち 89.3％は農業への取組みによるプラスの「効

果があった」と回答し、大半の福祉事業所ではプラス効果を実感している。 

身体面・健康面のプラス効果では障がい者の「体力がついた」「体調を崩しにくく

なった」としている。 

精神面・情緒面のプラス効果では障がい者の「表情が明るくなった」「感情面の落

ち着き」「意欲の向上」などが挙げられている。生活面・仕事への取組姿勢では、障

がい者の「生活リズム改善」「地域住民と交流できるように」「コミュニケーション

力向上」などにプラス効果があったとしている。 
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図表Ⅰ-８．農福連携に取り組んだプラスの効果（n=699） 

 

 

 

  また、過去５年間の障がい者の賃金・工賃は、「増えてきている」と回答している

事業所が 73.7％と、全体の７割以上を占めている。農業に参入することが障がい者

の工賃向上の一助になっていることがうかがえる。 

 

図表Ⅰ-９．過去５年間の障がい者の賃金・工賃増減（n=696） 

 

  

効果があった

89.3%

効果なし

10.7%

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」

増えてきている

73.7%

変わらない

16.1%

減ってきている

8.3%

分からない

1.9%

資料：一般社団法人日本基金「2018年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」
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３．政策・施策動向 

（１）農福連携等推進ビジョン 

  農福連携の全国的な機運の醸成を図り、今後強力に推進する方策を検討するため、

農林水産省、厚生労働省だけでなく、文部科学省、法務省が参加した「農福連携等

推進会議」において、2019 年６月に「農福連携等推進ビジョン」が取りまとめられ、

農福連携の発展のための方針が明示された。 

同ビジョンにおいて、農福連携の裾野を広げるためには①「知られていない」、②

「踏み出しにくい」、③「広がっていかない」といった課題があり、官民を挙げた取

組推進の必要性が示されている。各課題については、以下のアクションが掲げられ

ている。 

図表Ⅰ-10．農福連携を推進するための３つのアクション 

 「課題①知られていない」に対するアクション 

 ・農福連携のメリットの発信 

 ・戦略的プロモーションの展開 

 「課題②踏み出しにくい」に対するアクション 

・農福連携に取り組む機会の拡大 

・ニーズをつなぐマッチングの仕組み等の構築 

・障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成 

・農福連携に取り組む経営の発展 

「課題③広がっていない」に対するアクション 

 ・国民的運動を展開するための基盤の作成 

 ・関係団体等での横展開等の推進 

資料：農福連携等推進会議「農福連携等推進ビジョン」2019 年 

 

  同ビジョンでは、農福連携の取り組みは障がい者のみを対象にするのではなく、

高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者、触法者等に対して就労や社会に

参画していく取り組みが広がりを見せていることが言及されており、今後の展開と

してその取り組みの幅を広げることへの期待についても言及している。特に、触法

者の立ち直り支援の方策の一つとして農業が注目されていると記述されている。 

図表Ⅰ-11．「農」「福」連携の広がりへの展開 

○多彩な農福連携の展開に関する記述 

 近年、農福連携は、障害者のみならず、認知症のある高齢者への支援や生活困

窮者などへの就労訓練に広がりを見せるなど、各地において多彩になってきてい

る。また、多くの矯正施設において農作業等を実施しているほか、一部の保護観

察所が社会復帰に向けた農業分野での取組みを進めている。加えて、触法障害者

を受け入れている社会福祉法人もあるなど、犯罪や非行をした者の立ち直り支援

の方策のひとつとして農業が注目されている。さらには、林業や水産業にも取組
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が見られるなど、まさに「農」と「福」の双方において、従来の枠組みにとらわ

れない取組みが展開され始めてきている。 

○「福」の広がりを推進することへの記述 

農業分野において、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の働き

づらさや生きづらさを感じている者の就労・社会参画の機会の確保に向けた取組

を展開していくに当たり、関係者の連携体制を整備するとともに、それぞれの者

に応じたノウハウを蓄積していく必要がある。 

資料：農福連携等推進会議「農福連携等推進ビジョン」2019 年 

 

  また、同ビジョンにおいては、犯罪や非行をした者、いわゆる触法者の立ち直り

に向けた取り組みについても「福」の広がった領域とみなして、「農」との連携が求

められていると記述されている。 

図表Ⅰ-12．「福」の広がりへの支援 

○触法者対応ノウハウの不十分さについての記述 

 矯正施設や保護観察所において関係者との連携体制の構築等が十分ではないこ

とに加え、農業・福祉双方においても、障害を抱える犯罪をした者等の特性を踏

まえた対応のノウハウが十分ではないことから、刑事司法と農業・福祉の双方が

抱える問題（ギャップ）を解消しながら進めていく必要がある。 

○「寄り添い型の支援」についての記述 

刑事司法関係機関と農業、福祉関係者との関係づくりや、矯正施設における対

象者の的確な把握、就農に関する情報提供・動機付け、就農等に向けた作業・訓

練等の環境整備を推進する。また、保護観察所と更生保護就労支援事業所が連携

した「寄り添い型の支援」を実施する。 

資料：農福連携等推進会議「農福連携等推進ビジョン」2019 年 

 

 

（２）農林水産省の支援施策 

ａ．交付金事業 

農林水産省では、農福連携に取り組む事業主体を 2024 年度までに新たに 3,000 件

創出することを目標に取り組んでいる。 

この支援施策として、農福連携に意欲的な農業法人、社会福祉法人、民間企業等

を対象に、2015 年度から農福連携対策の交付金事業を設けている。本交付金は障が

い者等の農林水産業に関する技術習得、障がい者等の雇用・就労に配慮した生産・

加工・販売施設の整備や、全国的な展開に向けた普及啓発、現場の課題に即した都

道府県の取り組み等を支援している。 
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図表Ⅰ-13．2021 年度農山漁村振興交付金（農福連携対策） 

事業名 内容 交付率/助成額上限 対 象 

農福連携 
支援事業 

農福連携の取組を行う農

林水産物生産施設等の管

理者、当該施設に従事する

障害者及び生活困窮者等

が、専門家の指導により農

産物等の生産技術、加工技

術、販売手法、経営手法等

の習得を行うための研修、

視察等並びに分業体制の

構築、作業手順の図化及び

マニュアル作成 

〇交付率・・・定額 

〇助成額上限・・・150 万円 

＊農福連携整備事業の(3)「農業経営

支援型」と併せて実施する場合には、

各年度の助成額の上限は、一事業実施

主体当たり 300 万円。 

＊分業体制の構築及び作業マニュア

ル作成を行う場合には、40 万円を助

成の上限として、事業開始年度の助成

額に加算できる。 

農業法人、 

社会福祉法人、 

特定非営利活動

法人、 

一般社団法人、 

一般財団法人、 

公益社団法人、 

公益財団法人、 

地域協議会（構

成員として市町

村を含むこと）、

民間企業 

農福連携 
整備事業 

障害者や生活困窮者の雇

用及び就労を目的とする

農林水産物生産施設、加工

販売施設並びに高齢者の

生きがい及びリハビリを

目的とした農林水産物生

産施設又はそれらの附帯

施設（休憩所、農機具収納

庫、駐車場、給排水施設、

衛生設備、安全設備等）の

整備 

〇交付率・・・２分の１以内 

〇助成額上限 

(1)簡易整備型・・・200 万円 

比較的安価な設備投資による農林水

産物生産施設及び附帯施設の整備 

(2)高度営農支援型・・・1,000 万円 

収益性の高い複合的な営農形態の導

入又は農林水産物の生産、加工、販売

等を併せて行う農林水産物生産施設

等の整備 

(3)農業経営支援型・・・2,500 万円 

農福連携の取組を通じて経営改善を

積極的に進めるために必要となる農

林水産物生産施設等の整備 

(4)介護・機能維持型・・・400 万円 

高齢者の介護、機能維持、機能改善等

の介護福祉を目的とした農林水産物

生産施設及び附帯施設の整備 

農業法人、 

社会福祉法人、 

特定非営利活動

法人、 

一般社団法人、 

一般財団法人、 

公益社団法人、 

公益財団法人、 

地域協議会（構

成員として市町

村を含むこと）、

民間企業 

資料：農林水産省ホームページ「農福連携の推進」 

 

 

ｂ．農福連携のパンフレット・マニュアル作成 

農福連携の裾野を広げていくために、農振水産省では支援制度等の案内パンフレ

ット「福祉分野に農作業を ver.9」(2021 年６月改定)のほか、「農業分野における障

害者就労マニュアル」（2019 年３月）、障がい者に適した作業がわかる「農業分野に

おける障害者就労手引き」（2018 年３月）、農福連携のスタートアップマニュアル「は

じめよう！農福連携」を農林水産省「農福連携の推進」で公開し、農業経営体の不

安解消に寄与する情報発信を行っている。 
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図表Ⅰ-14．農林水産省「農福連携の推進」ウェブサイトで公開されている資料 

 

 

ｃ．専門人材（農業版ジョブコーチ）の育成 

農業連携の専門人材を育成するために、農福連携等推進ビジョンでは「農業版ジ

ョブコーチ（農業経営体における障害者の受入れ等を支援する専門人材）の仕組み

を全国共通の枠組みとして構築し、専門人材を育成することで、農業分野における

障害者の作業環境の確保を促進する」としている。農林水産省は 2021 年度、農業者、

就労系障がい福祉サービス事業所の職業指導員、障がい者本人の三者に対して、農

福連携を現場で実践する手法を具体的にアドバイスする専門人材を育成するため、

「農福連携技術支援者育成研修」（いわゆる「農業版ジョブコーチ育成研修」）を実

施している。 

 

資料：農林水産省ホームページ「農福連携の推進」 

 



13 

 

ｄ．ノウフク JAS の制定 

農福連携によって生産された農産物への認証制度が開始された。2017 年６月に農

林物資の規格化等に関する法律（JAS 法）が改正され、これまで「モノ」の品質のみ

に限定されていた JAS の対象が、「コト」（生産方法、取扱方法、試験方法）等にも

拡大した。 

  その一環として 2019 年３月に、障がい者が主体的に携わって生産した農林水産

物やその加工食品について、その生産方法および表示の基準を規格化した、いわゆ

る「ノウフク JAS」が制定された。その認証が与えられた商品は「ノウフク JAS」を

表示することができる。商品の付加価値（信頼性、エシカル消費）の向上につなが

ることから、農福連携による食品生産を行う農業経営体等への関心喚起・取組意欲

の喚起につながることが期待されている。 

 

ｅ．農福連携等応援コンソーシアム 

  農福連携等推進ビジョンは、「広がっていかない」という課題に対応するため、「農

福連携を全国的に広く展開させて、各地域において農福連携が定着するようにして

いくには、国・地方公共団体、関係団体等はもとより、経済界や消費者、更には学

識経験者等の様々な関係者を巻き込んだ国民的運動として推進していくことが重

要である」とし、国民的運動として農福連携を進めるための機運を高める仕掛けの

重要性を位置づけている。そこで、農林水産省は、関係団体および関係省とともに、

国民的運動として農福連携等を応援する「農福連携等応援コンソーシアム」を 2020

年３月に設立した。 

  同コンソーシアムの主な活動は、「ノウフク・アワード」選定による優良事例の表

彰・横展開、農福連携等を普及・啓発するためのイベントの開催、農福連携等に関

係する主体の連携・交流の促進、農福連携等に関する情報提供である。 

 

ｆ．ノウフク・アワード 

  農福連携等応援コンソーシアム（経済団体、農林水産業団体、福祉団体その他の

関係団体、地方公共団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、国民的運動として

農福連携等を応援する団体）は、2020 年度から地域において、農業（林業や水産業

等も含む）と多様な人の連携を推進し、地域活性化への貢献や、新たな価値の創出

をしている団体・企業・事業所、個人などの取組みに光を当てて、その事例を発掘・

表彰している。「ノウフク・アワード 2020」では、農福連携に取り組んでいる優良

な事例として全国 16 団体を表彰し、「ノウフク・アワード 2021」では全国 25 団体

を表彰した。 

 

 

  



14 

 

（３）生活困窮者自立支援制度 

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれがある人に包括的な支援を行う制度である。2015 年に生活困窮者

自立支援法が施行され、生活全般にわたるさまざまなお困りごとについて各地方自

治体の自立相談支援窓口で相談支援を行っている。同制度の背景には、経済的な困

窮をはじめとして、就労の状況、心身の状況、住まいの確保、家族の課題、家計の

課題、債務、社会的な孤立など、生活困窮者の抱える課題が複雑で多様化している。

そのような状況にある生活困窮者（ひきこもり等を含む）が、地域社会の中で生活

を立て直して、少しずつ自立していくための支援制度である。 

  生活困窮者自立支援制度の各事業には、 

   ○包括的な相談支援（自立相談支援事業） 

   ○居住確保支援（住居確保給付金の支給） 

   ○就労支援 

    ・就労準備支援事業 

    ・就労訓練事業（いわゆる「中間的就労）） 

   ○緊急的な支援（一時生活支援事業） 

   ○家計的再建支援（家計相談支援事業） 

   ○子ども支援（学習支援事業） など 

がある。 

  就労支援には、就労準備支援事業と就労訓練事業がある。前者は「社会に出るこ

とに不安がある」「他人とうまくコミュニケーションできない」などの理由ですぐ

に就職することが困難な人に、プログラムに沿って一般就労に向けたサポートや

就労機会の提供を行う事業である。後者は就労準備支援事業による支援だけでは

一般就労が困難と見込まれる人に支援付き就労の場を提供し、中・長期的な支援

を通じて一般就労を可能にする就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）である。 

農福連携に取り組んでいる農業者、福祉事業者等においても、生活困窮者を中間

的就労の形で受け入れて、就労訓練事業を実施する動きがみられる。 
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Ⅱ．触法者を取り巻く状況 

１．統計データからみる触法者の状況 

法務省「犯罪白書」に掲載されている統計データに基づいて、刑務所の入所者・

出所者を中心に触法者の状況を整理する。 

（１）刑事施設の収容状況 

刑事施設の入所受刑者数は 1990 年代から増加傾向を辿っていたが、2006 年をピ

ークに減少し続けている。2019 年は 17,464 人（前年比 4.4％減）と戦後最少を更新

した。 

人口 10 万人当たりの入所受刑者人員においても、近年は減少傾向をみせており、

2019 年は 13.8 人と戦後最低となった。 

 

図表Ⅱ-１．入所受刑者数・人口比の推移 

 
 

 

入所受刑者を年齢層別にみると、男性は「40～49 歳」が 26.4％、「50～64 歳」が

25.4％と、中高年世代が半数超を占める。「30～39 歳」は 21.0％、「20～29 歳」は

14.8％となっている。女性も「40～49 歳」が 27.7％、「50～64 歳」が 23.0％と、中

高年世代が半数超となっている。ただし、「65 歳以上」は 19.2％と男性に比べて多

くなっている。 

入所受刑者を「窃盗」「覚醒剤取締法」「詐欺」「道路交通法」「その他」の罪名別
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資料：法務省「令和２年版犯罪白書」
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に分類してみると、男性は「窃盗」が 33.4％、「その他」が 26.9％、「覚醒剤取締法」

が 24.2％となっている。「その他」には傷害、住居侵入、強制わいせつ、横領・背任

などが含まれている。女性は「窃盗」（47.4％）と「覚醒剤取締法」（33.0％）で８

割超を占めている。 

図表Ⅱ-２．入所受刑者の年齢層別構成比（男女別） 

 

 

図表Ⅱ-３．入所受刑者の罪名別構成比（男女別） 

 

 

入所受刑者（懲役）を刑期別にみると、男性は「２年以下」（35.4％）が最も多い。

以下、「３年以下」（23.7％）、「１年以下」（21.3％）の順となっている。「５年を超

える」は 5.8％である。女性も「２年以下」（43.9％）が最も多く、以下は「１年以

下」（22.2％）、「３年以下」（21.7％）の順となっている。「５年を超える」は 3.4％

である。  
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資料：法務省「令和２年版犯罪白書」

33.4

47.4

24.2

33.0

10.4

6.8

5.1

2.3

26.9

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(15,746)

女性(1,718)

窃盗 覚醒剤取締法 詐欺 道路交通法 その他

資料：法務省「令和２年版犯罪白書」


