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Ⅰ 調査研究の背景と目的 

農林水産省による平成３０年度食料・農業・農村白書の食料・農業・農村の動向では「広

がりを見せる農福連携」が特集として取りあげられており、次のように述べられている。 

 

『近年、農業分野と福祉分野が連携して障害者や生活困窮者、高齢者等の農業分野への就

農・就労を促進する「農福連携」の取組が各地で盛んになっています。農福連携は、障害者

等の農業分野での活躍を通じて、その自信や生きがいを創出し、社会参画を促すことができ

る取組です。 

農業分野においては、働き手の確保や荒廃農地の解消が課題となっています。農業経営者

が障害者を受け入れることは、働き手の確保だけでなく、受入れのために障害に応じた作業

を提供することが生産工程や作業体系を見直す機会となり、農業生産の拡大、効率化につな

がる効果が期待できます。さらに、丁寧な作業等、障害者個々の特長を踏まえることで良質

な農産物の生産やブランド化につながる効果も期待できます。 

また、福祉分野においては、就労先の不足や工賃・賃金の低さ等が課題となっていますが、

農業を通じ、障害者の社会参画の場の拡大や工賃・賃金の向上につながっていくことが期待

されます。 

さらに、農産物の加工・販売等を通じて地域コミュニティの維持に貢献するなど、その役

割を拡大する例も見られます。 

平成２７（２０１５）年に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」においては、農

作業による心身の健康増進の効果等に着目し、障害者や生活困窮者の自立を支援するため

の福祉農園の拡大、定着等を推進することとしています。また、平成３０（２０１８）年６

月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」や「未来投資戦略２０１８」

においても、農福連携の推進が位置付けられており、全国各地で取組が広がりつつありま

す。』 

 

一方、令和２年９月に行われた「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と

今後の検討の方向性」（２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部 障害者雇用・福

祉連携強化プロジェクトチーム）においては、基本的な現状認識として現行制度が抱えてい

る課題を次のように指摘している。 

 

＜雇用施策に内在している課題＞ 

・障害者雇用施策は、障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度を中心に展開されてきた

が、この仕組みの下では、障害者雇用情勢が進展を続ける場合には、納付金を納付する企
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業が減少し調整金の支給を受ける企業が増えることから、基本的には、法定雇用率が引き

上げられる等の制度的要因が生じない限り、納付金財政は逼迫していくという課題があ

るとの指摘もある。また、大企業や就労継続支援Ａ型事業所等で障害者を多数雇用してお

り、かつ障害者雇用調整金が上限なく支給されているようなケースにおいては、企業同士

の社会連帯に基づく範囲を超えて、負担の調整を受けているのではないかとの指摘もあ

る。 

・その他、障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度については、対象障害者の範囲や在

宅就業障害者支援制度等について、福祉施策との連携を進めながら検討する必要がある。 

＜福祉施策に内在している課題＞ 

・一般就労への移行を役割としている就労移行支援について、移行実績が未だ低調な就労

移行支援事業所が一定数存在する。 

・障害者が利用者であると同時に労働者でもある就労継続支援Ａ型について、労働の対価

として最低賃金を支払えるだけの収益を上げられる生産活動が行われておらず、経営改

善が必要な事業所が全体の約７割に上る。 

・様々な障害のある方たちの福祉的な就労の場となっている就労継続支援Ｂ型について、

利用者の障害特性や利用ニーズが多様化している実態があり、全国の平均工賃月額は未

だ１万６千円程度ではあるものの、事業所内で工賃向上の取組に馴染まない利用者も増

えていると指摘されている。 

 

一般論として農福連携の取組は、農業側の「農業人口の減少と高齢化、およびこれを起因

とする耕作面積の減少（耕作放棄地の拡大）」といった諸問題に対する改善への方策と、福

祉側の「障害者の雇用および就労への諸問題」や「生活困窮者、引きこもり、矯正就労等の

地域社会が抱える諸問題」への改善策を、国や自治体をはじめ各支援団体、法人等が一体と

なって推進する取組である。 

この取組を進めていく中で、主に農業側（農業法人や個人農家）から多く出てきた要望の

ひとつに「報酬単価の取決め方が不明で、基準となるような指標があると進めやすい」とい

った指摘が、各地域で聞こえてくようになってきた。当然、農業分野に限らず様々な業種や

業態において、報酬単価に対する考え方や方法については、ある程度の年月を経て、あるい

は、その産業の特性や地域性も考慮される中で決定するものであり、その多くは時給単価と

出来高払いに大別される。 

しかしながら、農福連携における報酬単価を決定する汎用的な事例は少なく、その経過年

月を見ても、まだ日が浅いと言わざるを得ない。そこで農林漁業分野における請負契約の実

態について多角的に調査研究を実施し「農福連携事業における請負報酬単価への指標」を示

すことを目指し、以下３つの項目にわたり調査研究を行うこととした。 

 

(１)農福連携を推進する都道府県にある中間支援団体（共同受注窓口）や地方自治体の担
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当者を対象とした聞き取り調査 

(２)就労作業メニューのうち農業分野への取組を推進する事業所及びその請負業務の発

注元である農業者を対象としたアンケート調査 

(３)全国を任意の地域に区分し、その地域内の中間支援団体（共同受注窓口）で農福連携

推進事業を担う担当者による情報交換会議の開催 

 

 これらの項目について調査研究を行うことで得られた情報から「農福連携事業における

請負報酬単価への指標」として、①単価の設定に関する考え方とその方法、②単価を決定す

る際の要素、③単価を増進させる目安、④請負契約を推進するために必要な視点、について

取りまとめ報告することとした。 

 この調査研究により、農福連携における取組が確実に伸張し、裾野の広がりを見せる一方

で、さらなる深化が図られることを願うものである。 

 

なお、新型コロナウイルスの感染が拡大を見せるコロナ禍において、調査研究にご協力を

いただいたすべての関係者に謝意を表したい。 
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 Ⅱ 調査研究の実施内容 

 
１ 中間支援団体（共同受注窓口）や地方自治体の担当者を対象とした聞き取

り調査 

（１）聞き取り調査の実施概要 

農業分野における請負業務について、農業者と福祉事業所を仲介あるいは斡旋する業務

やマッチング機能を担い、中でも、請負報酬を決定する際のノウハウや実績のある中間支援

団体組織やその担当者を対象に、以下の項目について聞き取り調査を実施した。 

① 請負報酬単価の設定に関する考え方とその方法について 

② 請負報酬単価を決定する際の要素について 

③ 請負報酬単価を増進させる目安について 

④ 農業分野における請負契約を推進するために必要なことについて 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令された影響により、調査対

象とした１４団体のうち２団体は実施を見送り、４団体に対してはオンライン形式に変更

して実施した。 

 

調査実施日時 調査形式 調査対象団体 

令和２年７月３０日（木） 

１３：００～１５：００ 

訪問による対面形式 北海道恵庭市保健福祉部障がい

福祉課 

北海道石狩振興局石狩農業普及

センター 

令和２年７月３１日（金） 

１０：００～１２：００ 

訪問による対面形式 福島県授産事業振興会 

令和２年８月２５日（火） 

１４：００～１６：００ 

訪問による対面形式 ぎふアグリチャレンジ支援セン

ター 

令和２年８月２６日（水） 

１０：００～１２：００ 

訪問による対面形式 長野県セルプセンター協議会 

令和２年９月２３日（水） 

１３：００～１５：００ 

訪問による対面形式 島根県障がい者就労事業振興セ

ンター 

個人農家（澤田 勝、門脇 雅弘） 

令和２年９月２５日（金） 

１０：００～１２：００ 

訪問による対面形式 大分県農林水産部新規就業・経営

体支援課 

大分県障害福祉サービス事業所

等共同受注センター 

令和２年９月２９日（火） 

１３：００～１５：００ 

訪問による対面形式 山口県社会就労事業振興センタ

ー 

農事組合法人二島西 

障害福祉サービス事業所夢かれ

ん 

令和２年１０月１日（木） 

１０：００～１２：００ 

訪問による対面形式 香川県社会就労センター協議会 

香川県農業協同組合（ＪＡ香川

県）大川地区営農センター 

令和３年１月１５日（金） 

１０：００～１２：００ 

Ｚｏｏｍによるオンライン形式 岩手県社会福祉協議会福祉経営

支援部 
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令和３年１月１５日（金） 

１４：００～１６：００ 

Ｚｏｏｍによるオンライン形式 栃木県社会福祉協議会とちぎセ

ルプセンター 

令和３年１月１８日（月） 

１０：００～１２：００ 

Ｚｏｏｍによるオンライン形式 岡山県農福連携サポートセンタ

ー 

株式会社木村ワールド 

障害福祉サービス事業所いっぽ

いっぽ 

令和３年１月１８日（月） 

１４：００～１６：００ 

Ｚｏｏｍによるオンライン形式 三重県障がい者就農促進協議会 

 

 

（２）聞き取り調査のまとめ 

聞き取り調査の結果から、請負報酬単価の設定に関する考え方や、単価あるいは工賃の向

上につながった事例、さらにその要因となった意見など特徴的なものについて、項目ごとに

まとめた。 

⚫ 請負報酬単価を設定するプロセスについて 

・請負報酬単価は、農業就労チャレンジコーディネーター、福祉事業所、農業者の３者で協

議し、決定する 

・共同受注窓口の担当者が、現場のほ場で作業内容を確認し、ＪＡとともに単価を設定 

・料金テーブルをコーディネーターが提案し、最終的にはＪＡや農業者等が決定 

・コーディネーターが農業側、福祉側双方の知見を有している場合は、どちらも納得する金

額で設定されているケースが多い 

・事前にお試し作業などを通して１時間にどのくらいの作業ができるかを試し、その額を見

込んで設定 

・作業体験を数日から一週間程度行ってからの契約（単価設定） 

・農家側の経営状況（希望単価）とのすり合わせ 

・お試し作業で農業側が作業内容を確認、一般のパートを雇った場合に比べて、障害者２人

がパート１人分の作業量となっているか 

・依頼農家から、健常者の雇用時間単価と作業量を確認し、これを基準に出来高払いの単価

を設定 

・単価の設定基準が不明な場合、一週間程度の試用期間を設けたうえで、単価を設定 

⚫ 請負報酬単価の考え方について 

・Ａ型福祉事業所は最低賃金を基準値とすることが多い 

・支援員含む１人あたりの時給が５５０円になるようにユニットごとに単価を設定 

・コーディネーターがパート職員の７割程度の金額を想定し、単価を提案 

・最低賃金を基準に出来高制で設定 

・取組の当初は、県の最低賃金の１／３の金額でスタート 

・平均工賃（Ｂ型事業所）の２倍を確保することが基準値 

・農産物の販売価格等を基に設定 

・地域によっての相場 
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・高い作業単価でスタートすると事業所側が委縮（自信をなくす）する 

・Ａ型、Ｂ型で単価は変えていない。出来高払であれば、Ａ型の方が作業量が多くなり、収

入も多くなる考え 

・グループとして全体作業に対する出来高払が、農業側も福祉側も納得できる単価の設定 

・Ａ型事業所に対しても出来高払 

・作業スキルやスピードへの不安要素があるため、時給単価よりも出来高のほうが取組みや

すい 

⚫ 請負報酬単価の設定方法について 

・ＪＡの農福連携の基準料金表を単価の主な基準として活用 

・パート職員が１時間で行える作業内容（量）を基準値 

・品目、条件等に応じた料金テーブルをコーディネーターが用意 

・３～４名と職員１名が多いが、人数分の賃金支払いを事前に了承をえて契約 

⚫ 請負報酬単価を決定する際の要素について 

・作業負荷が大きいものは、最低賃金を支払い 

・斜面作業の場合負荷が大きい 

・炎天下等での作業の場合、負荷が大きいため通常よりも高い単価に設定 

・請負単価＋作業実績あたり請負単価＋交通費の３要素の金額で構成 

⚫ 請負報酬単価の具体例について 

・ミョウガの収穫作業は、シルバー人材（時給７７０円）が１時間で約１箱こなすことから、

１箱あたりの基準値とし、８００円で設定 

・落花生の種まきでは、パートが１反あたりに費やす時間（時給）と作業内容から算出し、

１ｍあたり３０円の出来高制で設定。遠距離送迎のため、別途交通費２，０００円を支給 

・除草作業以外の軽作業は１反あたり１万円が多く（出来高）、除草作業は負荷が大きいた

め、時給２，０００円で設定 

・時給の場合４００～４５０円程度になるように設定 

・作業単価は、事業所の職員が提示（時給５４０円） 

・摘粒が出来た優秀な方をアルバイトとして直接雇用した 

・時間給５００円で収まる作業内容を算出するようイメージ 

・時給は４００円からや６００円から、あるいは最低賃金でスタート等 

・ピーマンの軸切り、選別作業はパート職員が時給８００円で、１時間の作業の場合、２ケ

ースの実績。これをもとに１ケース４００円で単価を設定 

・試用期間中は、最低賃金の半額程度で数か月作業 

・時給４００円のケースが多い（２人で１人分の労働力と判断） 

・ガソリン代は打合せ時に取決め（一日当たり５００円程度） 

・パート職員が３時間の作業を実施した場合、８００（時給）×３（時間）で２４００円 

・イチゴの収穫作業でハウス１棟３，０００～５，０００円（収穫できるキロ数が変動する
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ため） 

・きゅうりの収穫、時給３，４１２円（チーム制、最低賃金８５３円×４人分、但し４人以

上でもこの価格） 

・加工用イチゴの収穫１５１円／ｋｇ 

・パート職員が時給９００円で１時間の作業し９０本の作業場合、１０円／本 

・ハウス内の掃除や枯葉取り等、パック詰め以外の作業（イチゴ農家）時給５００円 

⚫ 請負報酬単価の増進について 

・農業者と福祉事業所の双方で、作業結果を用いた振返りを行っている 

・福祉事業所の職員が治具を製作する等して、作業効率が改善し単価が増進（向上） 

・料金テーブル（料金表）を採用、同品目でも作業しづらい場合や条件が厳しい場合は、コ

ーディネーターが実際の作業を見ながら、単価を再設定 

・かぼすの収穫作業で単価の見直しを行った。斜面作業であり、労働内容（負荷）と単価が

折り合わない理由から、連携できる福祉事業所が減少。ＪＡの判断により単価が向上 

・コーディネーターが仲介することで、単価を向上させる交渉や見直しを行う例（多数） 

・ブランド作物を作っているところは賃金設定も高くなる傾向 

・報酬単価について、最低賃金を確保するためには、農業者の経営力が重要 

・工賃向上（単価の向上）は福祉事業所の支援員の努力も必要 

・職員が治具を作る例があり、それが評価されて特別手当を出す農業者もいる 

・農業者が治具を製作し、作業効率を向上させた例もある 

・個人農家での作業の場合は、時給４５０円に満たない。福祉事業所が納得している場合は

良いが、共同受注センターが介入し、次年度の更新の際に「何時間、何人で作業をしたか」

というデータを整理し、時給換算時の金額を把握した上で、単価を提案 

・単に労働力の確保、労働不足の解消だけじゃなくて、収入が上がっていくことがポイント 

・利用者が脚立を使用し、高所作業が出来るようになった結果、単価が１００円アップ 

・自治体は生産を増やしたい意向。販売単価が高い市場（県外） 

・年に一度、検証会（マッチングした農家側と事業所側との話し合いの場）を実施 

・ピーマンの出荷前作業として、磨き作業を実施することで付加価値 

・当初の想定よりも作業時間を要する内容（機械が稼働する時間により）のため交渉し、土

づくり３５０円／袋が４００円／袋となった 

・作業できる内容の種類が増えたことにより１０円時給がアップした 

・作業内容を記録し、作業効率や精度があがったことを数値的な観点から交渉できるよう、

作業結果の記録が重要 

・作業人員を増やす調整等で、作業効率や作業量を向上させ、結果的に時給換算すると高い

単価となっている 

・単価のみに着目するのではなく、トータルで福祉作業所が得られる金額を考える視点 

⚫ 請負契約を推進するための取組と課題について 
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・農業就労チャレンジコーディネーター、福祉事業所、農業者の三者で協議する 

・農業者と福祉事業所の当事者だけではうまくいかない。仲介するコーディネーターの存在

が重要 
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２ 農業分野への取組を推進する福祉事業所及びその発注元へのアンケート調

査 

（１）アンケート調査実施概要 

障害福祉サービス事業のうち、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）事業を行い、

農業分野において、請負業務として生産活動を実施している事業所と、その業務を発注して

いる発注元を対象にアンケート調査を行った。調査票は、福祉側の事業所へ福祉側調査票と

農業側調査票のセットを送付し、発注元である農業側に対し、調査への協力を要請。業務を

請負う福祉側と業務を発注する農業側の両者に回答を求めた。実施概要については、以下の

通りである。 

 

 

調査内容 

農業分野における、請負作業の取組みに対する実態及び報酬単価を決定す

る際の方法等についての事項 

 

 

調査対象 

全国の障害福祉サービス事業所のうち、農業分野において施設外就労また

は施設外支援への取組を実施している事業所、及びその事業所へ作業を依

頼している農業法人（個人農家を含む） 

 

調査方法 

配布方法：調査票を郵送あるいは直接手渡し 

回収方法：郵送回収 

 

 

実施期間 

配布：令和２年１２月上旬 

回収：令和３年１月下旬 

 

配 布 数 １６３部 

 

回 収 数 

福祉側：７４部（回収率４５．３％） 

農業側：４８部（回収率２９．４％） 

（福祉側と農業側の組数３５組） 
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（２）データ集計と分析 

福祉事業所へのアンケート調査結果 

 基本情報について 

 提供している障害福祉サービス 

「就労継続支援（Ｂ型）」の割合が最も高く９０．４％となっている。次いで、「就労移

行支援（２０．５％）」となっている。 

図表-1 提供している障害福祉サービス（n=73） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

 提供している障害福祉サービスにおける定員数 

「就労継続支援（Ａ型）」「就労継続支援（Ｂ型）」「生活介護等の介護系サービス」につ

いては、「１１～２０人」の割合が最も高くなっており、それぞれ５０．０％、４８．

５％、５３．８％となっている。また、「就労移行支援」については、「１～１０人」の割

合が最も高くなっており、９３．３％となっている。 

図表-2 提供している障害福祉サービスにおける定員数 

 
 

注：無回答を除く 

13.7%

90.4%

20.5%

17.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労移行支援

生活介護等の介護系サービス

40.0%

4.5%

93.3%

23.1%

50.0%

48.5%

6.7%

53.8%

28.8%
9.1%

7.7%

10.0%

1.5%

7.7%

7.6%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労移行支援

生活介護等の介護系サービス

(n
=
10
)

(n
=
66
)

(n
=
15
)

(n
=
13
)

1～10人 11～20人 21～30人 31～40人 41～50人 51人以上

12



 提供している障害福祉サービスにおける農業分野での就労有無 

「就労継続支援（Ａ型）」「就労継続支援（Ｂ型）」については、「あり」の割合の方が高

く、それぞれ７０．０％、７６．９％となっている。また、「就労移行支援」「生活介護等

の介護系サービス」については、「なし」の割合の方が高く、それぞれ５７．１％、６

９．２％となっている。 

図表-3 提供している障害福祉サービスにおける農業分野での就労有無 

 
注：無回答を除く 

 提供している障害福祉サービスにおける農業分野に関わる利用者数 

「就労継続支援（Ａ型）」「就労継続支援（Ｂ型）」については、「６～１０人」の割合の

方が最も高く、それぞれ４２．９％、４２．６％となっている。また、「就労移行支援」

「生活介護等の介護系サービス」については、「１～５人」の割合の方が最も高く、それ

ぞれ８３．３％、７５．０％となっている。 

図表-4 提供している障害福祉サービスにおける農業分野に関わる利用者数 

 

70.0%

76.9%

42.9%

30.8%

30.0%

23.1%

57.1%

69.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労移行支援

生活介護等の介護系サービス

(n
=
10
)

(n
=
65
)

(n
=
14
)

(n
=
13
)

あり なし

14.3%

23.4%

83.3%

75.0%

42.9%

42.6%

16.7%

14.3%

14.9%

14.3%

4.3%

14.3%

14.9%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労移行支援

生活介護等の介護系サービス

(n
=
7)

(n
=
47
)

(n
=
6)

(n
=
4)

1～5人 6～10人 11～15人 16～20人 21人以上

注：無回答を除く 
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 農業分野の施設外就労・施設外支援の実施状況について 

 農業分野の獲得報酬額の割合 

「１～３割未満」の割合が最も高く２８．６％となっている。次いで、「９割以上（１

９．６％）」となっている。 

図表-5 農業分野の獲得報酬額の割合（n=56） 

 
注：無回答を除く 

 農業分野の施設外就労などにおける請負単価について 

 請負報酬単価の決定プロセス 

「福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した」、「農業側が金額案を提

示し、福祉側と直接協議の上、決定した」の割合が高く、それぞれ２９．０％となってい

る。次いで、「コーディネーターが金額を提示し、農業側・福祉側双方で協議の上、決定

した（１６．１％）」となっている。 

図表-6 請負報酬単価の決定プロセス（n=62） 

 
注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 市場価格にて判断。 

  

5.4% 28.6% 16.1% 14.3% 16.1% 19.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1割未満 1～3割未満 3～5割未満 5～7割未満 7～9割未満 9割以上

29.0% 29.0% 11.3% 16.1% 6.5% 8.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した

農業側が金額案を提示し、福祉側と直接協議の上、決定した

農業側・福祉側のいずれかが提示した金額を基準に、コーディネーターが調整・決定した

コーディネーターが金額を提示し、農業側・福祉側双方で協議の上、決定した

自治体・JA・共同受注窓口などが作成している請負報酬単価基準を採用した

その他
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 同じ品目・同じ作業における、契約相手による単価の差異 

「わからない」の割合が最も高く３６．１％となっている。次いで、「契約相手が異な

っても、同じ単価を採用している（３４．４％）」となっている。 

図表-7 契約相手による単価の差異（n=61） 

 
注：無回答を除く 

  

34.4% 29.5% 36.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

契約相手が異なっても、同じ単価を採用している

契約相手が異なる場合は、異なる単価を採用している

わからない
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 同じ品目・同じ作業における、契約相手による単価の差異の理由 

「時間や期間が異なるため」、「作業環境が異なるため」の割合が高く、それぞれ３５．

１％となっている。次いで、「その他（３２．４％）」となっている。 

図表-8 契約相手による単価の差異の理由（n=37） 【複数回答】 

 
注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 ≪異なる単価を採用している理由≫ 

 出荷数や出荷後の商品の引取の有無によって単価が異なる。 

 施設と農業側が直接契約する場合は、施設の定価を基に単価を決定するが、コーデ

ィネーターが仲介するものに関しては、コーディネーターと農業側の協議によって

単価を決定するため。 

  

35.1%

35.1%

5.4%

0.0%

8.1%

0.0%

5.4%

8.1%

2.7%

5.4%

29.7%

16.2%

32.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

時間や期間が異なるため

作業環境が異なるため

保有あるいは使用する設備が異なるため

治具の有無が異なるため

消耗品（設備以外）を福祉側が用意する必要があるため

消耗品（設備以外）を農業側が用意する必要があるため

作業場所へのアクセスが良いため

作業場所へのアクセスが悪いため

作業対象の品目・品種が高単価・高付加価値なため

作業対象の品目・品種が低単価・付加価値が低いため

障害者の農作業スキルが異なるため

必要な人数を確保することが難しいため

その他
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 請負報酬単価の設定方法 

「出来高払い」の割合が最も高く６１．０％となっている。次いで、「時間単価払い

（５９．３％）」となっている。 

図表-9 請負報酬単価の設定方法（n=59） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 コーディネーターの指示により、他の事業所と同一の設定金額にしている。 

 作業能力等の評価表に基づいて日給を決定し、どの作業に入っても固定給としてい

る。 

 施設ごとに設定した日当を基に作業内容や人員を考慮し、算出している。 

  

61.0%

59.3%

16.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

出来高払い

時間単価払い

その他
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 単価設定の基準：①出来高払い 

「パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出」の

割合が最も高く３３．３％となっている。次いで、「その他の出来高払い（３０．６％）」

となっている。 

図表-10 単価設定の基準：①出来高払い（n=36） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他の出来高払い」の主な内容 

 農業側の提示金額に基づいており、設定方法は分からない。 

 コーディネーターと農業側の直接協議によって設定されている。 

  

13.9%

13.9%

2.8%

33.3%

0.0%

2.8%

22.2%

30.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自治体・JA・共同受注窓口等が作成している単価基準表の単価

をそのまま採用

自治体・JA・共同受注窓口等が作成している単価基準表の単価

を基に、作業負荷等を考慮して算出

該当農産物の取引価格を基に算出

パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経

験を考慮して算出

地域内の他の品目における出来高払いの金額を基に、作業負荷

等を考慮して算出

他の業種における出来高払いの金額を基に、作業負荷等を考慮

して算出

最低賃金を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出

その他の出来高払い
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 単価設定の基準：②－１ 時間単価払いの基準 

「パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出」の

割合が最も高く４０．０％となっている。次いで、「地域の最低賃金を基に、障害者の作

業能力・就労経験を考慮して算出（３７．１％）」となっている。 

図表-11 単価設定の基準：②－１ 時間単価払いの基準（n=35） 【複数回答】 

 
注：無回答を除く 

●「その他の時間単価払い」の主な内容 

 農業側の時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出。 

 圏域の施設外就労の基準額を採用。 

  

11.4%

8.6%

5.7%

5.7%

40.0%

2.9%

37.1%

11.4%

8.6%

8.6%

17.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自治体・JA・共同受注窓口等が用意した単価基準表の単価を

採用

自治体・JA・共同受注窓口等が用意した単価基準表の単価を

基に、作業負荷等を考慮して算出

該当農産物の取引価格を基に算出

地域内の他の品目における時間単価を基に、作業負荷等を考

慮して算出

パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労

経験を考慮して算出

正社員の時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮し

て算出

地域の最低賃金を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮

して算出

地域の最低賃金をそのまま採用

地域のシルバー人材の単価を基に、障害者の作業能力・就労

経験を考慮して算出

他の業種における時給を基に、作業負荷等を考慮して算出

その他の時間単価払い
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 単価設定の基準：②－２ 時間単価での支払い方法 

「１ユニット当たりの時間単価で支払い（ユニット＝障害者数名＋同行する支援員）」

の割合が最も高く５５．６％となっている。次いで、「作業内容・作業者に関わらず一定

の時間単価で支払い（３３．３％）」となっている。 

図表-12 単価設定の基準：②－２ 時間単価での支払い方法（n=27） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

  

22.2%

7.4%

55.6%

33.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

作業工程ごとに時間単価を設定し、作業時間に応じた支払い

障害者ごとに時間単価を設定して支払い（Ａさんは500円、Ｂ

さんは800円等）

１ユニット当たりの時間単価で支払い（ユニット＝障害者数

名＋同行する支援員）

作業内容・作業者に関わらず一定の時間単価で支払い
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 単価の見直し状況 

「見直しを行って、単価を変更したことがある」の割合が最も高く４８．１％となって

いる。次いで、「単価の見直しは行ったことがないが、今後行う予定・行いたい（３１．

５％）」となっている。 

図表-13 単価の見直し状況（n=54） 

 
注：無回答を除く 

●単価を変更しない理由 

 まずは半年間の契約のため、更新の際に価格の交渉をしようと考えている。 

 清掃などの受託は見直しを毎年行っているが、下請けについては 1 年契約で進めて

いないため、どのタイミングで見直しを行っていいのかがわからない。 

 単独での交渉は難しい。 

●今後、単価の見直しを行いたい理由 

 農家への就労が１年を経過したことにより、利用者の技術力も向上してきているの

で、単価の見直しをしていきたい。 

 施設外就労については、作業程度により今後、賃金アップを交渉できるようにして

いきたい。施設内作業として行う農作業についても収支を分析して検討していきた

い。 

 最低賃金が上がった場合は、見直しを予定している。 

  

48.1% 5.6% 31.5% 14.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

見直しを行って、単価を変更したことがある

見直しを行ったが、単価は変更しなかった

単価の見直しは行ったことがないが、今後行う予定・行いたい

単価の見直しについて、現在も今後も行う予定はない

21



 （単価が上がったことがある場合）対象単価の設定方法 

「時間単価」の割合が最も高く５２．４％となっている。次いで、「出来高（２８．

６％）」となっている。 

図表-14 （単価が上がったことがある場合）対象単価の設定方法（n=21） 

 

注：無回答を除く 

  

28.6% 52.4% 19.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

出来高 時間単価 その他
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 （単価が上がったことがある場合）単価が上がった理由 

「その他」の割合が最も高く５６．５％となっている。次いで、「障害者の農作業スキ

ルが優れているため（４７．８％）」となっている。 

図表-15 （単価が上がったことがある場合）単価が上がった理由（n=23） 【複数回答】 

 
注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 数年来、一定の単価であったため、最低賃金の見直し等の参考にして決めた。 

 農業法人側の販売価格が上がったため。 

 作業能力が良くなったため。 

  

4.3%

13.0%

0.0%

17.4%

0.0%

0.0%

4.3%

0.0%

4.3%

8.7%

0.0%

0.0%

47.8%

0.0%

0.0%

56.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

時間や期間が限られているため

気候条件に左右されるため

作業環境が良いため

作業環境が悪いため

設備が整備・用意できたため

治具が整備・用意できたため

消耗品を福祉側が用意する必要があるため

消耗品を農業側が用意する必要があるため

作業場所へのアクセスが良いため

作業場所へのアクセスが悪いため

作業対象の品目・品種が高単価・高付加価値なため

作業対象の品目・品種が低単価・付加価値が低いため

障害者の農作業スキルが優れているため

障害者の農作業スキルが低いため

必要な人数を確保することが難しいため

その他

23



 （単価が下がったことがある場合）対象単価の設定方法 

「出来高」の割合が最も高く５０．０％となっている。次いで、「時間単価（３７．

５％）」となっている。 

図表-16 （単価が下がったことがある場合）対象単価の設定方法（n=8） 

 
注：無回答を除く 

 （単価が下がったことがある場合）単価が下がった理由 

「障害者の農作業スキルが低いため」の割合が最も高く５７．１％となっている。次い

で、「その他（２８．６％）」となっている。 

図表-17 （単価が下がったことがある場合）単価が下がった理由（n=7） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 想定よりも作業能力が低かったため。 

  

50.0% 37.5% 12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

出来高 時間単価 その他

0.0%

14.3%

0.0%

0.0%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

57.1%

0.0%

28.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

時間や期間が限られているため

気候条件に左右されるため

作業環境が良いため

作業環境が悪いため

設備が整備・用意できたため

治具が整備・用意できたため

消耗品を福祉側が用意する必要があるため

消耗品を農業側が用意する必要があるため

作業場所へのアクセスが良いため

作業場所へのアクセスが悪いため

作業対象の品目・品種が高単価・高付加価値なため

作業対象の品目・品種が低単価・付加価値が低いため

障害者の農作業スキルが優れているため

障害者の農作業スキルが低いため

必要な人数を確保することが難しいため

その他
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 単価設定への納得感 

「納得している」、「納得しているが、できれば単価を上げたい」の割合が高く、それぞ

れ４２．６％となっている。次いで、「納得しておらず、単価を上げたい（１１．５％）」

となっている。 

図表-18 単価設定への納得感（n=61） 

 

注：無回答を除く 

  

42.6% 42.6% 11.5% 3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

納得している 納得しているが、できれば単価を上げたい

納得しているが、できれば単価を下げたい 納得しておらず、単価を上げたい

納得しておらず、単価を下げたい どちらでもない・わからない
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 単価設定への納得感の理由 

「障害者の収入増や安定収入につながっていると感じているから」の割合が最も高く３

２．２％となっている。次いで、「作業環境と金額が見合っていると感じているため（３

０．５％）」、「障害者の能力や就労経験に見合った金額だと感じているから（３０．

５％）」となっている。 

図表-19 単価設定への納得感の理由（n=59） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 ≪納得している場合の理由≫ 

 農家に出向くのではなく、施設にもち帰って作業できるため（施設外の作業は職員

の配置が難しい）。 

 他の事業所より、良く作業ができていると評価されているため。 

 ある程度、事業主の努力も感じることと、施設の能力を評価してくれているため。 

  

18.6%

8.5%

23.7%

8.5%

32.2%

15.3%

18.6%

30.5%

13.6%

30.5%

18.6%

8.5%

10.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

単価設定時に満足いくまで交渉できたから

単価設定時に満足いくまで交渉できなかったから

単価設定の根拠が明確であるから

単価設定の根拠が不明瞭であるから

障害者の収入増や安定収入につながっていると感じているから

障害者の収入増や安定収入につながっていると感じていないから

どのような金額でも作業があることが重要だと思っているため

作業環境と金額が見合っていると感じているため

作業環境と金額が見合っていないと感じているため

障害者の能力や就労経験に見合った金額だと感じているから

障害者の能力や就労経験に見合った金額だと感じていないから

同じ単価で、他の分野の作業を確保することが困難なため

その他
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 理想とする単価設定方法や金額について（自由記述） 

 自治体の最低賃金程度はもらいたい。 

 契約内容を定期的に変更してもらいたい。（現在は、当初契約内容のまま毎年更

新） 

 利用者ごとに単価設定できることが望ましいが、農家側がどの利用者に来てもらい

たいかを選択することになりかねないので、同一単価としている。 

 単価設定をするときに基準となる単価があると、設定や説明がしやすい。 

 作業場所への送迎に係る時間や車代・ガソリン代ももらえるとよい。 

 請負契約の締結状況 

「すべての農業者と請負契約を締結している」の割合が最も高く６７．８％となってい

る。次いで、「一部の農業者と請負契約を締結している（２０．３％）」となっている。 

図表-20 請負契約の締結状況（n=59） 

 
注：無回答を除く 

  

67.8% 20.3% 11.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

すべての農業者と請負契約を締結している

一部の農業者と請負契約を締結している

どの農業者とも請負契約を締結していない
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 請負契約を結ばなかった理由 

「その他」の割合が最も高く３７．５％となっている。次いで、「必要性を感じていな

いから（１８．８％）」、「時期や日によって作業内容が異なり、明文化しにくいため（１

８．８％）」、「契約によって、休業日・人数確保等の制限がつくことを避けたいため（１

８．８％）」となっている。 

図表-21 請負契約を結ばなかった理由（n=16） 【複数回答】 

 
注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 生産量にバラつきがあるため。 

 コーディネーターの仲介するものは、農業側とは契約締結していない。 

 知り合いの紹介によるものであったため。 

  

18.8%

0.0%

12.5%

18.8%

18.8%

12.5%

37.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

必要性を感じていないから

農業者側から契約の締結を断られたから

事務手続きの負担が大きいため

時期や日によって作業内容が異なり、明文化しにくいため

契約によって、休業日・人数確保等の制限がつくことを避けた

いため

契約を締結する必要があると考えていなかった

その他
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 農業分野における施設外就労・施設外支援・施設内就労を進めるために必要なこと

（自由記述） 

●農福連携に関する周知・情報発信 

 農家さん自体が取り組みを知らない場合が多い。 

●農福連携の捉え方を広げ、より多様な主体が関われるようにする 

 農業者だけが行う取り組みと限定するのではなく、加工業者が農作物を作ってもら

うことを委託することも農福連携や施設外就労の枠に入るとよい。 

●農福連携に取り組みやすくするための支援・補助拡充 

 ほ場における多目的トイレの設置、非営利団体以外にも補助金助成などの範囲を広

げてほしい。 

 農業に携わるための専門的知識を学ぶ機会やわからないことを気軽に相談させて頂

ける人や機関は必要だと思う。また、たくさんの費用がかかるのでその負担もでき

るだけ減らす手段があると有難い。 

 施設外就労のニーズが実施主体の個人及び法人（団体）から少なからずあるが、福

祉サービス側にメリットが少なく感じている為、コスト面を主とした仕組みの見直

しが必要。 

●安定した作業の供給、利用者の作業環境の向上 

 季節的労働が多いのでハウス作業など安定的な仕事の供給があると嬉しい。 

 作業場所のアクセス時間が短い仕事（場所）を選ぶ。 

●その他 

 賃金単価の高い低いではなく、地域にその存在を認知してもらうことや施設の作業

評価、そして働きぶりに対する認識を高める。 

 農業法人の生産性が上がる機材を、福祉事業者側が持っていると交渉しやすい。単

価も上げることができる。 

 その他の意見 

●主な内容 

 １つの方法、やり方、つながり方に固執せず利用者のみんなが業者にたくさん関わ

れる体制、環境を作っていきたい。 

 実施主体と交渉したなかで、「定額働かせ放題」の人材（障害者雇用として）を求

めていると感じられる発言が多くあり、決裂した。実施主体の意識がそのままであ

る場合、長期的観点で労働搾取につながりかねない為、悪い条件での請負は業界と

して強く規制する仕組みづくりとその周知が一体となって推進されるべきと考え

る。 

 実際に取り組んでみて農業はあいまいな部分が多い為、障がい者がお金をかせぐと

いう意味では向いていないと考えている。今後は農作業を減らしていきたい。 
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農家へのアンケート調査結果 

 基本情報 

 経営形態 

「法人経営（組合含む）」の割合が最も高く６０．０％となっている。次いで、「非法

人・専業農家（３７．８％）」となっている。 

図表-22 経営形態（n=45） 

 
注：無回答を除く 

 就農後の経過年数 

「５年未満」の割合が最も高く３６．６％となっている。次いで、「２０年以上（２

４．４％）」となっている。 

図表-23 就農後の経過年数（n=41） 

 
注：無回答を除く 

 経営者・代表者の農業分野以外での就業経験の有無 

「ある」の割合が８２．２％、「ない」の割合が１７．８％となっている。 

図表-24 経営者・代表者の農業分野以外での就業経験の有無（n=45） 

 
注：無回答を除く 

2.2% 37.8% 60.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

非法人・兼業農家 非法人・専業農家 法人経営（組合含む）

36.6% 19.5% 19.5% 24.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

5年未満 5～10年未満 10～20年未満 20年以上

82.2% 17.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ある ない
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 経営耕地面積 

「１～５ｈａ未満」の割合が最も高く４４．２％となっている。次いで、「１ｈａ未満

（１８．６％）」となっている。 

図表-25 経営耕地面積（n=43） 

 
注：無回答を除く 

 農業分野で障害者と関わる取組の取組年数 

「１～２年」の割合が最も高く４７．６％となっている。次いで、「３～５年（２１．

４％）」となっている。 

図表-26 農業分野で障害者と関わる取組の取組年数（n=42） 

 
注：無回答を除く 

注：2020 年に取り組み開始したものを１年として計算 

  

18.6% 44.2% 9.3% 14.0% 14.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1ha未満 1~5ha未満 5~10ha未満 10ha以上 30ha以上

47.6% 21.4% 14.3% 7.1% 9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1～2年 3～5年 5～7年 7～10年 10年以上
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 雇用の有無 

「常時雇用あり」の割合が最も高く４６．８％となっている。次いで、「臨時雇用あり

（４２．６％）」となっている。 

図表-27 雇用の有無（n=47） 

 
注：無回答を除く 

 農業分野及び農産加工分野の売上高（直近１年） 

「１，０００以上３，０００万円未満」の割合が最も高く２８．９％となっている。次

いで、「５００以上１，０００万円未満（２２．２％）」となっている。 

図表-28 農業分野及び農産加工分野の売上高（直近1年）（n=45） 

 
注：無回答を除く 

  

29.8%

42.6%

46.8%

25.5%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

雇用無し

臨時雇用あり

常時雇用あり

障害者雇用あり

その他

13.3% 6.7% 22.2% 28.9% 4.4%4.4% 20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

300万円未満 300以上500万円未満 500以上1,000万円未満

1,000以上3,000万円未満 3,000以上5,000万円未満 5,000以上１億円未満
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 農業分野の施設外就労などにおける請負単価について 

 請負報酬単価の決定プロセス 

「農業側が金額案を提示し、福祉側と直接協議の上、決定した」の割合が最も高く３

１．９％となっている。次いで、「コーディネーターが金額を提示し、農業側・福祉側双

方で協議の上、決定した（２３．４％）」となっている。 

なお、請負報酬単価について売上額（直近１年）別にみると、売上額が「１，０００～

３，０００万円未満」より多い農業者において、「農業側が金額案を提示し、福祉側と直

接協議の上、決定した」の割合が高く、「５００～１，０００万円未満」より少ない農業

者において、「福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した」の割合が高

くなっている。 

図表-29 請負報酬単価の決定プロセス（n=47） 

 

注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 年に１度話し合いの場を持ち、福祉側、農業側がお互いに意見を出し合い決定して

いる。  

21.3% 31.9% 12.8% 23.4%
2.1%

8.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した

農業側が金額案を提示し、福祉側と直接協議の上、決定した

農業側・福祉側のいずれかが提示した金額を基準に、コーディネーターが調整・決定した

コーディネーターが金額を提示し、農業側・福祉側双方で協議の上、決定した

自治体・JA・共同受注窓口などが作成している請負報酬単価基準を採用した

その他
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図表-30 請負報酬単価の決定プロセス（売上額（直近１年）別） 

 

注：無回答を除く 

  

21.3%

33.3%

33.3%

50.0%

22.2%

31.9%

16.7%

20.0%

41.7%

50.0%

50.0%

44.4%

12.8%

33.3%

10.0%

16.7%

11.1%

23.4%

16.7%

66.7%

20.0%

16.7%

50.0%

22.2%

2.1%

8.3%

8.5%

16.7%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Total

300万円未満

300以上500万円未満

500以上1,000万円未満

1,000以上3,000万円未満

3,000以上5,000万円未満

5,000以上１億円未満

１億円以上

(n
=
47
)

(n
=
6)

(n
=
3)

(n
=
10
)

(n
=
12
)

(n
=
2)

(n
=
2)

(n
=
9)

福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した

農業側が金額案を提示し、福祉側と直接協議の上、決定した

農業側・福祉側のいずれかが提示した金額を基準に、コーディネーターが調整・決定した

コーディネーターが金額を提示し、農業側・福祉側双方で協議の上、決定した

自治体・JA・共同受注窓口などが作成している請負報酬単価基準を採用した

その他
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 同じ品目・同じ作業における、契約相手による単価の差異 

「契約相手が異なっても、同じ単価を採用している」の割合が最も高く５１．１％とな

っている。次いで、「わからない（２９．８％）」となっている。 

図表-31 契約相手による単価の差異（n=47） 

 
注：無回答を除く 

 同じ品目・同じ作業における、契約相手による単価の差異の理由 

「時間や期間が異なるため」、「障害者の農作業スキルが異なるため」の割合が高く、そ

れぞれ３６．７％となっている。次いで、「その他（２６．７％）」となっている。 

図表-32 契約相手による単価の差異の理由（n=30） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

  

51.1% 19.1% 29.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

契約相手が異なっても、同じ単価を採用している

契約相手が異なる場合は、異なる単価を採用している

わからない

36.7%

10.0%

3.3%

3.3%

6.7%

10.0%

3.3%

3.3%

13.3%

36.7%

16.7%

26.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

時間や期間が異なるため

作業環境が異なるため

保有あるいは使用する設備が異なるため

治具の有無が異なるため

消耗品（設備以外）を福祉側が用意する必要があるため

消耗品（設備以外）を農業側が用意する必要があるため

作業場所へのアクセスが良いため

作業場所へのアクセスが悪いため

作業対象の品目・品種が高単価・高付加価値なため

作業対象の品目・品種が低単価・付加価値が低いため

障害者の農作業スキルが異なるため

必要な人数を確保することが難しいため

その他
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 請負報酬単価の設定方法 

「時間単価払い」の割合が最も高く６２．２％となっている。次いで、「出来高払い

（４０．０％）」となっている。 

図表-33 請負報酬単価の設定方法（n=45） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他」の主な内容 

 同業他社の従業員の時間当たり処理重量に最低賃金を掛けて、重量当たりの作業単

価を設定している。 

 日額で設定している。 

 １ユニット（障害者２～３名＋同行支援員）当たりの月額で支払っている。 

  

40.0%

62.2%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

出来高払い

時間単価払い

その他
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 単価設定の基準：①出来高払い 

「パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出」の

割合が最も高く５８．８％となっている。次いで、「該当農産物の取引価格を基に算出

（２３．５％）」、「最低賃金を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出（２

３．５％）」、「その他の出来高払い（２３．５％）」となっている。 

図表-34 単価設定の基準：①出来高払い（n=17） 【複数回答】 

 
注：無回答を除く 

  

5.9%

11.8%

23.5%

58.8%

17.6%

5.9%

23.5%

23.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自治体・JA・共同受注窓口等が作成している単価基準表の単価

をそのまま採用

自治体・JA・共同受注窓口等が作成している単価基準表の単価

を基に、作業負荷等を考慮して算出

該当農産物の取引価格を基に算出

パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経

験を考慮して算出

地域内の他の品目における出来高払いの金額を基に、作業負荷

等を考慮して算出

他の業種における出来高払いの金額を基に、作業負荷等を考慮

して算出

最低賃金を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出

その他の出来高払い
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 単価設定の基準：②－１ 時間単価払いの基準 

「パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して算出」の

割合が最も高く３６．４％となっている。次いで、「地域の最低賃金を基に、障害者の作

業能力・就労経験を考慮して算出（２７．３％）」となっている。 

図表-35 単価設定の基準：②－１ 時間単価払いの基準（n=22） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

●「その他の時間単価払い」の主な内容 

 中間支援団体からの提示金額により決定している。 

 事業所内の作業時給をベースに設定し、能力やがんばりに応じて毎年更新してい

る。 

  

13.6%

13.6%

13.6%

4.5%

36.4%

4.5%

27.3%

4.5%

18.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

自治体・JA・共同受注窓口等が用意した単価基準表の単価を採

用

自治体・JA・共同受注窓口等が用意した単価基準表の単価を基

に、作業負荷等を考慮して算出

該当農産物の取引価格を基に算出

地域内の他の品目における時間単価を基に、作業負荷等を考慮

して算出

パート・アルバイトの時給を基に、障害者の作業能力・就労経

験を考慮して算出

正社員の時給を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮して

算出

地域の最低賃金を基に、障害者の作業能力・就労経験を考慮し

て算出

地域の最低賃金をそのまま採用

地域のシルバー人材の単価を基に、障害者の作業能力・就労経

験を考慮して算出

他の業種における時給を基に、作業負荷等を考慮して算出

その他の時間単価払い
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 単価設定の基準：②－２ 時間単価での支払い方法 

「作業内容・作業者に関わらず一定の時間単価で支払い」の割合が最も高く５０．０％

となっている。次いで、「１ユニット当たりの時間単価で支払い（ユニット＝障害者数名

＋同行する支援員）（２８．６％）」となっている。 

図表-36 単価設定の基準：②-2 時間単価での支払い方法（n=14） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

  

21.4%

7.1%

28.6%

50.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

作業工程ごとに時間単価を設定し、作業時間に応じた支払い

障害者ごとに時間単価を設定して支払い（Ａさんは500円、Ｂ

さんは800円等）

１ユニット当たりの時間単価で支払い（ユニット＝障害者数名

＋同行する支援員）

作業内容・作業者に関わらず一定の時間単価で支払い
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 単価の見直し状況 

「見直しを行って、単価を変更したことがある」の割合が最も高く４８．８％となって

いる。次いで、「単価の見直しは行ったことがないが、今後行う予定・行いたい（２０．

９％）」となっている。 

なお、単価の見直し状況について農業分野で障害者と関わる取組の取組年数別にみる

と、取組年数が「７～１０年」よりも長い農業者では、「見直しを行って、単価を変更し

たことがある」が１００％となっており、取組年数が「３～５年」よりも短い農業者で

は、その比率が低くなっている。 

図表-37 単価の見直し状況（n=43） 

 

注：無回答を除く 

●単価を上げた/下げた理由 

 作業効率の正確さ、スピード、コミュニケーション、やる気全てが向上しているた

め、令和３年から単価上げる予定（現在協議中）。 

 最低賃金改定にともない、見直しを実施（４年ごと）。 

 栽培不良で品質が悪く作業量が多くて単価が合わないので、重量当たりの単価を上

げた。 

 出荷時の単価上昇に伴って工賃を上げた。 

 天候の悪いときや、土壌状況が悪い時、草が多いとき単価を上げている。 

48.8% 11.6% 20.9% 18.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

見直しを行って、単価を変更したことがある

見直しを行ったが、単価は変更しなかった

単価の見直しは行ったことがないが、今後行う予定・行いたい

単価の見直しについて、現在も今後も行う予定はない
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図表-38 単価の見直し状況（農業分野で障害者と関わる取組の取組年数別） 

 

注：無回答を除く 

  

48.8%

41.2%

22.2%

66.7%

100.0%

100.0%

11.6%

11.8%

16.7%

20.9%

17.6%

55.6%

16.7%

18.6%

29.4%

22.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Total

1～2年

3～5年

5～7年

7～10年

10年以上

(n
=
43
)

(n
=
17
)

(n
=
9)

(n
=
6)

(n
=
2)

(n
=
4)

見直しを行って、単価を変更したことがある

見直しを行ったが、単価は変更しなかった

単価の見直しは行ったことがないが、今後行う予定・行いたい

単価の見直しについて、現在も今後も行う予定はない
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 単価設定への納得感 

「納得している」の割合が最も高く６３．０％となっている。次いで、「どちらでもな

い・わからない（１５．２％）」となっている。 

図表-39 単価設定への納得感（n=46） 

 

注：無回答を除く 

 単価設定への納得感の理由 

「経営上必要なコストであると考えているから」の割合が最も高く３９．５％となって

いる。次いで、「単価設定の根拠が明確であるから（３０．２％）」となっている。 

図表-40 単価設定への納得感の理由（n=43） 【複数回答】 

 

注：無回答を除く 

  

63.0% 8.7% 10.9%2.2% 15.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

納得している 納得しているが、できれば単価を上げたい

納得しているが、できれば単価を下げたい 納得しておらず、単価を上げたい

納得しておらず、単価を下げたい どちらでもない・わからない

23.3%

2.3%

30.2%

7.0%

23.3%

2.3%

39.5%

0.0%

27.9%

7.0%

16.3%

9.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

単価設定時に満足いくまで交渉できたから

単価設定時に満足いくまで交渉できなかったから

単価設定の根拠が明確であるから

単価設定の根拠が不明瞭であるから

経営の安定や規模拡大の効果があると感じているから

経営の安定や規模拡大の効果があると感じていないから

経営上必要なコストであると考えているから

経営を圧迫しているから

障害者の農作業スキル・作業内容に満足しているから

障害者の農作業スキル・作業内容に満足していないから

同じ単価で、ほかの労働力を確保することが困難なため

その他
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 単価を上げて良いと感じる場合（自由記述） 

●作業効率や能力が向上した場合 

 作業能力や作業速度が向上したと思った時。 

 作業速度向上など一定以上の能力があると判断した場合。 

●販売単価や収益が上がった場合 

 生産能力が上がった又は販売単価が上がった場合。 

 出荷先での取引額の向上（品質や見栄えの良さ）で工賃を上げていきたい。 

●その他 

 農作物の集荷までをしてもらえたら、単価を上げられる。 

 障害者施設職員のサポートが十分である場合。 

 請負契約の締結状況 

「すべての障害福祉サービス事業所を設置・運営する法人と請負契約を締結している」

の割合が最も高く６９．２％となっている。次いで、「一部の障害福祉サービス事業所を

設置・運営する法人と請負契約を締結している（２０．５％）」となっている。 

図表-41 請負契約の締結状況（n=39） 

 
注：無回答を除く 

 契約を締結していて良かったこと／締結していなくて困ったこと（自由記述） 

●契約を締結していて良かったこと 

 お互いが責任を持って取り組めた。ビジネスとして信用できる。 

 文面で契約をしておけば問題が起きた時に対処法となる。 

 通常雇用では、なかなか人を確保することが困難であり、また、属人的にならず、

仕組みとして業務を請負させていただけるので、安心できる。 

●締結していなくて困ったこと 

 特に意見なし。 

  

69.2% 20.5% 10.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

すべての障害福祉サービス事業所を設置・運営する法人と請負契約を締結している

一部の障害福祉サービス事業所を設置・運営する法人と請負契約を締結している

どの障害福祉サービス事業所を設置・運営する法人とも請負契約を締結していない
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 農業分野における施設外就労・施設外支援・施設内就労を進めるために必要なこと

（自由記述） 

●農福連携に関する周知・情報発信 

 障害者の労働力を理解してもらえる情報を、もっと発信し、これからもっと高齢化

が進む農業分野への支援を含めた、農福連携アピールをしてもらいたい。 

●福祉事業所側の意欲・理解の向上 

 施設によって、職員の意欲に差がある。農家ＪＡ担当者からの説明内容が障害者の

皆さんにきちんと伝わっているのか疑問を感じている。 

 利用者も含め職員の方が積極的だったことがよかった。 

●農業者側の障害者への理解促進 

 農家側から見て障がい者への偏見、恐れがあるのは事実。ここが無くなれば、もう

少し普及するのではないか。 

●農福連携に取り組みやすくするための支援・補助拡充 

 利用者の作業環境改善のための支援制度（トイレの設置、休憩施設の完備、収穫機

等の補助、機械）の充実。 

●コーディネーターの確保・増員 

 コーディネーターの役割が多く、コーディネーターなしでは継続・拡大が難しい。 

●農家として収益が上がる仕組みの構築 

 農福連携を進めると同時に収益が上がる仕組みをつくること。 

 その他の意見 

 年を通して、労働に波ができやすい業界なので、スポット的に労働力を使える農福

連携は、相性が良く、今後も活用していきたい。 

 近くに農作業をやってくれる施設が少ないので、農作業をやってくれる施設が増え

るとよい。 

 農福連携がもっと出来る障害者への教育を含め、障害者施設では、大変だと思いま

すがこのような施設がもっと増えて、地域農業と一緒に活動できたらいいと思う。 
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（３）アンケート調査のまとめ 

⚫ 請負報酬単価の決定プロセスについて 

 福祉事業所においては、「福祉側が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定

した（２９．０％）」、「農業側が金額案を提示し、福祉側と直接協議の上、決定

した（２９．０％）」の割合が高い。 

 農業者においては、福祉事業所に比べて「コーディネーターが金額を提示し、農業

側・福祉側双方で協議の上、決定した（２３．４％）」の割合が高くなっている。 

 また、売上額の多い農業者においては、「農業側が金額案を提示し、福祉側と直接

協議の上、決定した」の割合が高く、売上額の小さい農業者においては、「福祉側

が金額案を提示し、農業側と直接協議の上、決定した」の割合が高くなっている。 

 請負報酬単価の決定プロセスに関して、農業者の経営規模に応じて、福祉側と農業

側の関係性に違いがあることが推察される。 

⚫ 請負報酬単価の設定方法 

 福祉事業所においては、「出来高払い」の割合が６１．０％、「時間単価払い」の

割合が５９．３％となっている。また、「時間単価払い」における支払い方法は、

「１ユニット当たりの時間単価で支払い（ユニット＝障害者数名＋同行する支援

員）」の割合が最も高く５５．６％となっている。 

 農業者においては、「時間単価払い」の割合が最も高く６２．２％となっている。

また、「時間単価払い」における支払い方法は、「作業内容・作業者に関わらず一

定の時間単価で支払い」の割合が最も高く５０．０％となっている。 

 また、「出来高払い」「時間単価払い」の単価の設定基準としては、福祉事業所・

農業者ともに、ともに、「パート・アルバイトの時給を基に設定」「地域の最低賃

金を基に設定」の割合が高い。 

 なお、実際に設定されている単価について個別に確認すると、同じ品目や同じ単価

の設定基準であっても、福祉事業所によって単価が大きく異なっている。作業環境

や障害者の作業能力等が影響していることも考えられるが、そもそも基準として想

定している単価の水準が、取組主体や地域によって大きく異なることが推察され

る。 

 一方で、同じ福祉事業所であっても、設定方法によって単価が異なるケースもみら

れた。 

⚫ 単価の見直し状況について 

 福祉事業所においては、「見直しを行って、単価を変更したことがある」の割合が

４８．１％、となっている。また、「単価の見直しは行ったことがないが、今後行

う予定・行いたい」は３１．５％となっているが、単価を見直していない理由とし

て、取組期間が短く、作業能力等を踏まえて今後単価を見直していきたいという意

見が多くみられた。 
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 また、「見直しを行って、単価を変更したことがある」との回答のうち、単価が上

がった理由としては「障害者の農作業スキルが優れているため」、単価が下がった

理由としては「障害者の農作業スキルが低いため」の割合が高い。 

 農業者においては、「見直しを行って、単価を変更したことがある」の割合が４

８．８％となっている。またこの割合は、取組期間が長い農業者において、高い傾

向にある。 

 単価を上げた／下げた理由としては、障害者の作業能力向上、最低賃金の改定、販

売単価の上昇、作業負荷の増加、などが挙げられている。 

 また、農業者として単価を上げて良いと感じる場合として、作業効率や能力が向上

した場合という意見が多くみられた。 

⚫ 単価設定への納得感について 

 福祉事業所においては、「納得している」、「納得しているが、できれば単価を上

げたい」の割合がそれぞれ４２．６％となっている。単価設定への納得感は高いも

のの、「納得しておらず、単価を上げたい（１１．５％）」と合わせると、半数以

上が単価を上げたいと感じており、単価自体への満足度は高くない。 

 農業者においては、「納得している」の割合が６３．０％となっており、単価設定

への納得感は高い。 

 福祉側、農業側ともに一定の納得感を得ているが、福祉側としては単価を上げてい

きたい意識も強いことがうかがえる。なお、実際に取組関係にある福祉事業所と農

業者の回答を比較すると、３４．５％で納得感に関する回答が一致していない。 

※「納得している」「納得しているが、できれば単価を上げたい」「納得している

が、できれば単価を下げたい」を「納得している」、「納得しておらず、単価を上

げたい」「納得しておらず、単価を下げたい」を「納得していない」として回答の

一致状況を確認 

⚫ 請負契約の締結状況について 

 福祉事業所においては６７．８％、農業者においては６９．２％が、すべての農業

者／福祉事業所と請負契約を締結している。 

⚫ 障害者が携わっている農作業の品目と販売単価、作業内容の例 

 

品目名 販売単価 作業内容 

柿 
３，５００円／ 

３．５ｋｇ 
柿の収穫（ハサミを使用） 

トマト 
平均１，５００円／

箱 
箱詰め作業（トマト）、箱折り作業 

調理用トマト １１０円／袋 定植、収穫、拭きあげ、袋詰め 

ミニトマト ５１９円／ｋｇ 収穫、周辺整備、選果 など 

青ネギ（葉ネギ） ６００円／ｋｇ 
①ネギ洗浄（補助）洗浄機使用、②コンテナ入れ（洗浄

後のネギをコンテナに入れる）、③出荷用段ボール作り 

キクラゲ ７００円／ｋｇ ・キノコの収穫、・軸切り、・菌床の搬入、搬出 
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ニンジン 
３，０００円／ 

１０ｋｇ 

①株元や周辺の除草(素手または鎌)、②間びき(治具)、

③土寄せ(素手)、④ニンジン洗い(スポンジ)、⑤ニンジ

ン袋づめ(はかり、テープ) 

豆類 ５５０円４００ｇ 容器とピンセットを使い目視選別作業 

里芋 ２５０円／ｋｇ 里芋の収穫 

アールスメロン 
１，０００円／ 

２ｋｇ 
①収穫後の片付け、②定植のためのパイプ設置 

ズッキーニ １１０／ｋｇ 収穫作業（ハサミ使用） 

ギンナン ８００円／ｋｇ 選別作業（パック、袋詰め） 

にんにく ８００／ｋｇ ①植付、②葉出し、③収穫 

みつば 
１４０円（卸し）／

１ＰＫ（３０ｇ) 
・根株の堀取り、・土落し、フォークや手作業 

いちご ３，０００円／ｋｇ ・葉かき、・収穫 

コマツナ ７０円／２００ｇ 収穫(ハサミ) 

リーフレタス １００円／株 水耕パネル洗浄 

野菜苗 ７３～１５０円／鉢 

①土作り(攪拌機を使用)、②ポットへ土つめ(スコップ

を使用)、③運搬(一輪車を使用)、④追肥(固形肥料４

粒)、⑤出荷仕分け 

稲作 ３４０／ｋｇ ・刈り払い機による草刈り作業 

玉ねぎ 
１５０～２００円／

ｋｇ 
①定植（機械定植）、②除草（手作業）、③収穫（手作業） 

サツマイモ ２５０円／ｋｇ 
①土作り、畝作り（クワ使用）、②植えつけ（手作業）、

③収積（手作業） 
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３ 中間支援団体（共同受注窓口）で農福連携事業を担う担当者による情報交

換会議 

（１）情報交換会議の開催概要 

都道府県ごとの最低賃金や業種、業態によって異なる請負作業の報酬単価に対して、地域

事情等の実態を把握するため、中間支援団体において、仲介・あっ旋業務を担う共同受注窓

口の担当者および農福連携事業を担う担当者による情報交換会議を開催した。 

内容は各会場共通で挨拶、趣旨説明の後、意見交換を行い総括した。なお、新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策として、東京会場と福岡会場では、参加者に検温と手指消毒、マス

ク着用の徹底を行うほか「厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」

を配布した。また、福岡会場ではハイブリッド形式（会場とオンライン）で開催し、仙台会

場と大阪会場では開催をオンライン形式に変更して実施した。 

 

会場 日時 場所 参加団体 

東京会場 令和２年 

１２月２日（水） 

１４：００～１６：

００ 

東京都農業会館 ３

０４号 

茨城県共同受発注センター 

とちぎセルプセンター 

埼玉県セルプセンター協議会 

千葉県障害者就労事業振興センター 

東京都セルプセンター 

神奈川セルプセンター 

静岡県社会就労センター協議会 

オールしずおかベストコミュニティ 

長野県セルプセンター協議会 

岐阜県農畜産公社（情報提供のみ） 

（１０団体１１名） 

福岡会場 令和２年 

１２月４日（金） 

１４：００～１６：

００ 

九州農政局福岡県拠

点４階会議室および

Ｚｏｏｍによるオン

ライン 

鳥取県障害者就労事業振興センター 

島根県障がい者就労事業振興センター 

香川県社会就労センター協議会（オンライン） 

セルプセンター福岡 

宮崎県農福連携推進センター（オンライン） 

沖縄県セルプセンター 

（６団体８名） 

仙台会場 令和３年 

１月１４日（木） 

１４：００～１６：

００ 

Ｚｏｏｍによるオン

ライン 

岩手県社会福祉協議会 

みやぎセルプ協働受注センター 

秋田県社会就労センター協議会 

山形県農福連携推進センター 

（４団体５名） 

大阪会場 令和３年 

１月１９日（火） 

１４：００～１６：

００ 

Ｚｏｏｍによるオン

ライン 

富山県社会就労センター協議会 

石川県健康福祉部障害保健福祉課  

三重県障がい者就農促進協議会 

滋賀県社会就労事業振興センター 

大阪府社会福祉協議会 

あたらしい・はたらくを・つくる福祉型事業

協同組合 

48



和歌山県セルプセンター 

（７団体９名） 

 

（２）情報交換会議のまとめ 

 全国４会場にて情報交換会議を開催したところ、２７団体、３３名が参加した。ほとんど

の団体が、それぞれ所在の自治体から農福連携事業について事業を委託されており、参加者

は所属組織の中において、農福連携におけるコーディネート業務を担う担当者として複数

年度の経験実績を有するものが多かった。 

情報交換会議は、事前に参加団体へ配布した意見交換シートを各団体が共有する形で進

行し、それぞれの経験値や実績値にもとづき、福祉サービス事業所に対する作業単価をテー

マに意見交換を行った。その結果、農作業に対する請負作業の報酬単価の設定、また、その

考え方と方法については、大要以下の意見が多かった。 

作業への報酬は「時給単価」「出来高払い」のいずれかが大半を占めており、例外として

は「日当払い」や「作業面積に応じる」といった実態であった。また、「時給単価」あるい

は「出来高払い」のいずれかに決まる設定のプロセスについては、次の６つの視点が単一的

に、または重複して用いられ決定していることが分かった。 

① 農業者の実績・相場観・他の農家の例 

② 福祉事業者の見積もり、あるいは金額提示 

③ 農福連携サポーターやコーディネーターが作業を体験して決定 

④ 外部基準を参考（自治体、ＪＡ、業務委託元の企業、等） 

⑤ 目標工賃月額から算出（月額３０,０００円を目標とした場合の例：２０日×４ｈ×３

７５円以上） 

⑥ 契約時に段階を設定する（作業体験→第１期（価格改定）→第２期（価格改定）） 

その他、請負作業の単価設定の方法以外に、農福連携を推進するにあたり意見を求めたと

ころ、ほ場へのアクセスや需要と供給のミスマッチ等、各地域で共通する課題として、以下

のような意見が多く聞かれた。 

・農業側との出会いのきっかけ作りの不足 

・農業側のニーズの掘り起こし方法 

・地域ニーズがあるのに、取組める事業所が見つからない 

・農場までのアクセスに関する問題 

・事業所が作業に関わる時間数や時間帯 

・トイレや休憩所などの環境整備の不足 

・福祉側、農業側以外に農福連携に関わるサポーターの必要性 

・農福連携を推進するネットワーク体制の構築 

これらの課題に対する改善策が、地域ごとに講じられることにより、今後、その地域の農

福連携が発展することを期待したい。 
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 Ⅲ 調査研究のまとめ 

 

1 調査研究の結果 

 農業分野における施設外就労及び請負契約について、調査研究した結果を次の４つの項

目において考察する。なお、施設外就労については「障害福祉サービス等報酬改定検討チ

ーム」ならびに「社会保障審議会障害者部会」において、令和３年度障害福祉サービス等

報酬改定の議論が進められており、その結果、制度の見直しが図れることとなるが、農業

分野に限らず障害福祉サービス事業所では、様々な産業の分野で施設外就労を行ってお

り、請負契約を既に交わしている所も多く、今後も業務そのものについては、継続してい

くことを前提とした。 

調査研究の結果については、今後、農福ビジョンで示された３つのアクション（認知度

の向上、取組の促進、取組の輪の拡大）を進めていく中で、その指標や視点を参考として

用いていただくようお願いしたい。そこで、請負報酬の設定方法について、そのプロセス

や要素を分類、整理した表を以下に示すこととする。 

 

図表 請負報酬設定の類型 
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① 請負報酬単価の設定に関する考え方とその方法について 

先ず、請負契約における報酬単価の設定に関する考え方と方法については、発注者とな

る農業者側と、請負者となる福祉側のそれぞれの立場によって異なった視点があることを

理解しておきたい。また、同時に、それぞれの業界による特質的な要因があることにも留

意しなければならない。その例として、単価の設定に対する考え方では、農業側にとって

作業を委託することは経営的に捉えると「ヒト、モノ、カネ、情報」といった経営資源

（農業経営の場合は土地・労働・資本・知識及び技術）の一部でもあり、費用対効果とし

てコストへの意識が働く。経営資源の有効活用次第では、経営上の収益を左右する要因と

もなり、そうなると、必然的にパート職員を雇って得られるだけの作業量や技術力を期待

し、その結果、報酬は時給単価を設定した方が、評価もしやすく、経営する上で管理が容

易であるといった考えとなるのである。 

一方、福祉側のＡ型事業所では最低賃金ルールがあるため、当然そこを目指し、都道府

県ごとの最低賃金相当額を時給単価の設定、あるいは、時給換算した際に確保出来るだけ

の業務量となるのかを考え方の基本としている。また、Ｂ型事業所では工賃向上への取組

が考え方の元となるため、単価の設定については出来高払いを念頭に置く場合が多い。こ

れは、働き手となる障害者の障害特性が影響しており、複数人でユニットを形成し作業を

行う方が、効果的で効率的でもあることを福祉側の職員がその経験で得ているからだ。 

このように、報酬単価の設定方法に関しては、時給単価の設定と出来高払いの設定があ

り、その考え方の背景には異なった視点があることが確認できた。 

 

② 請負報酬単価を決定する際の要素について 

次に、報酬単価を決定する際の要素についてだが、これは自然環境やその土地ならでは

の気候や風土、さらには地域性や生産品目の種類、それらに付随して行われる多種多様な

作業内容等々、農業分野におけるありとあらゆる要素が、単価を決定する際に関係してお

り、基本的には依頼元などの取引価格や地域の相場に基づいていることが明らかとなっ

た。また、付加価値の高いブランド製品を取扱う現場や、作業環境の厳しい場所（斜面や

高所）、高温などの気象状況の変化に対して、単価がプラスされる要素になっており、さ

らに、ほ場までの距離が遠いといったアクセス環境が、単価のプラス要素ともなっている

事例が確認できた。 

 

③ 請負報酬単価を増進させる目安について 

続いて、単価を増進させる目安については、習熟度が上がる（技術力がついた、作業量

が増えた）ことや、出来る作業内容（工程）が増えたといった項目が挙げられる。これら

の目安に対しては、農業側と福祉側が共通認識を必要とするため、定期的あるいは定量的

な記録を残す取組がポイントとなる。日常業務の中にあって、事業所側の職員は、障害者
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の作業スキルや作業効率の向上を図る一方で、報酬単価を増進させるための交渉材料を準

備する役割を担っており、そのキーパーソンでもあることを自覚したい。 

さて、この交渉材料をどのように活用するかについては、コーディネーターの存在がカ

ギとなる。農業側にとって単価の見直しが収益を圧迫しかねない問題である一方、少しで

も高い賃金や工賃の向上を目指している福祉側にとっては、相反する問題だからだ。そう

した利害関係のバランスを保ちつつ、お互いが歩み寄る形で着地させるためには、相対で

交渉するよりも経験豊かなコーディネーターが間に入り、機能することが成功事例からも

読みとれるからである。 

また、出来高払いの場合、報酬単価の設定額を変えずとも、作業人員の調整（人数や作

業適性）を行うことで、作業効率を向上させ、結果として時給換算にすると、高い単価と

なっている例もある。報酬単価の増進のみに着目するのではなく、作業に対して福祉側の

事業所が得られる総額への視点の切り替えも重要といえる。 

 

④ 請負契約を推進するために必要な視点について 

 調査の結果によると、約３割の農福連携に取組む現場において、請負契約が結ばれてい

ないことが明らかとなった。その要因は様々であったとしても、社会通念の商習慣におい

ては「契約は取交されること」が常であることを前提とした場合、書類手続きの煩わしさ

だけを理由に敬遠してはならない。なぜなら、契約することで得られるメリットが多いか

らである。例えば、どのような条件で、いくらの対価が支払われるのかを明文化した契約

書が交わされることで、お互いの信頼関係が構築される点や金銭に関するトラブルを未然

に防ぐことにもなる点。さらに、障害福祉サービス事業所にとっては、担当職員の配置換

えに伴う業務の引継ぎにも活用ができ、また、働く障害者の仕事に対する責任感が醸成さ

れ、社会の一員として認められるとした自負にもつながるといった、副次的な効果がある

ことも見逃せない。こうした請負契約の締結においては、次のような点において進めるこ

とが重要である。 

・契約の内容や請負単価を適正に設定するための仕組みとして、第三者を仲介させること 

・適正な契約内容であることの根拠となる基準値等を整理し、交渉の上で決定すること 

・契約の締結後は、定期的に契約内容を見直す機会を設けること 

・交渉のための作業記録や、作業結果のデータ収集に努めること 

・作業スキル・効率向上のための支援員の役割の重要性の再認識 

 

２ 農福連携の推進と取組の拡大に向けた方策 

 全国において広がりを見せている農福連携事業への取組が、今後さらに深化し、進展を見

るために検討すべき方向性について示しておきたい。 

先ず一つ目に、協議の場の重要性がある。同じ地域の中にあっても、農業側と福祉側がお

互いの「人となり」を知るためには、機会の創出となる出会いの場を量的に増やすことは当
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然で、そこからさらに踏み込んだ、協議の場を重ねることが必要である。この協議の場では、

地域行政が積極的に関わることがポイントとなる。なぜなら「農業」と「福祉」という異な

った分野の規制やルール、あるいはマナーがある中で、行政が関わることにより公平性が担

保され、さらに安心感を与えることが出来るからだ。これにより、それぞれの立場や価値観

への理解も深まり、また、農福連携に取組む思いを通わせることが可能となるのである。 

二つ目は、この協議の場において、さらに重要な役割を担うコーディネーターの存在が挙

げられる。調査研究でも明らかなように、コーディネーターやサポーターが機能している地

域においては、農業側が農福連携に参入する増加傾向が見られ、福祉側においては報酬単価

の増進が顕著でもあるからだ。このコーディネーターの育成については、短期日で成し遂げ

られるものではないため、三つ目として、コーディネーターやサポーターといった人材育成

への取組が挙げられる。より幅広い分野からの人材登用を可能とするためには、農福連携に

携わる関係機関で構成するネットワーク体制の構築がカギとなる。これまでも、それぞれの

地域においてネットワーク体制の構築が取組まれて来たが、次のステップとして、こうした

ネットワークの中から、農業版ジョブコーチ育成研修を受講する対象者を募り、人材を確保

し、育成し、輩出するといったサイクルをネットワーク機能に組込むとした体制の進化が求

められると指摘したい。 

さらに四つ目は、ほ場におけるトイレや休憩場所などの環境整備の拡充に加え、日常的に

発生する気象条件による日程変更や農作物の生育状況による作業工程の変更に対し、複数

の現場をリアルタイムで調整が可能なＩＴツールの研究開発も必要であるといえる。今後、

需要と供給のバランスを保つことを視野に捉えたとき、マッチングアプリケーションや作

業管理アプリケーションの開発運用はすぐにでも取り掛らなければならない課題でもある。 

以上、これらの取組が重層的に行われることを期待し、同時に、この報告書を基に、さら

なる広範な議論がなされることを願うものである。 
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