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はじめに 農福連携とは、農業と福祉の連携を意味し、障害のあ
る方をはじめとする多様な人が、農業分野での活躍を
通じて自信や生きがいをもって社会参画を実現する取
り組みのことです。

障害のある方が農業に関わる取り組みそのものは、以
前から日本各地で行われてきました。ですが近年、農
業と福祉、それぞれが直面する課題の解決策として、
農福連携が大きな注目を集めるようになりました。
農業分野では、高齢化による担い手不足や荒廃農地の
増加などの課題を抱えています。一方、福祉分野では、
働く意欲をもちながらも機会を得られない人が多く、
また働くことができても賃金・工賃が低いという課題
を抱えています。
今あらためて農福連携を推進することで、こうした課
題が解決されることが期待されているのです。
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この「ノウフク ブランドづくり ハンドブック」は、
農福連携において事業拡大や理解促進の要となる「ブ
ランドづくり」についてまとめたものです。

現在農福連携に取り組んでいる事業者の方々、これか
ら農福連携事業への参入を検討している農業者・福祉
事業所・企業の方々、農福連携事業に関わる自治体職
員やクリエイターの方々など、農福連携に関心のある
すべての方にとって、ブランドづくりのきっかけやヒ
ントとなれば幸いです。
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この本の使い方

今、農福連携に求められる「ブランドづくり」とは？

ノウフク INFORMATION

ブランドづくり、まず何をしたらいい？

“ 強い商品 ” がない場合、どう打ち出したらいい？

クリエイターへの仕事の依頼のしかたは？

商品には “ ストーリー ” が必要ですか？

販売ルートが適切かどうかわかりません。
販路開拓の方法は？

宣伝・広告費をできるだけ使わずに
認知してもらうには？

“ 農福連携 ” という社会的価値は、
どのように打ち出したらいい？

ブランドづくり Q&A
COLUMN
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01 静岡県 京丸園

02 石川県 ハーブ農園ペザン

03 長野県 ウィズファーム

04 埼玉県 埼玉福興

05 群馬県 パーソルサンクス とみおか繭工房

06 北海道 ファーム アグリコラ

07 北海道 どりーむ・わーくす

08 山形県 作業所月山

09 長野県 くりのみ園

10 長野県 わっこ谷の山福農林舎

11 栃木県 ココ・ファーム・ワイナリー

12 神奈川県 グリーン

13 千葉県 ジョブファーム

14 千葉県 帝人ソレイユ

15 新潟県 農園 CuRA!

16 新潟県 立野福祉会

17 愛知県 無門福祉会

18 三重県 八重田ファーム

19 京都府 西陣麦酒

20 大阪府 ハートランド

21 奈良県 あおはにファーム

22 京都府 さんさん山城

23 鳥取県 シルクファーム

24 鹿児島県 白鳩会　花の木ファーム

25 沖縄県 野菜ランドみやこ

農福連携事業のブランドづくり事例 25
CASE STUDY
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この本の使い方

「ノウフク ブランドづくり ハンドブック」は、
『BOOK』と『NOTE』を合わせてご活用いただけます。

ブランドづくりの

ブランドづくりの

を学ぶ

を考える

様々なタイプの農福連携事業者のブランドづくりにつ
いて紹介する事例集です。

自らのブランド価値に気づき、事業展開のヒントを得
るための、書き込み式ワークノートです。

※こちらは『BOOK』です。

+

自分たちらしい「ブランドづくり」を実践
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「ブランドづくり」とは何かを学びたい

自分たちらしさとは何かを考えたい

農福連携事業所の
「ブランドづくり」の事例を学びたい

自分たちの魅力を広める方法を考えたい

【今、農福連携に求められる「ブランドづくり」とは？】
にて、農福連携においてなぜ「ブランドづくり」が必
要なのか、「ブランドづくり」で大切なのは何かを解
説しています。

【ブランドづくり Q ＆ A】にて、ブランドづくりに関
するよくあるお悩みや疑問に答えています。

【ブランドづくり Q&A】は、2021 年に開催した「こここラボ 農
福連携ブランドづくりセミナー & ワークショップ」での質疑応
答をもとに作成しました。

【事業／商品の魅力を言語化しよう】では、自分たち
の事業・商品の特徴や目標を明確にするための「エレ
ベーターピッチ」を作成します

【CASE STUDY―農福連携事業のブランドづくり事例
25】にて、ブランドづくりに特徴のある全国 25 の農
福連携事業のブランドづくりのポイントを紹介してい
ます。

【事業／商品を効果的に伝えよう】【これからのアク
ションを考えよう】では、広報・宣伝活動の課題を洗
い出すため「ペルソナ」「カスタマージャーニー」を
作成し、解決策を考えます。
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今、農福連携に求められる
「ブランドづくり」とは？

農業と福祉が手をとり、互いの課題を解決しながら取り組む「農
福連携事業（ノウフク）」。 農業分野が抱える「担い手不足や荒
廃農地の増加等の課題」と福祉分野が抱える「働きたいという意
思をもちながらも働く機会を得られない人が多いこと、賃金・工
賃がまだまだ低いという課題」を、連携によって解決することが
期待されています。日本全国で様々な事業者が取り組み、順調な
拡大を遂げる事例も増えてきました。

農福連携の成長にとって大きな鍵となるのが「ブランドづくり」です。
モノや情報があふれる現代においては、農作物や加工品を作り続け
るだけでは大きな収益にはつながりません。市場にあふれるたくさ
んの商品の中から「これが欲しい」「この事業を応援したい」と選ん
でもらう必要があります。高品質な商品を生産することと同じぐら
い、その魅力を伝え、届けていくことが求められているのです。

農福連携に
ブランドづくりが必要な理由

P
O

IN
T

 0
1

SPECIAL

CONTENT

ハーブ農園ペザン（P20）

パーソルサンクス とみおか繭工房（P32）
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今、農福連携に求められる
「ブランドづくり」とは？

SPECIAL CONTENT   今、農福連携に求められる「ブランドづくり」とは？

ユニークで価値ある商品を開発して、ターゲットに
合わせてその魅力を発信し、認知度や売り上げを向
上させ、ファンを育ててリピーターを増やす。そう
したブランドづくりに取り組むことで、持続的な事

業運営を実現し、ひいては障害のある方をはじめと
した多様な人々の働く場、活躍できる場を広げ、賃
金や工賃を上げることにもつながります。

農福連携におけるブランドづくり

担い手の確保、働く場の拡大、賃金・工賃アップ

認知度アップ

農業・福祉への理解促進

売り上げアップ

事業の安定

埼玉福興（P28） ウィズファーム（P24）
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ブランドとは
「お客様との約束」である

P
O

IN
T

 0
2

では、ブランドづくりとは何から始めればいいの
でしょうか。商品を素敵なパッケージで包む？ 
SNS で映えるようなオシャレ写真を投稿する？ 
テレビ CM で大々的に目立つ広告キャンペーン
をうつ？ もちろん、そういった活動もブランド
づくりの一環ではありますが、最初の一歩にはな
りません。なぜなら、プランドの本質は「商品を
よく魅せる」ことではなく、「自分たち “ らしさ ”
を明確にし、必ずその “ らしさ ” が体験できると
お客様と約束をする」ことだからです。

イメージしてみてください。身の回りにこんなお
店やサービスはないでしょうか。

「行けば必ず雑貨から家具までシンプルなデザイ
ンのものが何でも揃う店」

「安価で丈夫な服を買える店」
「最新技術を取り入れた洗練されたスマートフォ
ンを開発しているメーカー」

「ちょっと値段は高いけれど品質が確かな食品だ
けを扱うスーパー」

なんとなく「アレのことかな？」と想像ができた
なら、それらはすべて「ブランド」と言えます。
つまり、それぞれのイメージ通りの体験や商品が
得られることを私たち消費者に約束し、それを
守って経営がされているのです。

京丸園（P16）
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SPECIAL CONTENT   今、農福連携に求められる「ブランドづくり」とは？

ブランドづくりにまず必要なのは、華やかなデザ
インでも広告でもなく、自分たちの「らしさ」を
見極めること、その「らしさ」を形にして伝える
ことです。そして何より、お客様にした約束を守

り続けることにあります。
自分たち「らしさ」とは何か。ブランドづくりの
第一歩は、簡単なようで難しいその問いかけから
始まります。

ブランドとは約束？

店舗や販売所 問合せ対応
や接客

商品 Web サイト
SNS

オンライン
ショップ

「●●●●●」なブランド

私たちは「●●●●●」ですという
ブレない「らしさ」

京丸園（P16）
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農福連携の成功事例から
ブランドづくりを学ぶ

P
O

IN
T

 0
3

在り方

事業のコンセプトや
商品のこだわり・

特徴を解説

売り方 伝え方

販路開拓や
販売方法の工夫や
取り組みを解説

広報や宣伝など
認知を広げメッセージを

届ける手法を解説

「ノウフク ブランドづくり ハンドブック 『BOOK』」で
は、日本全国で展開されている様々な農福連携事業の中
でも、特にブランドづくりにおいて特徴があり、事業と
して成果をあげている25件の事例を紹介しています。

ブランドづくりとは、事業や商品に合わせた「在り方」
「売り方」「伝え方」の組み合わせによって成り立つ活
動と考え、事例ページでは、ブランドづくりのコツが
わかりやすく読み解けるよう、3 つのポイントに分け
て解説しています。

ハーブ農園ペザン（P20）
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SPECIAL CONTENT   今、農福連携に求められる「ブランドづくり」とは？

障害のある方が携わる社会的価値を丁寧に伝えている
事業や、個性豊かな素材や製法を打ち出している商品、
ターゲットに合わせてユニークな情報発信をしている
取り組み、農福連携だからこそできる手法で品質を高
める農作物など、農福連携におけるブランドづくり
には様々なアプローチがあります。知恵と工夫を振り
絞って運営をしている各事業は、規模も手法も多様で
す。ぜひご自身の事業に合った「ブランドづくり」の
ヒントを掴んでください。

また一歩踏み出したい事業者の方に向けて、「ノウフ
ク ブランドづくりハンドブック 『NOTE』」もご用意し
ました。「らしさ」を見つける方法や、その伝え方に
ついて考えるためのワークシートを収録しています。
こちらもぜひご活用ください。

農福連携は、衣食住の根底にある重要な産業である農
業と、多様な人が共に生きていくための福祉が手を携
え、豊かな社会の足がかりになる新たな産業です。そ
の一歩となるブランドづくりに前向きに取り組んでい
ただければ幸いです。

ハーブ農園ペザン（P20）
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CASE STUDY
農福連携事業のブランドづくり事例 25

事例の見方

事業所概要

主な事業・商品

INFO

ブランドづくりのポイント について

従業員数

障害者就労形態

在り方
売り方
伝え方

事業所の沿革、理念、取り組みなど

扱っている農作物や加工品、サービ
スやイベントについて

ノウフク・アワード受賞（数字は最新受賞年）

障害者雇用を含む社員・パート・
アルバイトの総数

A 型→就労継続支援 A 型事業所雇用者数　
B 型→就労継続支援 B 型事業所利用者数

コンセプトや商品のこだわり・特徴
販路開拓や販売方法の工夫
広報・宣伝のしかた、メッセージの届け方

※掲載の内容は 2022 年 3 月現在のものです。
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 事業所概要

障害のある方の力を生かした
野菜作りで差別化に成功

静岡県浜松市で 13 代続く農家。総面積約 1.3ha、35 棟の
ハウスで葉物野菜の水耕栽培を行っています。1997 年、
家族経営から事業を拡大するため求人を出し、障害のあ
る方に働いてもらったところ、作業場の雰囲気が向上。
手作業が多い農業では雰囲気が仕事に作用しやすく、チー
ム全体の作業量が増える好影響をもたらしました。そこ
で本格的に雇用を開始。現在は、94 名が働く農園となり、
そのうちの 23% が障害者手帳を保有しています。また、
従業員は 17 歳から 85 歳まで幅広い年齢で構成。多様な
人に参加してもらい働き手の循環を作ることが、農地・
労働力を次世代につなぐ強い農業経営体を育てると考え、

「ユニバーサル農業」に取り組んでいます。ノウフク・ア
ワード 2021 グランプリ受賞。

京丸園|  静岡県  |01
C A S E

福祉のための農園ではなく、「農業経営における幸せの追求」がユニバーサル農業につながっています

2021
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 主な事業・商品

水耕施設 1.3ha、田畑 1.3ha で野菜や米を栽培。定
植、収穫、検品、パッキングなどの作業を細分化
して分担しています。水耕栽培で、小さいサイズ
の葉物野菜（姫ねぎ、姫みつば、ミニちんげん、
姫ちんげん）を生産し、「京丸姫シリーズ」として
出荷しています。ミニ野菜は手がかかるため、た
くさんの量を生産したい一般の農家ではあまり作

静岡県浜松市南区鶴見町 380-1
京丸園株式会社
可
94 名

障害者雇用 22 名、作業委託 15
名（特例子会社 6 名、施設外就
労受け入れ B 型 9 名）
https://www.kyomaru.net/

所在地

事業母体

視察受け入れ

従業員数

障害者就労形態

URL

INFO

られていません。その中で葉物野菜は、通年にお
いて計画的に栽培がしやすいのが利点。例えばミ
ニちんげんは現在、1 日約 2 万本を出荷しています。
競合の少ない品種に注目したことで、事業が拡大
しています。稲作では、農薬を使わないアイガモ
農法を取り入れています。

清涼感のある香りや歯ごたえが楽しめ、寿司ネタとし
て需要が高い姫ねぎ

ミニちんげんは切らずに使えるので、料理を見栄えよ
く仕上げられます

田んぼに放したアイガモが雑草や虫を食べてくれるの
で、除草剤、殺菌剤、殺虫剤を使わずに育てることが
できます

姫みつばは一般のみつばより葉が小さく柔らかいの
で、生でサラダや盛り付けの彩に重宝されています
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ブランドづくり の ポイント
C A S E  0 1  京 丸 園

働く人、使う人の視点で商品を考える

競合が少ない品種で定価販売を実現

在り方

売り方

京丸園の商品開発や職場づくりでは、障害のある方
が働くことで自分たちの農業をどう変えるか、彼ら
の力を最大限発揮できる野菜作りとは何かを考える
ことを大切にしています。手がかかるミニ野菜に取
り組んだのも、障害のある方の労働力があるからこ
そ。そこに他の農家との差別化が生まれました。実
際に、障害がある方の人数が増えるにしたがって、
会社の売り上げも伸びています。また、ニーズを掴
むこと、ニーズに応えることも商品開発では重要で
す。例えば姫ねぎや姫みつばは寿司店からのリクエ
ストで生産を始めました。自己満足に陥らず、ヒン
トやチャンスは外にあると考え、働く人や使う人の
視点で商品開発することが大きな転換になりました。

生産者と消費者が直接つながる事例も多い中、京
丸園では生産した野菜は JA に出荷し、全国 44 の
市場を介して流通させています。その理由は、物
流費が抑えられることと、消費者にとっての利便
性から。市場を介在させることで、より多くの人
が京丸園に関わりネットワークが広がることも期

待しています。また、見栄えの良いミニサイズの
葉物野菜は、大人数のパーティーなどで大型ロッ
トの需要があります。手のかかるミニ野菜を大量
生産している競合は少なく、値引きせずに定価販
売ができるという利点があります。
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V I S I O N

パッケージや見学会で「京丸園」の名前を広める伝え方

（左）消費者に生産者の顔が見えるように、それぞれ商品名に「京丸」の名を付けています

以前は、農福連携商品であると前面に出すことについては疑問もありました。
でも今は、多様な人が関わっている背景が価値になっていく時代だと思って
います。おいしくて安全な野菜を作るのは大前提ですが、農業の役割はそれ
だけではありません。自然環境を守ること、雇用を生み出すことなど、いろ
いろな役割がある。それを広く伝えて、『やっぱり日本の農業って大事だよね、
自分も関わってみたい』と思っていただけるようになりたい。農業の価値や
魅力をもっともっと伝えられるような農園にしていきたいです。

目指していること

市場を通して販売することには、消費者のもとに届
くまでに情報が途切れて誰が作ったものかわから
なくなるというリスクもあります。そこで、「京丸
園」という名前をブランド化させて広めることに力
を入れています。消費者が京丸園という名前を知る
ことができるように、パッケージには「京丸ミニち
んげん」の名称と京丸園のロゴを印刷。直接アクセ

スしてもらえる公式 Web サイトや SNS で取り組み
を紹介しています。生産者や企業からの視察、学校
の社会科見学なども積極的に受け入れ。関係者や地
域に認知を広げ、ファンを増やしています。また、
JGAP 認証も取得して、第三者の明確な安全基準を
クリアしている農園であることを PR。ブランド価
値を高めることにつながっています。

代
表　

鈴
木
厚
志 

さ
ん



20

 事業所概要

フリーズドライ製法のハーブを
小ロットから商品化

石川県のほぼ中央にある河北潟干拓地と白山市に、
合わせて約3haの栽培面積をもつハーブ農園。農薬・
化学肥料・堆肥を使用しない自然栽培で、25 種類以
上のハーブを育てています。農園の創業は 2001 年。
2015 年頃より地元の福祉事業所と協力して障害の

ハーブ農園ペザン|  石川県  |02
C A S E

調理用トマトは「手作業がある」「栽培管理が楽」「加工できる」
ことから、農福連携に適している

ある方とともに働く方法を試行錯誤し、2017 年に
株式会社ポタジェが事業を引き継いでから、本格的
に農福連携に取り組み始めました。現在は、県内の
複数の就労継続支援 B 型事業所に業務を委託してい
ます。
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 主な事業・商品

2022 年現在、年間 25 種類のハーブを栽培。収穫
したハーブはフリーズドライ加工を施して管理し、
主にブレンドハーブティーを製造・販売していま
す。自社ブランドのほか、地元企業とのコラボレー
ション商品や、OEM や企業向けの商品も開発。ま
た、企業の社外研修、収穫ボランティアを受け入れ、

石川県河北郡津幡町湖東 197
株式会社ポタジェ
可

1 名
施設外就労受け入れ 15 名（B 型）
https://paysan.co.jp/

所在地

事業母体

視察受け入れ

従業員数

障害者就労形態

URL

INFO

障害のある方とともに農業に取り組む機会を提供
しています。リースづくり、ハーブを使ったピザ
づくりなど一般の方がレジャーとして気軽にハー
ブにふれることができるメニューも用意。体験農
園としての需要も高まっています。

（左）「PAYSAN」オリジナルのハーブティー （右上）加賀棒茶とハーブをブレンドしたチャイ用のティーバッグ「加賀棒チャイ」は日本茶メーカーとの
コラボ商品（右下）日本酒メーカーの監修のもと作った日本酒に入れて楽しむハーブ「日本酒サングリア」
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ブランドづくり の ポイント
C A S E  0 2  ハ ー ブ 農 園 ペ ザ ン

ペザンのハーブ商品の大きな特徴は、「自然
栽培」のハーブを「フリーズドライ製法」で
加工していることです。自然栽培で取り組ん
でいるのは、農薬や肥料を施す作業よりもほ
かの作業に労力を使いたいという考えから。
また、フリーズドライ製法を取り入れたの
は、摘みたての香りと美しさが保てるという
品質面でのメリットのほか、フレッシュハー
ブよりも保存が利いてドライハーブよりも少
ない量でハーブティーを製造できるという特
徴から。いずれも、障害のある方の作業の生
産性を上げるためにどうすればよいかを考え
た末、行き着いた生産・加工方法です。ま
た、体験農園としての機能を通して、参加し
た方々が、ハーブだけでなく障害のある方と
のふれあいも楽しんでいることがわかりまし
た。今後は、彼らが農園セラピストとして活
躍できるような場所にしていくことも考えて
います。

長年、ホテル、レストランにハーブやハー
ブティーを販売しています。近年は、その
経験で磨かれたハーブティーのブレンドの
技術と、小ロットでも製造できる強みを生
かし、企業や個人事業主の店舗を新たな販
路として開拓。販促や顧客サービスなどに
も利用していただけるオリジナルハーブ
ティーの開発・製造を受注しています。用途・
デザインテイストなどしっかりヒアリング
し、ブレンドやパッケージを提案。自社商
品の規格にこだわらずに、希望に寄り添っ
て対応することで、販路を増やしています。

「働く人」×「生産性」から独自の商品を開発

リラクゼーション施設や一般企業にオリジナル商品を提案

在り方

売り方

（下）発売当初はシールを貼るタ
イプのパッケージでしたが、作業
する人によって完成度にばらつき
が出てしまうため、誰でもきれい
に仕上げられるシールなしのパッ
ケージに変更しました

用途やイメージに合わせ、ブレンドを考えま
す。福祉事業所のカフェからの「飲みやすい
お茶がいい」という希望には、地元の加賀棒
茶とブレンドした商品を提案しました
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開拓したい販路を意識して SNS を活用伝え方

2022 年 3 月現在、SNS の総フォロワー数は約 5800 人。商品の PR だけでなく、農園や作業風景も紹介することで、ペザンの世界観を伝えています

健康志向の高い方、美容系など個人事業主の店舗
への認知を広げるため、利用者層の合う Instagram
と Facebook を活用。日々の作業風景やペザンの
こだわりを、ほぼ毎日、発信しています。実際に

エステや美容室、鍼灸院など新規のお客様を獲得
でき、新たな市場を見つけることにつながってい
ます。

V I S I O N

まずは、日本一、豊かで幸せな気分になるハーブティーにすること。そして、
世界でも評価していただけるようなハーブティーにすること。さらに、農
福連携こそがハイクオリティな商品やサービスを生み出せると証明し、こ
れからの新たな農業モデルとしての農福連携を構築していきたい !!

目指していること

代
表　

澤
邉
友
彦 

さ
ん
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 事業所概要

地元の名産品「サンふじ」に
ノウフク JAS で新たな価値を加える

長野県松川町で就労継続支援 A 型・B 型事業所を運
営する株式会社ひだまりは、オリジナルブランドを
立ち上げる目的から、農福連携に着目。農地所有適
格法人の承認を受けるため、2017 年に株式会社ウィ
ズファーム設立。地元の名産品であるりんごの栽培
をスタートしました。地元農家から農地を借用・購
入し、現在は 175a の農地でりんごやぶどう、にん
にくなどの野菜を生産しています。2019 年にノウ
フク JAS を取得。ノウフク・アワード 2020 では、
審査員特別賞「未来を耕す」を受賞しました。

ウィズファーム|  長野県  |03
C A S E

株式会社ひだまりが運営する福祉事業所から施設外就労を受け入れ。作業を細分化し、個々の特性に合わせて取り組んでもらっています

2020
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 主な事業・商品

地元・長野県松川町の名産品でもあるりんごの栽
培・販売を行っています。品種は、無袋で育てる

「サンふじ」をメインに、「サンつがる」「王林」を。
収穫したりんごで作ったりんごジュースも人気の
商品です。また、りんご以外にも、シャインマスカッ
トやナガノパープルなどぶどうも栽培をスタート。

長野県下伊那郡松川町上片桐2164-1
株式会社ウィズファーム
可

0 名
施設外就労受け入れ 15 名（A 型
2 名、B 型 13 名）
https://withfarm.amebaownd.com/

所在地

事業母体

視察受け入れ

従業員数

障害者就労形態

URL

INFO

農薬や化学肥料を使わずに育てるにんにくなど、
野菜も育てて出荷しています。仲卸業者のほか、
カフェや洋菓子店へ出荷。ネット通販やイベント
を通して一般の消費者にも販売しています。

（左上）「サンふじ」「つがる」「王林」それぞれのりんごを使ったジュースを委託加工で製造。飲み比べセットとして販売している（右）「ふじ」の果実
に袋をかけずに育てるのが「サンふじ」（左下）にんにくは契約販売がメイン。海洋ミネラルを使い、甘味が強いのが特徴
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ブランドづくり の ポイント
C A S E  0 3  ウ ィ ズ フ ァ ー ム

事業を始めた当初から農福連携の商
品を扱うマルシェに積極的に出店。2
～ 3 年間は「長野県でりんごを作っ
ているウィズファーム」を知っても
らうことに注力しました。マルシェ
での出会いをきっかけに、取引がき
まった店舗も複数あります。また、
現在はマーケットプレイス型の EC
サイト内でも商品を販売。サイト全
体で様々な商品を扱っていることか
ら、ウィズファームを知らない人で
もページを訪れてくれるなど、幅広
い層からの集客につながっています。

「手間がかかる＝仕事になる」とプラスに考える

ノウフクマルシェや EC サイトで新しいファンを掴む

在り方

売り方

（左）蜜がたっぷりで甘味・酸味
のバランスと食感がよいことで
知られる松川産の「サンふじ」

（右）防除作業以外の全工程に障
害のある方が関わっています

認知と販路開拓を目的に、マルシェなどのイベントには積極的に出店しています

松川町は、土壌がよく寒暖差が大きいことから、
長野県内でも特にりんご栽培に適しているといわ
れる地域。「サンふじ」は、そのおいしさから農家
へ直接注文が入ることが多く市場になかなか出回
らないことから、「幻のふじ」とも呼ばれる人気の
品種です。ところが、町の過疎化やりんご農家の
高齢化によって、担い手不足が問題に。このまま
廃れてしまうのはもったいないと、新規参入しま
した。未経験でしたが、もともと松川町の「サン
ふじ」がブランド力の高い商品だったため、それ
を生かしてスタートすることができました。「サン
ふじ」栽培の特徴は、果実に袋をかけずに育てる

こと。虫が寄って病気になりやすいため、風通し
や日当たりをよくする必要があります。管理に手
がかかりますが、それが障害がある方の仕事にな
るとプラスにとらえて取り組んでいます。




