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医療法人 直志会 事業所：多機能型事業所
（就労継続支援B型・就労移行支援） MINA AMIGO

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可（撮影制限あり）

黒毛和牛の飼育を通じた精神障害者の社会復帰活動を進めており、障害者等が「アミーゴ牧場」で黒毛ブランド和牛「常陸牛」を飼育。
和牛繁殖と子牛のせり市場への出荷をしており、過疎化と高齢化が進み畜産農家が減少している中、認定農業者となり和牛生産の貴重な担い
手と位置付け。
障害者は、「畜産ヘルパー」及び「せり市場ヘルパー」として和牛生産・出荷における畜産農家へのサポート人材を派遣。

基本情報
 所在地：茨城県大子町
 団体名：医療社団法人直志会 多機能事業
所MINA AMIGO
 取組パターン：福祉完結型
 選定表彰：第1回精神障害者自立支援活
動賞（リリー省）2005年
 主力商品・イベント：「常陸牛」の繁殖
育成、自然栽培による野菜農園、自然栽
培米の生産、

取組の概要
〇
〇
〇
〇

牛舎3棟で、約50頭の和牛を飼育し、年間約25頭の繁殖子牛を大子せり市場に出荷。
年間約2,000万円を売り上げる。他の農業者に先駆けて防虫ネットを導入するなど、
徹底した品質管理を実施。
障害者は、牛舎清掃のみならず、牛の搬入・搬出などの動物に直接触れる作業も実
施するが、1991年から、和牛専門職員を随時増員して、作業指導にあたっている。
2006年から、高齢の畜産農業者等からの要請により、畜産作業を請け負う「畜産
ヘルパー」として、障害者の派遣を開始。
町内の荒廃農地約3.5haを借り受け、分娩を軽くするために牛を放牧するほか、
１
2010年には、自閉症患者に向いた作業を創るため、荒廃農地約40ａを再生し、
自然栽培による野菜農園を開設。
ヘルパーの種類
畜産ヘルパー

体制図
医療社団法人直志会 袋田病院
（精神科病院・デイケア アトリエ ホロス）
多機能（就労支援）事業所 MINA AMIGO ・ アミーゴ牧場
宿泊型自立訓練施設 アミーゴ荘
地域活動支援センター メンタルサポートステーションきらり
グループホームゆたりま

茨城県
だいごまち
大子町

主な作業内容
牛舎清掃（17件）、飼料づくり（6件）、給餌（44日）など

せり市ヘルパー

大子市場での牛の世話（92頭）、競りの手伝いなど

ショートステイ

牧場での一時預かり（36件、のべ1,024日）

取組の成果
〇 地場産業である畜産に取り組むことで、障害者が自然な形で地域社会に受け入れ
られている。
〇 約40年に渡る取組によって培われた確かな飼育技術と高い品質を信頼され、2014年
には、医療法人としては全国で極めて稀な認定農業者となるとともに、茨城県の新
規就農者の研修先となるなど 地域を代表する和牛生産の貴重な担い手として
位置付けられている。
〇「畜産ヘルパー」や「せり市ヘルパー」の派遣に加え、牛のショートステイを牧場に
受け入れることにより、町内の和牛生産における働き手供給の役割を果たしている。
〇 町内の荒廃農地を積極的に活用し、荒廃農地の解消に貢献。

所在地▶〒319-3521 茨城県久慈郡大子町北田気1142-4
連絡先▶TEL:0295-72-4109 E-mail: mina-amigo@fukuroda-hp.jp
ウェブサイト▶https://www.fukuroda-hp.jp/mina-amigo.html
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【取組のプロセス】
畜産農家の減少
地域活力の低下

1979年～

1989年精神障害者
社会復帰施設
アミーゴ荘開設

○ 和牛専門職員を随時増員し、各種作業を指導

1991年～
2003年より地域
生活支援センター
きらりを開所。
障害者の活動の場
や交流機会を提供
2010年 就労継
続支援Ｂ型 MINA
AMIGO を開所。
働く場の提供、賃
金向上を目指す
2011年 自立訓
練事業所 ここあ
開所。長期入院、
入所者への日常生
活の生活能力向上
を支援。

医療法人直志会開設。精神障害者の社会復帰、心のリ
ハビリを目的に大小動物の飼育を開始。地場産黒毛和
きっかけ
牛の繁殖に携わる。
け
和牛繁殖専門指導員の増員
○ 障害者の個性に応じた作業を適応・分担化
〇 地場産業である黒毛和牛の飼育を行うことで地域と繋がり、貢献。

高齢畜産農家からの作業請負を開始

〇 ファイザープラグラム「衰退する地場産業の維持・継承を通じて、精神障害者の社会的
自立を支援する事業」を通じて畜産ヘルパーの足掛かりを作る。

2006年～

○ 高齢の畜産農業者等からの要請により、畜産作業を請け負う「畜産ヘルパー」として障
害者を派遣。
○ 2010年より、荒廃農地を活用した自閉症患者向けの自然栽培による農園を開設

大子町より医療法人として認定農業者に認定

2014年～

○ 医療法人としては、全国でも極めて稀な認定農業者となり、茨城県の新規畜産就農者の
研修を実施
〇 障害福祉事業所として肉用子牛補給金制度に加入し、国・県の和牛増頭補助事業を活用。
〇 分娩・発情などの繁殖経営をITを活用したスマート畜産を推進している。

地域精神医療・福祉・農業・アートを創造的に実践

今後の
展望

○ ・・・全国和牛能力共進会で評価される牛を利用者と共に飼育したい！
○ ・・・アミーゴ荘やアミーゴ牧場の作業を通じて、広く町づくりに貢献していきたい！
〇 ・・・自然栽培米の作付けを広げて、自然栽培による作物の価値を向上させたい！
〇 ・・・作物の商品化においてアートマインドを積極的に取り入れる！
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13 パナソニックハートファームアソシエイツ株式会社 群馬事業所

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

群馬県
おおいずみ
大泉町

電機大手パナソニック株式会社の特例子会社パナソニック ハートファームアソシエイツ株式会社は、障害者等がコチョウラ
ンの栽培・出荷等に従事。親会社のものづくり手法を生かし、障害者の作業をサポートするオリジナル治具の開発をするこ
とで、障害者が作業をしやすい環境を整備。

基本情報
 所在地：群馬県大泉町
 団体名：パナソニックハートファームア
ソシエイツ株式会社
 取組パターン：直接雇用型
 選定表彰：グッドデザイン賞 2011年
 主力商品・イベント：「コチョウラン」
の栽培出荷、花壇・プランター施工、観
葉植物レンタル、フラワーギフト

取組の概要
〇

温室において障害者の通年作業を確保できることに加え、高収益が見込まれる商品
として、コチョウランを選択。
〇 2004年に約2,000㎡の温室を整備し、年間約5万株を栽培・出荷。2019 年時点
で８名の障害者を雇用し、水やり、誘引、葉面洗浄作業などに従事。
〇 親会社のものづくりの手法を生かし、仕立て用の支柱を規定の角度に曲げるオリジ
ナル治具などを開発。障害者の細かい判断を不要としている。

１
誘引作業

ミズゴケ入れ・葉面洗浄作業

体制図
パナソニック株式会社
特例子会社
パナソニックハートファームアソシエイツ大阪事業所
特例子会社
パナソニックハートファームアソシエイツ群馬事業所
•
•
•
•

胡蝶蘭育成販売事業
構内美化管理業務
花壇／プランター施工・維持管理事業
観葉植物レンタル事業

取組の成果
〇 障害者社員の取り組める職域を拡大することで、当初3名であった障害者を

８名まで拡大。
〇 治具の導入や作業基準の明確化により、高品質なコチョウランを出荷。
〇 パナソニック株式会社を退職した高齢者が、治具制作や障害者の指導を担
うなど、障害者と高齢者でワーキングチームを構成することで高齢者も活躍。
〇 2011年には「障害者の自立支援する胡蝶蘭事業のデザイン」としてグッド
デザイン賞を受賞するなど、高い評価を得ている。
所在地▶〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町仙石2丁目26番1号
連絡先▶TEL:0295-72-4109 E-mail:
ウェブサイト▶https://www.panasonic.com/jp/company/phfa
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【取組のプロセス】
1976年企業の障害
者雇用が義務化

1998年～

2002年関連会社
を含めたグループ
全体での障害者実
雇用率の算定が可
能となる

きっかけ

環境・園芸事業を通じた障害者の働く場の創出を目的
に三洋ハートエコロジーが設立
け

花き栽培用の温室を整備

2004年～

○ 熟練技術を要する胡蝶蘭栽培を可能な限り細分化し、一人一人が業務分担してライン作業
のように栽培から出荷を実施し、年間約5万株を栽培出荷
○ ものづくりの技術を生かして、作業の標準化に必要な治具を独自に開発

グッドデザイン賞を受賞
企業の法定雇用率
が改正2.0％に

2011年～

2013年障害者自
立支援法が改正さ
れ、障害者総合支
援法が施行

〇「障害者の自立支援する胡蝶蘭事業のデザイン」としてグッドデザイン賞を受賞
〇

バラつきのない高品質な胡蝶蘭の通年生産が可能。

〇

定着率アップのために保護者会との定期的な情報交換会等を開催

胡蝶蘭育成支援事業

社名変更：パナソニックハートファームアソシエイツ

2018年～

〇 店舗兼休憩室を新たに設置し従業員の働く環境を整備
○ ホームページの開設とブランドロゴの刷新

法廷雇用率が改定
2018年2.2％
2021年2.3％

オリジナル治具による支柱加工

○ 大輪胡蝶蘭に付けるタグを刷新し、障害のある社員が主役なる事業デザインを消費者に
アピール

共生の花を咲かそう。人と環境にやさしい企業を目指します

今後の
展望

○ 環境・園芸事業を通じ、知的障害のある方を中心に、障害のある方の自立、社会参加を
見据えた働く場を創造
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14 埼玉福興株式会社

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

埼玉県
熊谷市

くまがやし

就労継続支援B型事業所やグループホームを運営し、農業を通じて障害者の就労から生活支援まで取り組む。
ソーシャルファームの理念のもと誰も排除しない組織として、触法障害者、ニート、引きこもりなど社会的支援を必要とする人を積極
的に受け入れ。農家３００軒分のネギ苗づくりをはじめ、水耕や露地で野菜を栽培し、地域農業の中心的な担い手となっている。

基本情報

１

白菜畑での作業

〇 就労継続支援Ｂ型事業所やグループホームを運営。34名の障害者が、施設での水耕栽
培、ネギ苗の育成、露地での玉ねぎ、白菜、オリーブの栽培に従事。
〇 仕事に人を合わせるのではなく、重度知的、精神、身体及び発達などの障害に応じた
作業を作り、すべての障害者に仕事を創出。
〇 障害者が不得手な作業は、地元の農業資材会社、白菜組合、オリーブオイルソムリエ
協会などとの連携により分業化し、経営を効率化。
〇 触法障害者、ニート、引きこもりなど社会的支援を必要とする人を積極的に受入。
オリーブオイル
コンテスト金賞

体制図

取組の概要

オリーブ

所在地：埼玉県熊谷市
団体名：埼玉福興株式会社
取組パターン：福祉完結型
選定表彰：OLIVE JAPAN2016 国際オ
リーブコンテスト金賞、
2019年 第43回山崎記念農業賞、
2020ノウフク・アワード優秀賞等
 主力商品・イベント：露地でのたまねぎ、
白菜、オリーブの栽培、水耕栽培でのサ
ラダほうれん草、水菜、ルッコラ等





取組の成果

〇 水耕栽培、露地栽培、果樹栽培の組み合わせにより一年を通した農作
業を創出。
〇 埼玉県の平均工賃を上回る20,000円/月を実現。また、自社及び他企
業へ４名が一般就労。
〇 就労だけではなくグループホームなどによる生活支援により、約15
年もの間、再犯しない触法障害者も在籍。地場産業である畜産に取り
組むことで、障害者が自然な形で地域社会に受け入れられている。
所在地▶〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾2397－8
連絡先▶TEL:048-588-6118 E-mail: arai@saitamafukko.com
ウェブサイト▶ http://saitamafukko.com/
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【取組のプロセス】

社会福祉法人むさ
しの郷の生活寮
「年代寮」開所

1993年～

2003年～

水耕栽培ハウス
1161㎡増設
花のプロ協力開始
2018埼玉県障害者
施設農業支援事業
の活用

工業生産の海外進出により、下請作業とともに障害者の仕
事が減少。食に関わる農業であれば、仕事がなくなること
はないと考え、障害者が取り組める農業の研究を開始。

特定非営利活動法人Group Farm設立・独立
○ 2003年Group Farm設立、翌年社会福祉法人むさしの郷より独立。

農地面積：0.5ha
ビニールハウス：
1棟（432㎡）

農地面積：0.9ha
ビニールハウス：
1棟（1080㎡）

きっかけ

○ 埼玉県の支援や地域農業者の協力を得て、障害者が農業に取り組めるよう、実験ハウスで
の施設栽培を開始。

2006年～

個人として新規就農～農業生産法人化
○ 2006年個人として農業経営基盤強化促進法により農地を借り受け、新規就農。

2009年～

2015年～

○ 2007年埼玉県における株式会社の農業参入第１号として、農業生産法人となる。

ソーシャルファームの推進に向けた実証モデル事業への取り組み
○ 2009年就労継続支援B型事業所「オリーブファーム」開所

2018ASIAGAP取
得
農地面積：４ha
ビニールハウス：
４棟
2021ノウフクJAS
取得

今後の
展望

・次世代SocialFirm宣言
SocialFirmの定義を「社会的健康」へ世界へ発信！
○ 経営革新計画（令和元年5月~令和5年4月）が承認され、「教育」という収益の柱の構築
によるソーシャルファームの独立採算体制へ挑戦。
○ スローフードツアー、農業ツアーへ挑戦。
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15 パーソルサンクス株式会社 よこすか・みうら岬工房

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

神奈川県
よこすかし
横須賀市

総合人材サービス パーソルグループの特例子会社パーソルサンクス株式会社は、神奈川県横須賀市と協定を締結し、企業が
農業分野に参入。安定した組織基盤をもって、農村地域における労働力不足の課題を確実に解決するとともに、企業にとっ
ては障害者雇用を増やすことができるなど、双方にとって有意義。

基本情報

取組の概要

 所在地：神奈川県横須賀市
〇 2018年度、横須賀市と農福連携に関する包括連携協定を締結。確認されている中では、
 団体名：パーソルサンクス株式会社
特例子会社における全国初の試み。
よこすか・みうら岬工房
〇 農地取得のコストや販路責任がないことなどの利点に着目し、企業は自社で農業経営を
 取組パターン：連携型
 選定表彰：
行わず、横須賀市及び三浦市周辺の農業経営体10か所から農作業を請け負う。
 主力商品・イベント：障害者による農作
〇 2021年8月時点で、28名の障害者社員が、除草・マルチ張りなどの圃場管理、トマト、
業請負（草取り・マルチ張りの栽培管理、
玉ねぎ等の苗の定植、出荷調製等の業務を行っている。
苗定植、出荷調整）

１

横須賀市と協定を締結

体制図

指導スタッフへの作業依頼

よこすか・みうら岬工房
指導スタッフ（健常者社員）
農業者への業務報告

障害者社員

野菜の出荷・調製作業

取組の成果

農作業請負イメージ

農業経営体

野菜苗の定植作業

障害者社員への指導
・労務管理

〇 2019年度は延べ261日の作業を実行。企業が農業地帯に参入することで、その地域
における労働力不足の課題を確実に解決。
〇 本社が東京にありながらも、事業拠点として農業地帯に根付くことで、障害者が地
域から不可欠の存在となれば、将来的にAI等が発達しても、障害者の雇用を守るこ
とにつながる。
〇 工房の指導スタッフが、農作業の指導技法を学ぶことで、障害特性に配慮した農作
業指導をする人材として活躍。企業の給与で活動費用を心配せずに、他の取組主体
に貢献できる可能性を創出。

所在地▶〒239-0842 横須賀市長沢1-26-9
連絡先▶TEL: 046-839-4845
ウェブサイト▶https://www.thanks.persol-group.co.jp/
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【取組のプロセス】
1991年~
2006年
神奈川県横浜市に
よこはま夢工房
（浦舟）を開設

きっかけ

社名変更

2017年~

総合人材サービス パーソルグループの特例子会社と
して、仕事を通じた活躍の場を提供しながら、障害の
ある方々の社会的自立を目指している。
パーソルサンクス株式会社

○ 障害者雇用拡大と採用の需給バランスを考えた地方での新規事業開発の必要性を背景と
して、地域課題、社会性が高く、継続性を実現させる事業として農業に着目。
○ 農業者からの期待成果と受託側の障害者の作業能力を企業の視点から慎重に擦り合わせ。

2017年
群馬県富岡市に
とみおか繭工房を
開設

よこすか・みうら岬工房（長沢）を開設

2018年~
2019年
群馬県前橋市に
まえばし彩工房を
開設

○ 特例子会社と地方公共団体との農福連携協定は全国初の試み。
○ 体力に自信がある障害者社員は圃場管理・収穫等の業務、丁寧に正確な業務が得意な障
害者社員は出荷調製業務等、適材適所の配置・シフトづくりにより雇用を安定化。

よこすか・みうら岬工房（大矢部）を開設

2021年~

〇 横須賀市の農家が抱える課題である「販売・出荷できなかった農作物」を有効活用すべく、
契約農家と共に、栽培した農作物を菓子原料となるパウダーやドライフルーツへと加工す
るなど、地元の農作物の食品ロス削減とともに、業務の多様化をはかり、障害者社員のは
たらく場を広げている。
実習・採用・定着支援・作業標準化教育を担う人財サポートセンターは、臨床心理士、
精神保健福祉士、作業療法士、職場適応援助者（ジョブコーチ）、キャリアカウンセラー、
障害者生活相談員などが多数在籍し、多様な障害のある社員を応援。

2021年
千葉県いすみ市に
いすみ絆工房を開設

今後の
展望

農業・障害者・企業等、すべてが
成長できる持続可能な農福連携
〇障害のある方々が活躍できる農業
○ 地域特性と品質を活かした農作物加工
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16 松本ハイランド農業協同組合

視察受入れ：不可 報道機関受入れ：可

長野県
まつもとし
松本市

農業者と障害福祉サービス事業所との「マッチング事業」を実施し、作業内容をメニュー化し請負報酬を明らかにすること
で農業者と障害福祉サービス事業所双方の不安を軽減。JA組合員にとっては、単発的に労働力を必要とする際に労働力を確
保できる。農産物集出荷施設では、作業の安全性に配慮した農福レーンを設置し、果実の箱詰作業を効率的に請負。

基本情報






団体名：松本ハイランド農業協同組合
管内：長野県松本市ほか2市5村
取組パターン：中間支援型
選定表彰：ノウフク・アワード2020
主力商品：野菜（レタス、キャベツ、白
菜、トマト、すいか等）、果樹（りんご、
ぶどう、なし、桃等）きのこ、米、大豆、
麦、そば、花卉ほか

取組の概要
〇 組合員は、依頼したい作業内容をJAに申し込み、JA本所をを介して、障害福祉サービ
ス事業所に仕事を依頼。農作業の請負契約は、組合員と障害福祉サービス事業所が直
接締結。
〇 JAは、作業内容をあらかじめメニュー化することで、障害福祉サービス事業所の不安
を軽減。メニュー化した作業は、時給制でなく、作業内容・作業量に応じた単価制と
し、作業の報酬単価を明確化。作業単価については、毎年、事業者や県の担当者など
の関係者を集めた会議を開催し改定。
〇 農産物直売所において「農福マルシェ」を開催し、農家だけではなく地域住民や観光
客へＰＲ。

１

トマトジュースやケチャップの材料となる加工用トマト

加工用トマトの収穫作業

体制図

〇 農家の長時間労働の解消や、スポット的な作業についても労働力の確保が容易にな
り、経営面積の維持・拡大、荒廃農地の発生防止に貢献。
〇 障害者の労務管理は、障害福祉サービス事業所の職業指導員が行うため、組合員自
らの労務管理は不要。請負作業増加に伴い工賃が向上。
〇 農作業工程を分割して、誰でも行いやすい部分を障害福祉サービス事業所に委託。
このことにより、組合員は、単発的に労働力を必要とする際に労働力を確保できる
とともに、自分しかできない作業に集中することで、生産性が向上。
〇 農家と障害者、地域住民等との交流により地域の支え合い意識が成熟。

マッチング

組合員
（農業者）
請負契約

農福マルシェ

取組の成果

JA松本ハイランド
（本所・支所）

障害福祉サービス
事業所

トマト収穫作業の福祉事業者向け事前説明会

所在地▶〒390-8555 長野県松本市南松本1－2－16
連絡先▶TEL:0263-29-0394 E-mail:nokikaku@mhl.nn-ja.or.jp
ウェブサイト▶https://www.ja-m.iijan.or.jp/
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【取組のプロセス】

高齢化や人口減少
などの影響で農業
労働力が不足
荒廃農地の拡大
地域活力の低下

～2017年

JA青年部による農福連携モデル事業がスタート

2017年～

長野県の農業就労
チャレンジ事業を
受託。

きっかけ

知人や友人に頼んでいたねぎの畝間等の除草の手伝い
をする者が減少、福祉事業所の利用者が働く場を求め
ていたことから無料職業紹介事業に基づくモデル事業
を開始。

○ 2017年７月から、農業の労働力不足を解消し、産地の維持・耕作面積の拡大・農業の
活性化につなげるため、農協青年部の取組として、地域住民と連携した多角的な労働力
の確保のためのモデル事業を開始。
○ 18農家と８事業所を結びつけ、延べ323人の障害者が農作業に従事。

ＪＡ松本ハイランドの事業として、支所に窓口を設置

2018年～

○ 2018年２月、組合員を対象とした説明会を開催し事業をスタート。各支所に農福連携
の窓口を設置して、本格的な事業として農家からの相談を受け付け。長野県セルプセン
ター協議会と連携しながらマッチングを開始。
○ マッチング数は、30農家、８事業所で、延べ1,041人。

2019年～

○ 2019年４月、長野県の「農業就労チャレンジ事業」を受託し、長野県全体への農福連携
推進に貢献。
○ マッチング数は、32農家、11事業所で、延べ1,161人と増加。

2020年～

今後の
展望

長野県の事業を受託し、農福連携の推進に貢献

JAへの就労で拡大した農福連携の取り組み

○ＪＡが管理運営する果実共選施設の改修に合わせて、障害者が作業を行う専用レーンを新
設し、障害者の就労機会の増加を図る
○ マッチング数は、34農家、14事業所で、延べ1483人と増加。

「農業就労事業チャレンジ事業」
農業サポーターによる作業支援

農福連携に取り組みたい障害福祉サービス事業所向け作業を提案
○ JA施設での作業体験を通じて「農福連携」への理解を図り、農家での作業を実施できるよ
うサポートを実施。
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17 京丸園株式会社

視察受入れ：可（有料） 報道機関受入れ：可

静岡県
はままつし
浜松市

「農を通した働きの場づくり」を目指し、農業という産業（ビジネス）の中で、障害者や福祉がプラスとなるユニバーサルデザインによる農
業経営を展開。作業分解の視点により、作業のやり方、治具や機械化を工夫するとともに障害者の個性にあわせて農作業形態、農園で働くこ
とができる仕組みを変更。特例子会社や福祉施設と連携、作業委託をすることで労働力を確保し、障害者や高齢者の雇用拡大に一助。

基本情報
 所在地：静岡県浜松市
 団体名：京丸園株式会社
 取組パターン：直接雇用型
連携型(うち農業側の取組)
 選定表彰：全国優良認定農業者農林水産省
経営局長賞2003年、第33回日本農業賞特
別賞2004年、障害者関係功労者内閣総理
大臣賞2007年、一般財団法人日本GAP協
会GAP普及大賞2018年、令和元年度（第
58回）農林水産祭天皇杯2019年他
 主力商品・イベント：「姫ねぎ」
、「姫みつば」、「姫ちんげん」他

取組の概要
〇 経営規模拡大のため、求人を出したところ障害者が来られて、1週間の農業体験を受け
入れたことがきっかけとなり、1996年より障害者自立支援センターと連携し、雇用及
び研修受入を開始。
〇 既存のパートが障害者のサポートを行うこととなり、手作業が多い農作業では作業効
率が向上し、職場の雰囲気も好転した。
〇 農作業及び出荷調製作業に携わる障害者24名を雇
１
用。障害者は、所属従業員が県の障害者就業・生
活支援センターにも登録している「心耕部」にも
所属。最低賃金に満たない能力の場合は最低賃金
の減額の特例許可を得るが、障害者のスキルアッ
プをサポートし、能力に応じて給与を増加させる
仕組みをとっている。

体制図

取組の成果

京丸園株式会社（総務・経理事務）、NPOしずおかユニ
バーサル園芸ネットワーク事務局
水耕部（姫ねぎ・姫みつば・姫ちんげん等の栽培・選別・仕分
け・袋詰め）
土耕部（米栽培、姫とまと、ごぼう、白ねぎ、さつまいも）
心耕部（水耕部・土耕部で障害者等の実習・研修）
連携団体
ＣＴＣひなり株式会社

多機能型事業
所だんだん

障害者就労支援セ
ンターふらっと等

〇 福祉担当者と相談しながら、作業を分解し「伝わる」作業指示を行っている（「き
れいに洗う」ではなく、「スポンジで5回洗う」）。
〇 数量カウンター付トレー洗浄機を開発し、誰が行っても同じ精度の作業結果が得ら
れる半自動の機械を導入。ユニバーサルデザインとすることで機械製作費が削減で
き、作業の精度・効率があがることで、作業者の工賃向上に寄与。
〇 障害者が行う作業をナビゲーションマップに落としこみ、作業内容を分解して作業
を指示。作業をレベル別に分けたナビゲーションマップは、能力向上の指標として
も活用され、連携する福祉事業所では訓練メニューとして活用。

所在地▶〒435-0022 静岡県浜松市南区鶴見町380-1
連絡先▶TEL:053-425-4786 E-mail: info@kyomaru.net
ウェブサイト▶https://kyomaru.net

40

【取組のプロセス】

農家の減少
地域活力の低下

1996年～

きっかけ

経営規模拡大を図るため、求人を出したところ障害者
が来て、一週間の職場体験を実施

2004年個人経営か
ら法人経営へ移行

農を通した働きの場づくり：農業・福祉・企業連携モデル構築へ

2005年浜松市ユ
ニバーサル園芸研
究会が設置（事務
局：浜松市）

○ 障害者を受け入れたことにより、職場コミュニケーション、工程管理の考え方が生まれ
雰囲気が明るくなり、働きやすい職場に変化

2006年NPOしずお
かユニバーサル園
芸ネットワークが設
立（事務局：京丸
園）

○ 職場に精神保健福祉士・第2号職場適応援助者を配置し、指導・スキルアップ

ＪGAPを取得

2013年～

ユニバーサルデザインの機械開
発による作業の標準化

○ 2015年に厚生労働省次 世 代 育 成 支 援 認 定 「 く る み ん 」 取 得
○ 201６年に農業の未来をつくる女性活用経営体100選に認定

令和元年度農林水産祭で「多角化部門」天皇杯受賞

2019年～

ナビゲーションマップ

○ 多様な人たちが活躍できる「ユニバーサル農業」を推進しており、従業員のうち約25％が
障害者で年齢層も幅広
○ 全国初となる量産芽ねぎの水耕栽培やミニちんげん菜の周年量産、みつばの小型化など、
付加価値の高い独自のオリジナルブランド商品開発を行い、収益性を確保

水耕部集合写真

「笑顔創造」ユニバーサルデザインによる農業経営

今後の
展望

○ 農業と福祉を融合したユニバーサル農業を核とした環境創造産業を創出
○ 多様な人たちの活躍の場面を農業で広めていくために研究・普及活動を行い農業・福祉・
企業の連携ビジネスモデルを構築
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