33

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県
雲仙市

○ 昭和53年入所授産施設「雲仙愛隣牧場」開設後、地域特性を活かした農業（養豚、養鶏、肥育牛）中心の

事業を開始、多様な者を受け入れ障がい者等の社会参画を実現。
基本情報

取組の概要

 所在地：長崎県雲仙市
 活動地域：平地農業地域
 団体名：社会福祉法人南高愛隣会
 選定表彰：
・H25 若雌 銅賞
（主催：全国和牛登録協会長崎県支部県南支所）

◯

障がいの比較的重い人と触法障がい者を中心とした体制で和牛の飼育に取り組み仔牛
の分娩から出荷までを実施。
◯ 長崎県に古来から存在する対馬地どりを県農林技術開発センターの協力を得ながら地
元企業の委託により守り育て、都市部の高級ホテル等に販売する取り組みを実施。
◯ 農家の労働力不足への補完と工賃向上を目的として、アスパラガスのハウス栽培に取
り組み、更なる工賃向上に向け20アールから28アールへハウスを拡大。

・H30 アスパラガス生産躍進賞
（主催：島原雲仙農業協同組合）

１

・R元 島原雲仙農協・３市和牛共進会若雌
一等二席（主催：島原雲仙農業協同組合）
 主力商品・イベント：和牛仔牛、対馬地
どり、アスパラガス
・秋の収穫祭、地どりフェア

体制図
〈連携等〉
技術の向上
と普及販促

企業

生活介護事業所いこいのひろば・おおぞら

長崎県・雲仙市

販 路

近隣農家等

◯

障がい者等が、地元の農業分野における貴重な働き手となっており、
派遣農家数及び派遣日数の増加により労働力不足の解消に寄与し平均工
賃の増加を実現。
平成２７年度
令和元年度

地元ＪＡ

Ｂ型事業所 ハローフレンズ

施設外就労
施設外支援

アスパラガス収穫

取組の成果

【社会福祉法人南高愛隣会】
多機能事業所あいりん（Ｂ型＋自立訓練）

対馬地どりの雛の入雛

共進会で受賞の牛と

・全国の有名レストラン
・学校給食・県庁レストラン
・弁当の食材等

アスパラガス売上

Ｂ型工賃平均

2,506千円
23,393円

４年間

7,556千円
31,295円

◯

対馬地どり・和牛では地域での種の保存に貢献し、アスパラガスでは
地元ＪＡから表彰されることにより地域農業の活性化。

所在地▶長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2504番地
連絡先▶TEL：0957-77-3985 FAX：0957-77-2227
ウェブサイト▶http://www.airinkai.or.jp/

E-mail：mｰuno@airinkai.or.jp

【取組のプロセス】
大規模農家から農
作業の派遣依頼
（農家への施設外
実習）

1977年～

きっかけ

○大規模農家から労働力不足による派遣依頼、一方、障がい者の
農業（就労）の開拓が必要。

入所施設「雲仙愛隣牧場」開設

1978年～
和牛肉の貿易自由
化

1989年～

○ 昭和53年 入所授産施設「雲仙愛隣牧場」では地域特性を活かし、農業（養豚・養
鶏・肥育牛）中心の事業を開始。

グループホームを複数開設（施設から地域への移行促進）
◯ 平成に入り、和牛肉の貿易自由化による影響を鑑み、肥育牛から繁殖牛に切り換
える。

障害者自立支援法
施行

2006年～

◯ 平成30年地元ＪＡから「躍進賞」を受賞するなど地域農業の活性化に努め、更に工
賃向上に向け20アールから28アールへハウスを拡大。

・触法障がい者支
援の開始
・本格的に県下で
事業展開

長崎対馬地どり振
興協議会立ち上げ

工賃向上を目的としたアスパラガスの本格栽培（ハウス）開始

2018年～

雲仙から諫早・島原・長崎・佐世保地区への地域移行（ふるさと移
行）後、本格的に県下障がい福祉サービスで事業を展開
◯ 平成30年関係機関と協議による「長崎対馬地どり振興協議会」を立ち上げ飼育技
術の向上と普及に努める。

今後の
展望

市と連携し自立支援協議会就労部会にて他法人を巻き込んだ農家派
遣のネットワークを模索
◯ スポット応援として地域の豊富な農業経験者の高齢者採用（早期の収穫等）。
◯ 秋の収穫祭を地域の方と共同で開催し交流・親睦を深めている。そこから発展し
地域での役務作業・地域防災や救急法等の開催につなげる。
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全国農業協同組合連合会大分県本部

大分県
大分市

○ 全農おおいたがコーディネーターとして事業所とＪＡ及び農家をマッチング。障害者には対応の難しい作業については障
害者と健常者の双方を活用して農家のニーズを満たす外部システムを完成し障害者活躍の場の拡大と定着を実現。

基本情報





取組の概要

所在地：大分県大分市
活動地域：中間農業地域
団体名：全国農業協同組合連合会大分県本部
選定表彰：（菜果野アグリ：更生保護事業

の表彰（福岡県・佐賀県より））
 主力商品：完熟かぼすサワー（収穫作業）
にら豚丼（収穫・調整作業）

○ 農家からの労働力支援依頼に対し、共同受注事務局及び(株)菜果野アグリと連携し作業
調整を実施。
○ 障害者等が農作業に従事するための仕組みづくり並びに農作業を細分化し農業に関わる
ハードルを下げ全ての国民が農業参加するための事業構築を実施。
○ 農業者の高齢化・後継者不足・地方人口減少に伴う労働力不足に対応するため(株)菜果
野アグリをパートナー企業とした労働力支援事業に取り組む。

※福祉事業所と菜果野アグリで作業を実施。

１

全農おおいたホームページ
（労働力支援）

体制図
調整

作業
依頼

作業
依頼

調整

ニラのそぐり調整作業（大分市）

取組の成果
共同受注事務局

全農
おおいた

ＪＡ

生産者

ピーマン出荷調整作業（JA選果場）

請負

生産者
菜果野アグリ

請負

◯ 農作業依頼に対して全農おおいたがコーディネートを実施。

○ ノウフク連携と補完し合う形で、障害者が担えない作業の部分は健常者
がサポートすることで障害者の活躍の場が大幅に拡大。
○ コロナ渦で困窮する方々や他業界からの人材を受け入れることで国内農
業に対する国民理解の醸成に寄与。
令和元年度

平成26年度

作業件数

25件

受注金額

1,180万円

５年間

34件
2,351万円

所在地▶大分県大分市大字古国府六丁目４番１号
連絡先▶TEL：097-535-7041

FAX：097-545-0487 E-mail：hisatsune-toshimichi@zennoh.or.jp

ウェブサイト▶http://www.ot.zennoh.or.jp

【取組のプロセス】
2015年

農福連携を含めた
トータルでの労働
力支援

きっかけ

農業者の高齢化・後継者不足・地方人口減少に伴う
労働力不足に対応。

(株)菜果野アグリとパートナー企業とした労働力支援事業を実施

2015年～

○ 平成27年より、農業者の高齢化・後継者不足・地方の人口減少に伴う労働力不足
に対応するため、(株)菜果野アグリをパートナー企業とした労働力支援事業に取り組
んでいる。

内閣府「地方創生」事例調査選定
ＪＡと年間契約を
締結している事業
所は40事業所

2018年

○ 障害者には対応の難しい作業については(株)菜果野アグリを活用することを全農おお
いたが推進し、障害者と健常者の双方を活用して農家のニーズを満たす外部委託のシ
ステムが完成。これにより障害者活躍の場の拡大と定着に繋がった。

大分子ども支援ネットとの連携
生活困窮者就労訓
練事業所の認可の
取得

2019年～

○ 平成31年より、おおいた青少年総合相談所における支援プログラムとし、労働力支
援事業を紹介、体験の実施。
◯ 令和元年より、「生活困窮者就労訓練事業所」の許可の取得に取り組み、地方行政生
活困窮窓口との連携を実施。

田園回帰を可能にすることによる地方創生

今後の
展望

○ 人口減少化の日本において、生産年齢人口にカウントされる人材は全て戦力とする必
要がある。農業に関わるハードルを下げ、働くハードルを下げることで一直線に専業
農家を目指せない人でも田園回帰を可能とする。
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株式会社CoCoRoファーム

宮崎県
⻄都市

○ 平成24年11⽉に開所した⼀般社団法⼈STEPUP CoCoRo事業所（就労継続⽀援A型事業所）から、農業
専⾨の事業所として平成28年８⽉に株式会社CoCoRoファームを創設。就労者の賃⾦向上等を実現。
基本情報





取組の概要

所在地︓宮崎県⻄都市
活動地域︓中間農業地域
団体名︓株式会社CoCoRoファーム
主⼒商品︓ズッキーニ、ミニトマト、
なす、おくら

○ 就労継続⽀援A事業所「CoCoRoファーム」は、スタッフ７名と利⽤者26名（令和2年10⽉現
在）が農作業に携わり、ハウス施設70a、露地畑60a、⽔⽥2.4haにおいて、ズッキーニ、ミニトマト、
なす、おくら、⽶など多品⽬の農産物を栽培。
○ 全ての⽣産⾏程に障害者が携わり、令和元年12⽉にノウフクJAS認証を九州で初取得。

１

とれたてのミニトマト

収穫前のズッキーニ

ミニトマトの誘因

体制図

取組の成果

農業⽣産法⼈ 株式会社CoCoRoファーム
・ズッキーニ、ミニトマトなど農産物の栽培
・⾷品加⼯（企画中）
・ふれあい農園
・野菜の流通・販売・仲卸

CoCoRoホーム（共同⽣活援助）
・⽣活援助、買い物援助

○ それぞれの障害（精神、知的、身体）に合わせて作業を細分化し振
り分けることで、個々の能力が発揮でき、生産高や賃金が向上。
平成29年度
取組⾯積
農産物売上

連携
⼀般社団法⼈STEPUP
CoCoRo事業所（就労継続⽀援A型）
・農園作業、内職作業（袋詰など）

ミニトマトの収穫

農場の除草管理

80a
1,500万

令和２年度
3年間

3.7ha（4.6倍）
3,800万円（2.5倍）

○ 地域とのかかわりが増えたことで⾃信に繋がり、⼀般就労後の定着が増加。
⼀般社団法⼈誠樹会
（放課後等デイサービス）
⼤地事務所、⼤地しまのうち事業所
・⾃⽴の促進
・社会的スキルの向上
・居場所づくり

所在地▶宮崎県⻄都市新町2丁⽬18番地
連絡先▶TEL︓0983-32-7535 FAX︓0983-32-7589
E-mail︓farm.cocoro@gmail.com
ウェブサイト▶http://www.ennou-miyazaki.com/report/noufuku_report/699.html

【取組のプロセス】
利⽤者と⼀緒に出
来る作業を模索

農作業の中には、
個性を⽣かした作
業があるのでは!?

2012年～

きっかけ

⼀般社団法⼈STEPUP CoCoRo事業所（就労継続⽀援A型）の20名を
超える利⽤者の就業機会を増やすことを⽬的として農業⽣産法⼈を設⽴

株式会社CoCoRoファーム創設

2016年～

○ 平成28年8月、農業専⾨の事業所として株式会社CoCoRoファームを創設。70aのハ
ウス施設において、ズッキーニ、ミニトマトなど多品⽬野菜を⽣産。
○ 設⽴当初から全ての農作業（⼟づくり、種⼊れ、定植、作物管理、収穫、選別、袋詰め、
配送）を⼀般社団法⼈STEPUP CoCoRo事業所等と連携して実施。

露地畑での栽培も
開始し、年々規模
を拡⼤

ノウフクJAS認証を取得

2019年～

○ 令和元年12月、ノウフクJAS認証を取得し商品に認証マークを表⽰することで、障害
者が農業に携わる「農福連携」の取り組みをＰＲ。
〇 作物の付加価値向上にもつながり利⽤者の賃⾦上昇を実現。

⽔⽥でのコメ作り
も開始し、更に規
模を拡⼤

地域農家からの信頼の深まり

2020～
⽣産向上を⽬的に
農⼭漁村振興交付
⾦を活⽤し、加⼯
作業場を整備予定

〜利⽤者の⼤きな⾃信へ〜

○ 毎年の実績から、地域農家への農作業受委託が増加するとともに、遊休農地への回避や
農地の有効活⽤の要望を受け、引き続き規模を拡⼤予定。
○ 農作業のみならず、台⾵時の互助等により地域農家との交流が増えたことで、就労者の
⾃信に繋がり、⼀般就労後の定着が増加。
〇 安定した農作業の増加により、就労者の賃⾦向上を実現。

「⽣きていくと・働いていくこと」をテーマに〜

今後の
展望

○ 障害者の個性を⼤切にし、作業を⾒つけ誰もが働ける職場づくりを創出。
〇 地域の耕作放棄地も有効活⽤し、地鶏の養鶏なども含め⽣きる現場を更に拡⼤予定。
〇 ⼀般就労を定着させることで地域全体での農業と福祉を循環を構築。

写真を追加
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社会福祉法人白鳩会 花の木農場

鹿児島県
南大隅町

○ 昭和47年の設立以来、現在は約130名の知的障害者を中心とした施設利用者が20種類以上の農産物の生産、
養豚等の畜産から解体・食肉加工、直売所(兼)レストランの接客に至る様々な作業に従事し、安定した高賃金を実現。
基本情報
 所在地：鹿児島県南大隅町
 活動地域：中間農業地域
 団体名：社会福祉法人白鳩会 花の木農場
 選定表彰：
・H27 ディスカバー農山漁村の宝 第２回
全国選定（主催：農林水産省）
・H29 南日本文化賞（主催：南日本新聞社）
・H29 瑞宝双光章（中村隆重）（秋の勲章）
etc.
 主力商品：茶、にんにくをはじめ20種類
以上の生鮮野菜、精肉・食肉加工品、総
菜、パン etc.

取組の概要
○ 20種類以上の農産物を栽培生産し障害者等の通年作業を確保。また、生産牛や養豚の
畜産も行い、解体精肉、食肉加工品は併設した直売所(兼)レストランで販売・提供。
○ 法人内230名のうち、農作業に従事する利用者は130名(Ｒ元)。乗用摘採機や管理機
等の操作技術を持った障害者も多数存在。
○ 矯正施設出所者及び少年院出院者も在籍し、過去の受入や退所者を含めると30名以上
の受入実績。近年は法務省及び矯正施設等とともに矯正と農業・福祉が抱える課題
（ギャップ）の解消のために連携を強化。

１

茶の収穫、機械操縦は障害者

体制図

にんにく皮むき作業の様子

加工場での作業

取組の成果
○ 利用者にはA型平均9.6万円/月、B型平均2.1万円/月と県内平均を上回る賃金を
実現（Ｒ元）。
○ 地域の農地を引き受け45haにまで拡大。うち15.6haは耕作放棄地を解消し地
域農業の維持にも貢献。
○ 茶事業では有機JASやASIAGAPの認証も取得し、障害者とともに持続可能な農
業にも挑戦。農場内に開設した直売所兼レストランは地域住民と障害者の交流
拠点機能も担っている。
所在地▶鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北9466-8
連絡先▶TEL：0994-27-4737 FAX：0994-27-4744
ウェブサイト▶http://shirahatokai.jp

E-mail：jusan@hananokifarm.jp

【取組のプロセス】
養蚕業の衰退（山
林・桑畑を手放す
所有者も）
地域活力の低下

～1972年

きっかけ

障害者が活動をするための場所として農場をつくりたいという漠然としたコン
セプトがあったなか、養蚕業が斜陽になった時期に山林（桑畑）を手放す話を
聞きつけ購入。

おおすみの園開所、農場設立へ

1973年～

○ 昭和47年、当時地場産業が第一次産業しかない地域ということもあり、野菜を作
り、豚を育てることが目の前の仕事。障害者へ就労の場を提供するために農場運営
を開始。

（写真）

○ 昭和53年 農業を本格化させるために農事組合法人根占生産組合を関連組織として
別途設立。農産物を生産拡大。

農業生産面の強化

○ 昭和56年 大隅授産センター（現・花の木ファーム）を開所
○ 平成10年からアンテナショップBeehiveを大隅エリア、鹿児島エリアで展開。
高齢化により地域
農業者が減少。
障害者が地域農業
を支える労働力と
して期待される。

2000年～

6次産業化への取組、交流拠点機能の強化など事業の展開期へ

（写真）

○ 平成16年にレストラン花の木、平成17年に花の木大豆工房を開所。食品加工等の分
野でも障害者の働く場の提供を開始するとともに住民と障害者の交流拠点としても機能。
○ 近年は、ジェラート店、ホットドック店、カフェテリア等を県内大型店舗内などに
続々オープンしており、障害者のみならず健常者の雇用の場の提供でも地域へ貢献。

2015年～

持続可能な農業にも挑戦
○ 平成29年には有機JASを、令和元年度にはASIAGAPを取得。

農山漁村振興交付
金福祉農園等支援
事業の活用（H29
～30）

○ 現在、福祉サービスの利用者は約230名となり、様々な形で賃金工賃を得て働く利
用者は140名に。

発達上の課題を持つ触法者の受入に向けて法務省との連携

今後の
展望

○ 花の木農場では法務省の関連施設との連携を強化し、矯正と農業・福祉の双方が抱え
る課題（ギャップ）を解消していく方法を議論し、対象少年の処遇に関するケース会議
を重ね、相互交流や矯正展の出店などを通じて、持続的に法務省との関係性を築いてい
る。
○ 実際に中津少年学院を出院した少年を受け入れるなど具体的な形となるケースも出て
きており、今後お互いの連携はますます進むと考えられる。

（写真）

