18 一般社団法人 土の香工房

事業所：就労継続支援Ａ型事業所
｢ソーシャルファームドリーと緑の風｣

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

新潟県上越市にある「ソーシャルファーム ドリーと緑の風」は、一般社団法人 土の香工房が運営する就労継続支援Ａ型事業所であり、精神障
害者を中心とした約10名が就労している。取組開始（平成27年度）以来、えだまめやハーブ、さつまいも等の生産を行い、平成30年度から
は、加工所を整備してえだまめやハーブを用いた加工品の製造を通年で行っている。一次加工品を地元企業へ提供することにより、安定的な収
益を確保し、障害者の就労拡大を図っている。

基本情報
 所在地：新潟県上越市
 団体名：一般社団法人 土の香工房
 取組パターン：福祉完結型
 選定表彰：
令和2年度 県優良農業経営体等表彰式
｢農福連携の部｣で県知事賞を受賞
 主力商品・イベント：
えだまめ、ハーブ、干しいも、
枝豆スティック（菓子）

取組の概要
〇 認定農業者としての認定を受け取得して農地約50aにおいて、
えだまめとハーブ、さつまいも等を生産。障害者は、栽培管
理や収穫、加工等の作業に従事。干しいも等の加工品も好調
に販売している。
〇 新潟県上越市は、平成27年度から、地域ブランド「メイド・
イン上越」を構築することで、農産品の販売を通じた地域活性
化に取り組んでいる。その一環として、えだまめを原料とした
菓子等の特産品を開発し、令和２年度から、新商品として枝豆
１
スティックの販売を地元直売所で始めた。
地域ブランドのPR
今後は２次加工品を市内菓子業者へ提供できる
よう進めていく。

【連携団体】
農家（藤田農園、高田圃場）
株式会社棚田文化協会

枝豆スティック

取組の成果
渡部 和平
（サービス管理責任者）
（職業指導員：農業）
後藤 奈々
（職業指導員：加工）

【代表理事】
早津 薫
（管理者）

加工作業の様子

〇 えだまめの加工所は、平成30年度「農山漁村
振興交付金」を活用して新設。

体制図
一般社団法人
土の香工房

新潟県
上越市

田中 颯人
（職業指導員：農業）
秋野 芳江
（経理担当）

〇 加工所の新設に加え、新事業として地元農協と連携し、高田地区の
農業者を対象としたえだまめ一次集荷施設を開設することで、更な
る障害者就労の拡大が期待できる。
〇 事業の安定化により、A型事業所の定員を10名から20名に倍増。
障害者が働く場所の創出に貢献。
〇 製粉やペーストを活用した新商品を開発することで、地域ブランド
としてのえだまめの消費拡大に寄与する。
所在地▶新潟県上越市丸山新田183-1
連絡先▶TEL:025-546-7127 FAX：025-530-7708
E-mail:info@tsuchinokakoubou.org
ウェブサイト▶https://www.tsuchinokakoubou.org
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【取組のプロセス】
2015年～
地元農家の高齢化
と荒廃農地の増加

きっかけ

○障害者就労継続支援Ａ型事業所
｢ソーシャルファームドリーと緑の風｣を定員10名でスタートさせた。か
け

福祉分野と農業分野の両面での対策の必要性を感じる

2015年～

○ 就労継続支援A型事業所を立ち上げるにあたり、事業の中心を地場産の野菜や果物の乾

燥を主とした加工事業に決定。同時に自家栽培も行い栽培したもので、6次産業化と

いう考えで行いたいと思った。地元では農家の高齢化が進み、荒廃農地も増えている

現状もあり、そういった場所も活用したいと考えていた。そこで障害のある方々や働

きづらさを感じている人達の新たな仕事、活動の場として「農業」が必要であ
ると感じ、計画的に事業を広げていこうと思った。

上越市の農業計画
が策定される

地域課題の一役を担う

2019年～

○ 今後10年の新たな上越市の農業分野での計画の中に、えだまめ栽培の増産・消費拡大
が計上され、私達もこの計画に関わりたいと思った。その為に利用者定員を拡大する

とともに、農山漁村振興交付金を活用し、えだまめの加工所、農作業所を整備して、事

業の拡大を図った。
〇 2021年からは、高田地区のえだまめ一次集荷施設として、JAえちご上越より作業委

託を受け、選別果作業を実施している。

誰もができる農業の仕組み

今後の
展望

○ ＪGAPの取得や栽培品種の選定、通年安定して提供ができる作業の確保等を通して、
安定した収入確保と、障害特性に関わらず、障害を抱える方々が誰でも分かりやすく、作
業しやすい農作業施設設備の仕組みづくりを考えていきたい。
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19 社会福祉法人フォーレスト八尾会

［事業所：就労継続支援B型事業所おわらの里］
視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

富山県
富山市

社会福祉法人フォーレスト八尾会が運営する就労継続支援B型事業所「おわらの里」は、知的・身体・精神障害等を含む約40名の利用者が、
作業として農作物の栽培から加工まで6次化を行っている。中山間地の荒廃農地にて、桑を自然栽培し、収穫・洗浄・乾燥を丁寧な手作業で
行い、品質を維持。「地域・協働・創造」を理念とし、食と地域の伝統文化や工芸と連携しながら、地域ブランドとして確立を目指している。

基本情報
●所在地：富山県富山市
●団体名：社会福祉法人
フォーレスト八尾会
●取組パターン：福祉完結型
●選定表彰：
平成21年 ソーシャルビジネス55選
平成26年 富山県厚生厚労賞
平成28年 精神保健福祉事業者功労者
厚生労働大臣表彰受賞
平成30年 ディスカバー村の宝
北陸農政局選定地区
●主力商品・イベント：
桑葉茶・桑菓子及びペットボトル飲料、
野菜・加工品（弁当・惣菜・漬物等）

取組の概要
〇 平成９年、地域の福祉作業所として開所。作業メニューの中に
農作業を取り入れ、収穫した野菜の直売を行う。
〇 平成16年より、桑畑再生事業を開始。中山間地の荒廃農地
約40aにおいて、桑を栽培。桑の収穫と、洗浄、乾燥及び加工
作業等を通年で実施。
〇 平成18年度から、桑の葉を利用した茶、お菓子及びペットボト
ル飲料等、多様な加工品を製造・販売している。
〇 平成28年度までには、町内農業者から約40aの農地を借り受
１
け、水稲や野菜・ハウス栽培も行っている。
〇 平成29年度「農山漁村振興交付金」を活用し、桑や野菜の出荷
調製のための作業所を新設。
〇 令和２年より、桑事業のリブランディングを行う。
〇 令和３年より、企業と連携・企画した有機栽培・自然栽培
・SDGｓをテーマにした販売会の開催。

体制図

桑の葉の収穫

取組の成果

社会福祉法人フォーレスト八尾会

【事務局】
社会福祉法人フォーレスト八尾会
（事務処理、会計、企画、運営 等）

作業所の新設

【農作業班】
おわらの里
（障害者の農作業等の補助・管理 等）

【連携団体】
構成員の農業者４名
（米・野菜・果樹提供、農作業委託）

◆ 荒廃農地での桑栽培は中山間地の景観を守ることに役立っている。
◆ 「八尾の桑」は富山県の地域資源農林水産物にも指定されており、
桑栽培の継続が、伝統芸能「越中おわら風の盆」や養蚕・伝統文化
の継承にもつながっている。
◆ 作業所の新設により、作業効率が向上した結果、加工品の売上は、
平成2８年度の約8６0万円から、令和元年度は約1,060万円に増加
した。
所在地▶富山県富山市八尾町黒田53-3
連絡先▶TEL:076-454-2117 FAX：
E-mail:forest@cty8.com
ウェブサイト▶http;//www.cty8.com/forest
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【取組のプロセス】
近隣農家の高齢化
による田畑の担い
手となる

1997年～

きっかけ

地域の福祉作業所として開所。農作物の栽培と直売を行う。

桑畑再生支援事業
中山間地の荒廃農
地の増加

加工品の売上の増
加・農家からの農
作物の受け入れ

2004年～

○「越中八尾スロータウン特区」の認定により、農事参入者となり、桑の栽培を開始。
○ 中山間地の荒廃農地約40ａにて、桑を自然栽培する。

（写真）

○ 市民団体「桑deルネッサンス研究会」を立ち上げ、地域住民と共にまちづくり活動を
行う。

2005年～
2012年～

平成29年度「農山
漁村振興交付金」
を活用し農作業場
を新設

6次産業化への取組

○ 2005年に菓子加工室を増築、桑菓子の製造・販売を行う。

○ 2012年に食品加工室を増築、自家野菜の加工（弁当・惣菜・漬物等）販売を行う。

（写真）

○ 加工品の売上が、事業全体の6割ほどにまで伸びる。

桑事業

2020年～

菓子加工室・食品加工室

リブランディング

○ 桑商品のパッケージデザインの変更
○ 地域・施設ともに持続可能なまちづくりを目指し、企業と連携した販売会を開催

（写真）

○ 富山県の土産品として、道の駅や県の物産館への販路開拓を行う。

桑の企業取引の減
少

「桑」を地域ブランドとして

今後の
展望

○ 関係人口を増やすための「食・人・伝統文化」をつなげる、ツアー企画

（写真）

○ 地元企業・伝統工芸と連携した商品作り
○ まちづくりを含めたHPのリニューアルと、ECサイトの立ち上げ
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20 株式会社 愛昴

事業所：就労継続支援B型 米ライフ

視察受入れ：可

報道機関受入れ：不可

株式会社愛昴（あいすまる）は、平成25年度、要介護高齢者のデイサービス事業を行うことを目的として設立。平成28年度から、障害者の就労
支援事業を開始。身体、精神、知的障害等を持つ利用者20名が、生活の基本となる“農”と“食”をコンセプトとして、主として米農業者への施
設外就労を行っている。平成29年度には、野菜用のパイプハウスを設置し、障害者の就労の場の拡大を図っている。また、中山間地域において、
山合いの水のみを利用した水稲の自然栽培に取り組むとともに、米粉製品や無添加メンマの製造を組み合わせることで、売上高の増加を実現。

基本情報
 所在地：石川県河北郡津幡町
 団体名：株式会社 愛昴
 取組パターン：連携型(うち福祉側の取組)
 選定表彰：
 主力商品・イベント：
米、タケノコ収穫、無添加国産メンマ
米粉ドーナッツ、自家製味噌

体制図

【個人農家】

【介護部門】
・デイサービス
・居宅支援

田中 真由美
・就労受入 ・農業指導

取組の概要
〇 障害者の工賃アップのために、平成28年度から、近隣の農業者への施設外就労を開始。
農業者数件へ出向き、水稲の苗箱運び、ハウス内の耕起・整地、収穫作業等を実施。
〇 水田作業を収穫と苗の運搬等に細分化し、それぞれに、専従の障害者を割当てる。
〇 平成29年度「農山漁村振興交付金」を活用し、野菜用のハウス２棟とメンマ等の保冷
庫を整備。
加工作業の様子

１

無添加メンマ

米粉ドーナッツ

ハウス栽培の生姜で作った
ジンジャーシロップ

取組の成果

株式会社
愛昴

【事務局】
・事務処理
・会計
・企画 ・運営

石川県
河北郡
津幡町

【就労部門】
・就労支援
・相談支援

〇 施設外就労の拡大により、平成29年度から令和元年度にかけて、近隣農
家への就労者数が6人から13人に増加。その後、令和2年度から令和3年
度にかけて利用者数は20人に増加。町内農業者の労働力不足解消に貢献。
〇 平成28年度からは、近隣の山に自生するタケノコ収穫と、無添加メンマ
の製造も開始。
〇 米、米粉ドーナッツ・国産メンマ等の売上高は、平成29年度の約50万
円から、令和２年度は約1,000万円に増加。
所在地▶石川県河北郡津幡町字中橋口10-1
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連絡先▶TEL:076-255-3251 FAX：
E-mail:aisumaru24@kind.ocn.ne.jp ウェブサイト▶https://aisumaru.co.jp/

【取組のプロセス】

大型台風で田んぼ
の稲が倒れる被害。

2014年～

きっかけ

生活の基本となる“農”と“食”をコンセプトとして、
主として米農業者への施設外就労を開始。

就労継続支援B型事業所

2016年
12月～
竹林整備の課題
自然栽培による水
稲の挑戦

米ライフ設立

○ 農業を中心としたB型事業所をOPEN
○ 農業部門（米作り、野菜作り）、厨房での調理部門、内職部門を始める

商品開発開始
農村漁村事業の活
用（2017年）

2018年春

○ 米粉のドーナッツ、国産メンマの試作製造・販売開始
○ 専門家派遣による商品改良、農業技術指導（自然栽培）

全国の優良事業所
への視察

いしかわ中小企業
チャレンジ支援
ファンド事業の採
択（2019年〜
2021年）

製造及び販路拡大の体制構築

2021年～

○ 工賃向上

2018年：7,407円 2019年：9,155円

2020年：15,651円

○ 売上向上

2018年：95万円

2019年：360万円

2020年：1,000万円

〇 利用者数の増加

2018年：6.7人

2019年：6.2人

2020年：10.6人

冷凍カット野菜・惣菜事業の事業開始（予定）

今後の
展望

○ 河北潟農家との連携により、廃棄野菜を中心とした冷凍カット野菜の製造
○ 地域の主婦をターゲットとした国産カット野菜を提供
〇 某スーパーと提携した惣菜事業
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21 株式会社 笠間農園

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

平成29年から「畑でリハビリを！」という想いから、施設外就労として、こまつなの収穫作業の請負契約を締結。通年の葉物野菜の収穫と、
一時的な繁忙期に、田んぼの育苗箱並べ、枝豆の選別・袋詰め、ためねぎ苗の出荷作業を請け負ってもらう。平成30年から石川県の「農福連
携促進アドバイザー」（石川県障害保健福祉課）を務め、県内でのマッチングの促進に貢献している。また、小中学生の職業体験を受け入れた
り、総合学習や保育園で食育活動を行い、地域農業の魅力を伝え、食への関心を高める活動を行うなど、幅広い活動を行っている。

基本情報
所在地：石川県河北郡内灘町
団体名：株式会社 笠間農園
取組パターン：連携型(うち農業側の取組)
選定表彰：
・平成23年 中日農業賞｢優秀賞｣
・令和元年 日本リハビリテーション学会
第47回大阪大会｢施設外就労としての
農業、活動量測定から見えるその可能
性｣を発表
・令和２年 ディスカバー農山漁村の宝
2020全国選定
 主力商品・イベント：
こまつな、ほうれんそう、えだまめ、
にんじん、ブロッコリー






体制図

石川県
河北郡
内灘町

取組の概要
〇 こまつな、ほうれんそう、えだまめ、にんじん、ミニはくさい等をハウス58棟(1.7ha）
と露地で栽培。
〇 従業員15名中5名が70歳以上で、平均年齢が57歳。高齢者は、より元気に生涯現役
を目指し勤務。
〇 通年での『河北潟こまつな』の収穫と、一時的な繁忙期に、それぞれの施設の特徴
を活かし、施設外就労を受け入れる。
〇 作業療法士として病院に勤務していた経験を活かし、平成30年よりマッチングの場
に立ち会い、農家と福祉をつなぐ農福連携促進アドバイザーを務める。

１

通年での小松菜収穫

枝豆の選別・袋詰

小松菜を商品化
『こまつなマフィン』

茎は食べやすい大きさに切り
パック詰め

取組の成果
〇 施設外就労として、こまつなの収穫作業を通年で2施設、えだまめ
の出荷作業では、夏2ヶ月間で6施設が携わる。
〇 えだまめは年々出荷量が増加するとともに、請け負ってもらう仕事
量が増し、工賃単価を上げることにも成功。さらに、収穫した農作物
を商品化し、6次化にも取り組む障害者就労支援事業所が出現。
〇 アドバイザーを務める県事業では、令和2年度は65件のマッチング
に繋がっている。
所在地▶石川県河北郡内灘町湖西85
連絡先▶TEL:ー FAX：076-286-8544
E-mail:komatsunanako@kasamanouen.jp
ウェブサイト▶https;//www.kasamanouen.jp
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【取組のプロセス】
農家の高齢化と担
い手不足、耕作放
棄地の増加は続く

2017年～

きっかけ

○元作業療法士である取締役の病院勤務の経験から、自園にて高齢者が元気
で健康に農作業される姿を見て、農作業にはリハビリ効果があると確信。か
け

｢畑でリハビリを！｣
○ 近隣の就労支援施設から、｢障害者に農作業をさせて欲しい｣と依頼され、受入を開始。

（写真）

○ 農園内のたくさんの仕事の中から、「こまつなの収穫」をお願いし、効率向上を目指す。

半年で｢障害者も農業で活躍できる！｣と確信
○ 障害者が携わる作業を増やすことで、依頼している福祉事業所も増え始めた。
○ こまつなの収穫（通年作業）に、２福祉事業所、えだまめの収穫と出荷（夏の繁忙期)
には、6福祉事業所となった。また、たまねぎの苗の出荷作業にも多くの障害者が活躍
している。

2018年～

（写真）

石川県内にも農福連携を広げる
○ 2018年石川県農福連携促進アドバイザーとなり、マッチングの助言を行っている。

農山漁村振興交付
金を活用

2021年～

○ 2020年度のマッチング件数は65件で年々増えており、加賀から能登まで県内中に
広がりを見せている。

農福連携の魅力を最大限に活かし、伝え広げ実行していく。

今後の
展望

○ 農園において障害者が活躍できる可能性を拡大していく。
○ 労働力としての農福連携から一歩前進し、心身機能向上などの魅力を追求していく。
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22 特定非営利活動法人こころ

事業所：就労継続支援A型事業所
「C&Cサービス」

視察受入れ：不可

報道機関受入れ：可

福井県福井市にある「C&Cサービス」は、リハビリが終わった統合失調症やうつ病患者の職業復帰を目的として、平成25年に、特定非営利活動法
人こころが設立した就労継続支援A型事業所。現在は、精神障害者約10名が、農園「こころファーム」において、野菜の減農薬又は有機栽培を通
年で行う。減農薬又は椎茸菌床堆肥を使った有機栽培を行うことで、ブランド野菜の生産に取り組む。平成29年10月の台風、平成30年1～2月の
大雪で被災し、ハウスが倒壊。一時は、障害者の就労場所が失われかけたが、平成30年度に基盤整備とハウスの再整備を実施し、営農を再開。

基本情報

取組の概要

 所在地：福井県福井市
 団体名：特定非営利活動法人こころ
 取組パターン：福祉完結型

〇 しいたけ、ほうれん草、ベビーリーフ栽培にて障害者等の10名の就労の場を確保。
〇 農作業を通じた職業訓練により、平成30年から2年間で、対象者10人のうち7名の職
場復帰と再就職（リ・ワーク）が実現。
〇 交付金を活用してハウス３棟を改良したほか、堆肥舎の新設等の基盤整備を実施する
ことで、経営面積が10a増加。新規作物であるトマトの栽培にも挑戦。

 選定表彰：
令和３年 ノウフクJAS認証

大雪により倒壊したハウス

 主力商品・イベント：
しいたけ、ほうれんそう、こまつな、
ベビーリーフ

体制図

営農再開

しいたけ堆肥

無人販売

１

取組の成果
〇 令和3年で2名の雇用を確保。

特定非営利活動法人
こころ
【事務局】
福山 佳之（運営責任者）
・事務総括
・会計
・企画 ・運営 等

福井県
福井市

〇 うつ病リワークから1名受け入れ、12月に農業カレッジに入学する。
〇 1名の卒業生が今も就農中。もう1名は当事業所にて指導員として雇用。

中嶋 ひろみ
（会計補助 等）

〇 自分たちで育てた野菜を訪問で販売強化 10月までで350万円売上。

南部伸一郎、岡嶋美希、江守和逸ほか
（障害者の農作業等の補助・管理 等）

【連携団体】

公益財団法人
松原病院（精神障害者等）

〇 無人販売を設置

購入者が多く販売部門で1番の額となる。

所在地▶福井県福井市文京2-10-4
連絡先▶TEL:0776-63-6711 FAX：
E-mail:cocoro5800@gmail.com ウェブサイト▶
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【取組のプロセス】
農家の高齢化と担
い手不足、荒廃農
地の増加は続く

2015年～

きっかけ

2015年、3月から農地を借りて営農開始。
農業経験者から、蔬菜類の栽培方法の指導を受ける。

（農業拡張期）
2016年～
国からの農地再建
のための助成

丸紅基金からの助
成

○ 以前より、精神障害をもつ障害者が農作業を行うための配慮事項や、訓練ではなく
雇用を維持するため、冬季でも継続して通年稼働できる農業の方法等の課題に取り
組んできた。
○ 5月、ハウス2棟を拡張し、ほうれんそうの増産に取り組む。

（写真）

○ 10月、坂井市に新たに農地を借り、ベビーリーフなどの栽培に着手。

2017年～
2018年～

三菱自動車労組か
らの冷蔵車購入助
成

（ハウス倒壊と再生）
○ 2017年10月、台風でハウスが倒壊。

（写真）

○ 2018年10月、国の補助事業によりハウス再建。

（障害者雇用と販売の拡大）
2020年～

○ 10名の障害者を雇用し、しいたけ、ほうれんそう、こまつなの栽培に取り組む。

（写真）

○ 販売にも力を入れ、無人販売所や冷蔵車を購入して、訪問販売を行い、売上を伸ばして
年商650万円の予定。

ノウフクJAS
認証取得

今後の
展望

（地域ぐるみでの農業）

○ 障害者と地域の農家が物流から販売まで繋がる仕組みを作り、地産地消に努める。
○ あと10名の障害者雇用の創出を目標に、こころファームのシステムをもう1単位増や
せるか検証しながら進めていく。

（写真）
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23 特定非営利活動法人ピアファーム

事業所：就労継続支援B型事業所ピアファーム、産直市場ピアファーム
視察受入れ：有料、Webサイトの申込書にて予約） 報道機関受入れ：可

知的障害者を中心とした利用者約40名が２つの就労継続支援B型事業所で日本なしとぶどうの生産、果実を用いた加工品の製造、
農産物直売所とスーパーマーケットの運営などを通年で実施。観光農業公園「癒しの果樹園あわらベルジェ」には多数の来場者があり、観光
地や体験農園としても有名。令和元年度から農林水産省の交付金を活用し、「施設外就労コーディネーター」の育成を実施。令和２年２月に、
果樹では福井県内初となるASIAGAP認証を取得（対象品目は「日本なし」と「ぶどう」）。

基本情報

取組の概要

●所在地：福井県あわら市
●団体名：NPO法人ピアファーム
●選定表彰：
・平成25年 第６回耕作放棄地発生防止
・解消表彰事業・全国農業新聞賞
（主催：(一社)全国農業会議所）
・平成27年 第16回ヤマト福祉財団
小倉昌男賞受賞（主催：(公益財団)ヤマ
ト福祉財団）
・平成29年「ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ農山漁村の宝」
第４回全国選定（主催：農林水産省）
●主力商品・イベント：
日本なし、ぶどう、梨ジュース、
葡萄ジュース
●活用している地域資源：果樹園

〇 平成20年度から、後継者のいない、なし農園の集積を行う。
近年、事業所周辺の荒廃農地も再生し、ぶどう及び野菜の
栽培も実施。農場は約7.1haとなる。
〇 農産物・加工品として求められる品質を満たすことを最
重視。県の農業部局と栽培技術を探求するとともに、産業
部局とは市場調査を実施。
〇 平成28年度から、梨ジュースの製造にも取り組み、毎年
約1,000本～1,500本を販売するほか、ゼリーやジャムなど
の加工も実施。１
〇 市内外の農業者180戸が出荷する直売所を運営。
〇 令和元年度「農山漁村振興交付金」を活用し、施設外就労
コーディネーターを育成。
〇 高品質を維持するために、手作業を多くすることで、結果
として、多数の障害者の作業を創出するとともに、防除回数
を減少させ、減農薬栽培を実現。

体制図
特定非営利活動法人ピアファーム
（事務処理、会計、企画、運営）

【連携団体】
産直市場ピアファーム

日本なしの収穫作業

高品質のマスカット
なんと、一房１万円！

取組の成果

事務局
特定非営利活動法人
ピアファーム

福井県
あわら市

あわら・坂井のうふく連携協議会

梨ジュース

〇 日本なし15品目、生食ぶどう23品種を栽培。年間120日以上の出荷が可能。
〇 平成25年度には、観光農園を開設し、年間約4,400人が来園。
〇 これらの活動の結果、平均事業収入は、年間1億２千万円程度を維持。平
均工賃はピアファームが約4万5千円/月、産直市場ピアファームは約4万円/
月と、県内のB型事業所の平均を上回る。
〇 施設外就労コーディネーター10名を育成し、農業者と障害福祉サービス事
業所の契約仲介を進めるなど、県内における農福連携の中心的存在。
所在地▶福井県あわら市二面45-19-1
連絡先▶TEL:0776-77-2930 FAX：0776-77-2931
E-mail:info@peerfarm.jp
ウェブサイト▶http://www.peerfarm.jp/
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【取組のプロセス】
新たな事業として、
障害者が活き活き
と働いている農場
をイメージ。

果樹栽培に取組む
とともに農産物販
売にも力を入れ、
生産者、販売事業
者との連携を築く。

2008年
～

夢の果実農産物直売所営業開始、あわら市認定農業者の認定
2010年
～

2012年
～
生食ぶどうは23品
種、なしは15品種
を栽培。
ピアファームと産
直市場ピアファー
ムとで農産物の生
産と販売を通じて
利用者の工賃向上
を実現。

2016年
～

○ 平成21年、坂井北部丘陵地で後継ぎのない梨園を引継ぎ、幸水、豊水、新興、新高、愛
宕等12品種を栽培・販売、高品質を維持するため手作業を多く取り入れることで、障害
者の作業創出も図る。また、約160の契約個人農家・団体の農産物や加工品の販売も行
い、地域に信頼される「みんな笑顔で逢いに来るお店」を目指す。
○ 平成23年、あわら市認定農業者の認定を受ける（北陸農政局管内(福井・石川・富山・新
潟)で特定非営利活動法人初の認定）

（写真）

観光農業公園「癒しの果樹園あわらベルジュ」開園で交流人口増
○ 平成22年ぶどう栽培に着手、同25年、生食ぶどう（シャインマスカット、ピオーネ、サ
ニールージュ等）に加えて醸造用ぶどうの栽培にも着手。

（写真）

○ 平成25年6次化産業認定事業者となり、なし、ぶどうの加工を開始する
○ 平成26年、産直市場ピアファーム就労継続支援B型事業所（定員20名）の営業開始。
○ 平成27年、観光ぶどう園あわらベルジェを開園（海外からも来園）。

2018年
～

ASIGAP認証取得、安全な農産物、環境に配慮した農業を進める

（写真）

○ 令和元年、観光農業公園のなし、ぶどうの第1次整備事業を完了
○ 令和２年、日本なし、ぶどうでASIAGAPの認証取得

令和2年、ASIAＧ
ＡＰ認証を取得。

施設外就労コー
ディネーター育成
支援事業（R元）
により、農福連携
に係る人材育成を
実施。

きっかけ

○地域の荒廃農地や梨園の廃園という現状から、農業に特化したピア
ファーム就労継続支援B型事業所創設。当初より農業で工賃向上をめざし
て創業時から平均月工賃2万5千円を越える

より高品質をめざして、障害のある人たちと農業に取組む
○ 高品質な、なしやぶどうの栽培手法を習得し、多くの作業で障害のある人たちが関われ
るように栽培工程を研究する。

今後の
展望

○ 2011年3月6次産業化・地産地消法施行による認証、国産ワイン醸造をめざして醸造用ぶ
どう（ソービニヨンブラウン・モンドリエ、マスカットベリーA）を定植していく。
○ 障害者の就農機会の拡大に資する人材（コーディネーター）の育成を推進する。
〇 令和3年

第２次観光農業公園の整備計画を策定

（写真）
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