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第１．序章（農福連携概論）
１．はじめに
（１）本講義は、農福連携技術支援者として活動する際に必要となる農福連携の基本的な知
識（取組パターン、メリット等）について理解することが狙いです。
（２）まだ「農福連携」という言葉がない時代から、既に各地に農業分野で障害者の働く場
を生み出す素晴らしい取組がありましたが、それらの多くは点的な取組でした。2010
年代に入ってから、全国各地で取組が行われるようになり、その数が増え続け、先進的
な取組を参考にした横展開も見られ始めました。最近では、農福連携という言葉もすっ
かり定着し、新聞やテレビでも取り上げられるようになり、注目度は格段に上がってき
ました。
政府でも、こうした流れをさらに拡大させていこうと、2019 年（平成 31 年）4 月
には、農林水産省や厚生労働省などの関係省庁で構成される「農福連携等推進会議」が
設置され、マスコミの注目を集めました。それまでは農林水産省と厚生労働省の 2 省
庁体制で農福連携を推進してきましたが、法務省、文部科学省も加わった 4 省庁体制
になったことは特筆すべきことでした。この会議では、今後の農福連携の指針となる
「農福連携等推進ビジョン」が策定され、農福連携の専門人材を育成することも明記さ
れたことから、本研修が実施されています。
また、2017 年（平成 29 年）7 月に「農福連携全国都道府県ネットワーク」、さら
に、2018 年（平成 30 年）11 月に「一般社団法人日本農福連携協会」が設立され、
農福連携の全国的な組織も生まれてきています。
（３）本講義では、農福連携の全体像を理解していただくことを目的としています。はじめ
に、このように拡大しつつある農福連携とは、いったいどのような取組なのか紹介しま
す。次に、農福連携にはどのような特徴があり、どのような効果が期待できるのか示し
ます。また、どのような始め方が良くて、どのように発展させていくことができるのか、
全国の優良事例に基づきながら、わかり易く解説していきます。続いて、農福連携の可
能性や進む方向について考察します。そして、本講義の最後には、実際に農福連携を進
めていく上での課題を整理し、取り組む際の心構えについて紹介します。

２．農福連携とは何か
（１）農福連携については、その言葉を使っている主体によって色々な定義がされていて、
定まったものはありません。言葉の意味から考えると、農業サイドと福祉サイドが連携
して、農業分野で障害者の働く場をつくりだす取組なので、こうした取組を農福連携と
呼ぶようになったと考えられます。
地域によっては、社会福祉法人・NPO 法人・医療法人・社団法人・財団法人・株式
会社等（以下「社会福祉法人等」という。
）が設置・運営する就労継続支援 A 型事業所・
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就労継続支援Ｂ型事業所・就労移行支援事業所（以下、「就労継続支援事業所等」とい
う。）で働く障害者が、「施設外就労」（後掲図１－６を参照）という形で、農業者の農
作業を手伝う取組のみを農福連携と呼んでいるケースもあるようです。
しかし、ここでは、社会福祉法人等が自ら農業を行ったり、農業者が障害者を雇用す
る取組も、農福連携に含めて整理しています。こうした取組も、農業サイドと福祉サイ
ドの連携がしっかりできていないと上手くいかない取組であり、実際に、障害者が農業
者をお手伝いすることから始まった取組が、相互理解を経て、本格的な農業の実施や障
害者の雇用に発展したケースもよくみられます。
さらには、企業が特例子会社や就労継続支援事業所等を設置して、農業分野における
障害者就労に取り組む動きもあります。こうした取組も、農業と福祉の双方を理解し、
両サイドからの協力を得ないと成功しないことから、農福連携の一つの形であると整理
しています。
（２）そもそも、農福連携という言葉が使われ始めたのは 2010 年（平成 22 年）頃から
で、その歴史はそれほど長くありません。それまでに書かれた資料を見てみると「農業
分野における障害者就労」という言葉が主に使われています。この頃、鳥取県庁が、農
業者と共に障害者が実施できる農作業を掘り起こし、それを請け負う就労継続支援事業
所等とマッチングする「鳥取発！農福連携モデル事業」を始めました。この事業は、
2010 年度（平成 22 年度）から実施されており、これが農福連携という言葉が公的に
使用された最初の例と考えられています。
一方、国の機関でも、同年 12 月に、農林水産省の研究機関である農林水産政策研究
所が、農福連携の研究成果を初めて報道発表しました。その際に、研究成果の中で、
「農
業と福祉の連携事例」を幾つか紹介し、「農業と福祉が連携し、農業分野における障害
者就労の課題を解消していくことが、今後、益々重要である」と記しています。これが
「農業と福祉の連携」という言葉の初出であると思われます。さらに、2013 年（平成
25 年）には、農林水産省と厚生労働省が「医福食農連携」をスタートさせています。
その後、
「『農』と福祉の連携プロジェクト」の下で、両省が農業分野での障害者就労へ
の支援策を拡大させる中で、農福連携という言葉が使われるようになりました。
2017 年（平成 29 年）3 月には、「農福連携の社会的な地位の向上を図ると共に、
地域や農林水産業の分野で、障害のある人々や、様々な理由で生きづらさを抱えた人々
の多様な能力が発揮され、それぞれが生き甲斐を感じることができる社会を創出する」
ことを目的に、「全国農福連携推進協議会」が設立されました。当初、協議会は任意団
体でしたが、2018 年（平成 30 年）には前述の「一般社団法人日本農福連携協会」と
して法人化されました。協会は、全国で農福連携に取り組む人々を支援するプラットフ
ォームです。カタカナの「ノウフク」という文字を使ったノウフク・デザインとともに、
農福連携を広く社会に発信しています。
農福連携は大きなうねりとなり、2019 年（令和元年）には、JAS 規格として、障
害者が生産行程に携わった商品の JAS、いわゆる「ノウフク JAS」が制定されました。
これは、障害者が主体的に生産行程に携わった農産物やそれを使った加工品として認証
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されると、ノウフク JAS のマークを表示できる仕組みです。同年 11 月には、早速、
京都府の社会福祉法人が設置・運営する就労継続支援事業所「さんさん山城」をはじめ、
全国で 4 団体が認証を受けており、その後も認証数は増加しており、33 団体が認証を
受けています（2022 年（令和４年）３月現在）。
（３）小麦粉を仕入れてパンやクッキー等を製造したり、果実を仕入れてジュースやピュー
レ等を製造する取組を農福連携と呼ぶ場合もあります。しかし、農林水産省における農
福連携の助成制度（農山漁村振興交付金のうち「農福連携対策」）では、農林水産業と
製造業を区別するため、事業実施主体が経営する農園において生産される農産物や、連
携して農業生産を行う者が生産する農産物が、加工品の原料の過半を占めることを交付
金に選定される要件とし、農福連携を定義しています。

３．農福連携の取組パターン
農福連携という言葉の語源でも紹介したように、そこには色々な取組が含まれています。
そのため、農福連携と思われる取組をただ羅列しても、全体像を掴むことは困難です。そこ
で、ここでは農福連携の取組を、取組パターンの違いからグループ分けして考えてみましょ
う。具体的には、大きく分けて５つの取組パターンがあります。
① 〔連携パターン〕
障害者が農業者の所で農作業の手伝いをする取組。社会福祉法人等が設置・運営する就
労継続支援事業所等が、施設外就労や作業を施設内に持ち込む形で行うことが多い。
②〔福祉主体パターン〕
社会福祉法人等が自ら農業を行ったり、農業法人を別途立ち上げ併設する取組。
③〔農業主体パターン〕
農業者が障害者を雇用したり、就労継続支援事業所等を別途立ち上げ併設する取組。
④〔企業出資パターン〕
企業が子会社を設置して農業分野で障害者雇用の場を確保する取組。
⑤〔園芸療法〕
病院や NPO 法人等において、障害者が農作業に取り組むことで、身体や精神の状態
を良くしていこうとする取組。
本講義では、この５つの取組パターンにおおまかに整理しました。しかし、一言で農福連
携といっても、その取組内容は多種多様であり、取組の数が拡大するにつれて、取組パター
ンも多様化してきています。さらに、取組の対象も、身体・知的・精神（発達障害）の三障
害だけでなく、ニートやひきこもり状態にある人達、それらも含めた生活困窮者や刑務所出
所者なども含めた取組が出てきており、農福連携の対象者の範囲も広がりを見せています。
今後、新しいパターンやグループ分けが出てくると思われますので、この 5 つの取組パタ
ーンは、あくまでも過渡期である現時点での整理と理解してください。
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〔連携パターン〕

〔福祉主体パターン〕

〔農業主体パターン〕

〔企業出資パターン〕

〔園芸療法〕

【図１－１：農福連携の取組パターン】

４．農福連携への期待・メリット・効果
（１）農業サイドからみた期待
農業の現場では、多くの高齢農業者が後継者を確保できないままリタイアしています。
このため、農業従事者の数が減少し、高齢化が進展しています。いまや、主に農業を仕事
とする基幹的農業従事者の平均年齢は 67 歳にまで上がり、その数も、1995 年（平成９
年）から 2015 年（平成 27 年）までのわずか 20 年で 38％減少しています。2015
年（平成 27 年）現在、基幹的農業従事者の 65％が 65 歳以上であり、今後も農業から
リタイアする人が加速的に増加すると見込まれています。
こうした農業の担い手の減少と高齢化を受けて、農地の荒廃も進んでいます。耕作放棄
地は 20 年前の 2 倍近くに増え、2015 年（平成 27 年）には約 42 万 ha の面積にな
っています。これは農業者の耕作意思の有無の調査に基づく数字なので、実質の耕作放棄
地はさらに多い可能性があります。
このため、農業に取り組む社会福祉法人等には、農地の引き受け手としての期待が高ま
っています。こうした情勢の中、2009 年（平成 21 年）の農地法の改正では、民間企業
等が農地を借りて農業に参入することが認められるようになりました。本改正以前から、
農地法では、公共性の高い社会福祉法人等が農地を買ったり借りたりすることが認められ
ていましたが、この改正は、社会福祉法人等にとっても一層の追い風となり、農地を買っ
たり借りたりして農業を始めたり、経営規模を拡大するところが増えてきています。
農業の担い手が減少している一方で、農村地域の人口減少と高齢化の進展から、農業者
が農繁期の手伝いや臨時雇用者の確保することが難しくなってきている状況もあります。
これまで地域の農作業を請け負ってきたシルバー人材センターも、その多くが農作業を行
えないほどまでに高齢化しています。こうした状況から、農繁期等の農作業の引き受け手
として、障害者への期待が大きく高まっています。
（２）福祉サイドからみた期待
農業サイドだけでなく、福祉サイドからも農福連携への期待が高まっています。
内閣府の令和３年度版障害者白書によれば、現在、日本には約 964 万人の障害者がい
ます。その内訳をみると、身体障害者が約 436 万人と最多で、精神障害者約 419 万人、
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知的障害者約 109 万人と続いています（身体障害者と知的障害者は、障害者手帳を有す
る方等。精神障害者は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数）。特に高齢化の進展
で身体障害者の数が増加しており、今後も増加が見込まれています。964 万人は人口の
8％弱に相当します。
一方、厚生労働省によれば、仕事をしている障害者（身体・知的・精神の 3 障害）は約
90 万人（従業員 45.5 人以上の規模の事業所による雇用者約 56 万人、就労継続支援事
業所等の利用者が約 34 万人）にとどまっています。
しかしながら、とりわけ地方で暮らす障害のある人々が、働く場を確保することは、ま
すます難しくなっています。2008 年（平成 20 年）のリーマンショック、安価な労働力
を求めた工場の地方からアジアへの移転、地方における人口減少等の影響により、就労継
続支援事業所等を設置・運営する社会福祉法人等では、それまで依頼されていた下請け作
業が減りました。このような背景もあって、人手不足の農業者を手伝ったり、引き受け手
のいない農地を引き受けて農業をしたりすることで、障害者が行える仕事を増やそうとし
ている社会福祉法人等が増加しています。
また、2020 年度（令和２年度）における就労継続支援事業所における平均月額賃金/
工賃は、A 型の平均賃金が約 79,625 円、B 型の平均工賃が 15,776 となっており、こ
の引き上げが障害者の生活の質を向上させる際の大きな課題となっています。後述するよ
うに、2010 年（平成 22 年）以降、人手不足の農業者から農作業を請け負う社会福祉法
人等が増えています。こうした請負作業によって、障害者に全国平均を上回る工賃を支払
っている就労継続支援Ｂ型事業所が多く出てきました。また、農業や農業関連事業を行う
ことで、賃金の向上を図る就労継続支援 A 型事業所もあります。このため、障害者の賃金
/工賃の引上げの観点からも、農業への期待が高まっています。
農業活動に取り組む就労継続支援事業所等は増加傾向にあり、近年では約 1/3 の事業
所が取り組んでいます（図１－２）
。また、その推移をみると、2008 年（平成 20 年）
から 2012（平成 24 年）にかけて急増しています。アンケート調査で、社会福祉法人等
が農業を始めた理由を尋ねると、開始時期が古いほど「健康・精神に好ましい」が多く、
逆に、近年になるほど「経済情勢で作業減少」が多くなっており、「借りられる農地の増
加」が、2010 年（平成 22 年）
（農地法改正の翌年）に急増しています（図１－３）。こ
れらのことから、前述の情勢の変化を読み取ることができます。
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【図１－２：農業活動に取り組む就労継続支
援事業所等の推移】

【図１－３：農業実施の理由と農業開始
時期、収益上の位置付けとの関係】

（３）企業からの農福連携への期待
企業が農業分野で障害者の働く場を作る取組も、近年活発になってきています。
1976 年（昭和 51 年）、企業等に対して身体障害者の雇用が義務化されました。しか
し、法定雇用率（1.5％）を達成する企業の増加率が伸び悩み、1987 年（昭和 62 年）
には特例子会社制度が法制化されました。これ以降、大企業を中心に特例子会社の設置数
が増加しています。2021 年（令和３年）6 月 1 日時点で、特例子会社数は 562 社（こ
こ 10 年ほぼ倍増）となっています。そのうち、農業分野に進出している特例子会社は少
なくとも４６社あります（図１－４）。
萌芽期には、特例子会社が色々な事業を行う中で、一部の事業として農業を取り入れる
ことが主流でした。しかし、2006 年（平成 18 年）に、文房具製造等を行う「コクヨ株
式会社」の特例子会社「ハートランド株式会社」が設立され、農業（葉菜類の水耕栽培）
を主体とした障害者雇用を実現した以後は、農業を事業の主体とする企業が増えてきてい
ます。2018 年（平成 30 年）からは、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含ま
れるようになり、2021 年（令和３年）３月から法定雇用率が 2.3％に引き上げられまし
た。
また、2006 年（平成 18 年）に施行された（旧）障害者自立支援法の制定を受け、同
年に企業が設置・運営する就労継続支援事業所等の第一号が誕生しました。以後、営利法
人が就労継続支援事業所等を開設するケースが増加しています。2010 年（平成 22 年）
には、農業分野に取り組む初めての就労継続支援事業所等が出現し、その数は増加してい
ます。2019 年（令和元年）12 月時点で少なくとも 23 事業所が把握されています。こ
のように、企業が設置・運営する就労継続支援事業所等には、農業に主体的に取り組むと
ころが多いのが特徴です（図１－５）。
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【図１－４：農業参入した特例子会社の推移】 【図１－５：農業参入した企業が設置・運営
する事業所数の推移】
（４）障害者からみた農業の魅力（メリットと効果）
ア 障害者にとっての農業の魅力は、①農産物を生産するという過程が分かりやすく仕事
の意味を理解しやすい、農産物の成長や収穫の喜びを体感できること、②汗をかく喜び、
体力がつく、ストレスを軽減できる、自然とふれあえるといった、内職的な作業にない
メリットが享受できること、③農作業は細かく分解して切り分けられる可能性があるの
で、それぞれの障害特性に合った作業を見つけやすいことなどが挙げられます。
イ アの②について
農作業を行うことによる効果は、障害種別ごとに異なりますが、いずれの障害種別に
も効果があることが知られています。
【ⅰ】身体障害者
後天的な身体障害者には、農作業を通じたリハビリテーション効果により、身体機
能の向上といった効果が期待できます。
【ⅱ】知的障害者
屋外で作業を行ったり、土に触れることで、ストレスを軽減でき、不規則な睡眠を
減らす効果があり、障害者の生活の安定を期待できます。
【ⅲ】精神障害者（発達障害者を除く）
農作業が持っている癒し的な効果によって、精神的な不安定さに対するリハビリテ
ーション効果を期待できます。
【ⅳ】発達障害者
いじめ等によって後天的に精神的なダメージを受けている人には、精神面でのリハ
ビリテーション効果が期待できます。
農業を行っている就労継続事業所等の職員に対するアンケート調査によれば、障害
者が農業活動に取り組んだ結果、
「精神の状況がよくなった・改善した」と回答した施
設は 57.3％。また、
「身体の状況がよくなった・改善した」と回答した施設は 45.0％
となっており、こうした効果が確認されています。
ウ アの③について
③は、障害者にとってのみならず、農業者が障害者の力を農業経営に生かすためにも
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重要です。農作業は種類が多く、作業の内容もそれぞれ異なります。そのため、障害者
が農作業の全ての工程を 1 人でこなすのは難しいと思われます。１人の障害者に全ての
作業を行ってもらおうとすれば、多くの場合、その人が苦手な作業も含まれているもの
です。したがって、その人の障害特性と相性のいい農作業を中心に行ってもらえるよう、
作業を分担してもらいます。誰かが苦手とする農作業も、他の誰かにとっては得意な作
業です。個性の異なる複数の障害者がチームを組み、それぞれが得意な作業を行うこと
で、効率的に農業経営を行うことが可能となります。また、障害特性との相性がいい作
業を切り出して、その作業のみを障害者に手伝ってもらうやり方もあります。
障害種別に見たときには、以下のような違いがあると考えられます（詳細は、講義第
。
２−４「障害特性と職業的課題の基礎」で解説）
【ⅰ】身体障害者
農産物を適期で収穫する判断能力が高く、作業管理で能力を発揮できる人がいます。
ただし、手足の不自由な人は、ほ場での作業に困難が伴う場合があります（足が不自
由でも、作業台の上で行える出荷調製作業は可能です）。
【ⅱ】知的障害者
体力を必要とする作業を行える人がいます。そして、単純な作業でも集中力を持続
できる人がいます。他方で、適期の収穫、作物と雑草の識別等の判断が難しい人もい
ます。
【ⅲ】精神障害者（発達障害者を除く）
適期の収穫等の判断能力が高く、免許証を所持していて農業機械を操作できる人も
います。他方で、長時間にわたり作業を持続することが苦手であったり、服薬の影響
により動作が緩慢な人もいます。
【ⅳ】発達障害者
視覚優位、こだわりがあるといった障害特性を活かして、点検や計量、細かい作業
が得意な人がいます。他方で、対人関係が苦手な人、同時に複数の作業を並行してで
きない人、手先が器用でない人、落ち着いて座っていられない人もいます。

５．農業者と社会福祉法人等とのマッチング
（１）人手不足で困っている農業者が増える一方で、農作業を行いたい社会福祉法人等も増
えているので、お互いにタッグを組んでいけば、どんどん農福連携は進んで行きそうに
思います。しかし、両者は、普段の活動の場が異なるので、交流の場がなかなかないこ
とが、タッグを組めない大きな要因になっています。日頃の交流が少ないために、農業
者、障害者の家族や障害福祉関係者の双方が、障害者が農作業を出来ることを理解でき
る場が少ないことも阻害要因になっています。
こうした阻害要因を克服するには、地方公共団体の農業部局と福祉部局が連携して、
マッチングすることが効果的です。前述のように、鳥取県がこうしたマッチングを支援
する有効性にいち早く気が付き、2010 年（平成 22 年）に「鳥取発！農福連携モデル
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事業」という事業で支援を開始しています。また、後ほど詳しく紹介するように、香川
県が県内全域を対象としたマッチング支援システムを 2012 年（平成 24 年）に構築
し、これが大きな成功を収めたことから、全国各地でこれに続く地方公共団体が出てき
ています。厚生労働省でも、こうした支援のための補助金を各県に出す「農福連携によ
る就農促進プロジェクト」を 2016 年度（平成 28 年度）から実施しています。この
補助事業を使ってマッチング支援を行う都道府県は、初年度は 7 にとどまっていまし
たが、3 年後の 2020 年度（令和２年度）には 32 にまで増加しています。
（２）このようにマッチング支援が大きく広がっている理由としては、障害者だけが農業者
の元に派遣されるのではなく、社会福祉法人等が設置・運営する就労継続支援事業所等
から、障害者と職業指導員がユニットを組んで付き添って通う施設外就労の形で、農業
者の依頼を受けて農作業の手伝いをする形を取ったことが挙げられます（図１－６）。
農村人口の減少と高齢化を受けて人出不足で困っている農業者と、下請け作業の減少
などから障害者にできる新たな仕事を探したり、より高い請負報酬を得られる仕事を探
している社会福祉法人等が出会うことは、お互いにメリットがあります。さらには、施
設外就労という形をとると、農業技術をまだ習得していない社会福祉法人等も、農業者
から作業方法を教えてもらえます。他にも、農業者が障害者に作業方法をうまく伝えら
れなくても、障害者に同行する就労継続支援事業所等の職員に作業の説明をすれば大丈
夫なので、農業者も安心です。農業側、福祉側双方にとって始める際のハードルが低く、
かつ取り組む意義を実感しやすいのが、施設外就労の特徴です。

【図１－６：施設外就労の仕組み】
（３）農作業の施設外就労による請負のマッチングで問題となるのは、農作業の対価として
支払われる請負報酬における単価の設定です。
障害者は、必ずしも健常者と同じような速さと正確さをもって農作業を行えるとは限
りません。そのため、例えば、障害者ごとに最低賃金相当額の時間単価を設定すると、
農業者にとっては、それに見合わない作業の成果しか受けられない可能性もあります。
他方で、時間単価を低く設定し過ぎてしまうと、障害者からの搾取を疑われる事態も起
こりかねません。
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こうした問題をクリアする方法としては、出来高払いが有効です。これは、農作業の
工程ごとに単価を設定し、単価に作業量（完成量）を掛け合わせたものを請負報酬とし
て支払う方法です（詳細は、講義第２−３−①「障害福祉サービス事業の運営の実務」で解説）。
このような方法であれば、お互いに納得しやすく、報酬設定のトラブルを回避できます。

６．優良事例の紹介
（１）香川県でのマッチング支援
香川県は、2011 年（平成 23 年）から、人手不足の農業者と農作業を手伝いたい社会
福祉法人等とのマッチングに取り組んでいます。福祉サイドと農業サイドがタッグを組み、
マッチングを全県的に行える仕組みを構築したことから注目を集めるようになりました。
具体的には、NPO 法人香川県社会就労センター協議会が共同受注窓口となり、
「作業を請
け負って欲しい」農業者等と「作業を請け負いたい」社会福祉法人等をマッチングする支
援を実施しています（図１－７）。
きっかけはニンニクの収穫作業での人手不足でした。2009 年度（平成 21 年度）に人
手不足のニンニク農家に社会福祉法人等を斡旋する取組を試験的に行い、翌 2010 年度
（平成 22 年度）に法人格を取得しています。香川県で行われているマッチングの素晴ら
しいところは、作業を依頼する農業者の経営規模に応じたマッチングを行っているところ
です。例えばひとりの農業者に対して複数の事業所の障害者に作業を依頼しています。こ
れにより、農業者側が希望する日までに、作業を終了させることが可能となりました。
その後、このマッチングの評判が口コミで広がり、取組は次第に本格化しています。
2021 年度（令和 3 年度）では、同県協議会のメンバーである 98 事業所のうち、施設
外就労で障害者が作業できる態勢にある 40 事業所で延べ 298 事業所が参加し、延べ作
業人数も約１万 3,700 人を超え、実施面積 27ha、農作業による工賃総額は 1,525 万
円まで事業が拡大しています。実施する作業も 2016 年度（平成 28 年度）には 20 品
目、74 項目まで増加し、その後も作業内容と農業者の延べ依頼数は毎年増え続け令和３
年度末には、延べ依頼者数は対前年比で２３増え、27５となりました。その背景には、作
業を依頼する農業者が、障害者の障害特性や作業能力に対する理解を深めたことが挙げら
れます。さらには、農作業請負が発展し、障害者を直接雇用する農園も出現しています。
なお、香川県では、令和元年から、農作業の現場で指導助言等を行う人材等を設置する
「香川型農福連携促進事業」がスタートしており、これまでのマッチングから新規参入の
事業所が継続して農作業を実施できるよう一歩踏み出した取組も行っています。
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【図１－７：香川県によるマッチングの仕組み】
（２）NPO 法人ピアファーム
社会福祉法人等が自ら農業を行う先進事例として、福井県あわら市の NPO 法人「ピア
ファーム」を紹介します。
ピアファームの施設長は、以前、社会福祉法人が中心になって設立した農業生産法人（役
員で出向）に勤めていました。ピアファームは、その社会福祉法人・農業生産法人から独
立する形で設立されました。「果樹栽培の作業を農業者から請け負うより、自分達で果樹
経営を行った方が収益を上げられる」との判断から、独立を機に果樹栽培を障害者の活動
の中核に据えることにしました。2008 年（平成 20 年）の設立の際には、ピアファーム
は近隣の梨栽培農家から、施設長が所属していた社会福祉法人にお願いしていた梨栽培の
請負作業を譲ってもらい、ピアファーム（認定農業者）がその農地を借りて、梨の栽培を
開始しています。その後、2012 年（平成 24 年）に、ハウスによるブドウ栽培に着手し、
アスパラガス、ニンジン、サツマイモ等の野菜の露地・ハウス栽培にも取組み、現在の経
営面積は約 7ha となっています。
①近隣の丘陵地で跡継ぎのいない梨園を引き継ぐ（既存の産地を継承する)、 ②県内で
生産の少ないブドウ生産に着手する（新しい産地を形成する）、③積雪が少ないことを踏ま
えて冬野菜の栽培を行う、④障害特性に配慮して各障害者ができることで作業工程を組み
立てられる作目を導入する（利用者にできることで作業を組み立てる）、⑤販路を確保した
栽培手法の導入（農産物直売所の設置、量販店バイヤーさんとのつながり）といった考え
の下に作目を選定し、複合経営により、規模拡大を進めています。
ピアファームの農業部門は、経営を安定させるために様々な工夫をしています。①栽培
に必要な設備・機械は初めから買わずに、借りることで暫くは対応する。3 年間辛抱して
みて、大規模化できる見込みがあれば設備投資する、②2011 年（平成 23 年）に認定農
業者となり、農業関係の補助金・融資を積極的に利用する、③耕作放棄地を再生して
（2013 年（平成 25 年）に約 2ha）、農地の面積を拡大する、④2009 年（平成 21
年）より、地産地消を推進する農産物直売所の経営を行う（出荷元の 176 戸の農業者等
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と関係強化）、⑤2014 年（平成 26 年）に 6 次産業化認定事業者となり、梨・ブドウを
活用した商品開発に取り組む、⑥2015 年（平成 27 年）よりブドウ観光農園にも取り組
む、⑦2020 年（令和２年）には、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保
する国際認証「ASIAGAP」を取得する、といった取組を積み重ねています。
これらの取組みにより、2018 年度（平成 30 年度）に直売所等での販売金額 1 億
４,000 万円を実現しています。これを受けて、障害者の工賃も順調にアップしてきてい
ます。具体的には、2008 年度（平成 20 年度）には 2 万 3,000 円/月であったのが、
201８年度（平成 30 年度）には 4 万 1,000 円/月にまで増加しています。このように、
ピアファームでは、梨の樹園地を中心にして、43 人の障害者等（知的障害者 23 人、生
活困窮者・ひきこもり 14 人、精神障害者３人、発達障害者 2 人、身体障害者１人）と
29 人の職員の働く場を創出しました。ピアファームの活動は、放棄果樹園の経営継承、
耕作放棄地の再利用、176 戸の農業者への販路の提供など、地域農業の維持に大きく貢
献しています。
さらには、多様な活動を通じて、地域の様々な主体との連携が生まれ、地域社会との結
びつきが深まりました。図１－８のように、ピアファームを中心にした、農業・農村の新
たなネットワークが構築されています。ピアファームは、近隣で農福連携に取り組む社会
福祉法人や農福連携に関心の高い農業者、行政機関等と「あわら・坂井のうふく連携協議
会」を立ち上げて、より広域での連携体制の構築を目指しています。
ピアファームが、NPO 法人の設立時に果樹園地をスムーズに借り受けられたことや、
果樹の安定的な生産を実現できたことには、理由があります。前述のように、施設長は、
以前に近隣の社会福祉法人に勤めていた頃、地域の果樹農家から農作業を請け負っていた
訳ですが、その中で、実践経験を積み、農業技術を蓄積していました。そして、その実践
現場で、地域の果樹農家からの信頼を得てきました。施設長が NPO 法人設立以前に行っ
ていた、地域における援農の取組や農業者との人脈形成こそが、実は、今日のピアファー
ムの農業部門の土台を形成していることに留意が必要です。

【図１－８：ピアファームと周囲の農業者、消費者等との関係図】
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（３）株式会社おおもり農園
農業者が障害者の雇用拡大に取り組む先進事例として、岡山県岡山市の「株式会社おお
もり農園」を取り上げます。おおもり農園は、事業所への施設外就労による作業依頼の取
組を経て、自ら別途設立した社会福祉法人等による障害者の確保に切り替えました。
おおもり農園は、2002 年（平成 14 年）に岡山市の市街化区域でイチゴ栽培を始めた
ご夫婦が開設した農園です。2007 年（平成 19 年）には、中国四国農政局が主催したシ
ンポジウム「クローズアップ農の福祉力」に参加し、障害者就労に関心を持つようになり
ました。その過程で知り合った社会福祉法人から、同法人の利用者である障害者４人と職
員１人を施設外就労で受け入れる形で、2008 年（平成 20 年）に農福連携の取組を開始
しています。当時は、障害者が交代で農作業を手伝いに来る施設外就労の形では、イチゴ
栽培の作業を行うのは困難だろうと考えました。そこで、作業が分かりやすい水耕栽培で、
障害者の受け入れを始めました。
その後、施設外就労を担当していた職員が異動になり、障害者の受入れを続けられなく
なってしまいました。そこで、経営主の後継者の U ターンを機に、彼が指導員となる形で
NPO 法人「杜の家」を 2010 年（平成 22 年）に併設しました。そして、2011 年（平
成 23 年）、この法人が就労継続支援 A 型事業所を開所しました。A 型事業所の利用者と
して障害者が所属し、経営主が経営する農園が事業所に農作業を依頼するという形で来て
もらうことで、農福連携の取り組みを再開しています。事業所を設置・運営する際には、
障害者福祉の有資格者が必要です。そのため、経営主の配偶者がサービス管理責任者の資
格を取得しました。再開後は、水耕栽培だけでなく、栽培が難しいと言われているイチゴ
栽培の作業工程を３年間かけて分解し、マニュアル等で見える化することで、イチゴ栽培
についても、NPO 法人がおおもり農園から作業を請け負う形で障害者が行っています（図
１－９）。
なお、利用する農地を増やしたり、農業の後継者を確保したりするために（経営主の後
継者は農業を引き継がない予定）、2014 年（平成 26 年）に農園が法人化され、株式会
社おおもり農園となりました。
おおもり農園では、ルッコラ、リーフレタス等の水耕栽培は 700 ㎡、イチゴ栽培は
3,500 ㎡にまで規模を拡大しています。特にイチゴは、2015 年（平成 27 年）秋に、
高齢農業者からイチゴの栽培施設を譲り受けて面積が倍増しています。加工を含む農産物
売上額は 2017 年度（平成 29 年度）の時点で約 2,000 万円を超えています。
こうした農業経営の規模拡大を受けて、2019 年（平成 31 年）4 月現在、精神障害者
（15 人）を中心にした障害者 19 人が働いています。周年作業により、平均賃金は 8 万
1,000／月（最大 14 万 6,000 円／月）を実現しています。また、毎年２人程度、しっ
かり仕事ができるようになった障害者が、他の企業へと就職しています。
さらに、2015 年（平成 27 年）には、障害のある子供たちを放課後に預かる、児童向
けのデイサービス事業も開始しました。2017 年（平成 29 年）には、地域で運営に窮し
ていた就労継続支援 B 型事業所「晴れの国」を併合し、その立て直しにも取り組んでいま
す。
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おおもり農園は、農業を中心に障害者 34 人を含む 50 人を超える就労の場を創出し、
地域農業の重要な担い手になっています。加えて、児童向けデイサービス事業を始めたり、
地域の他の事業所の立て直しに取り組んだりするなど、地域の障害者福祉にも積極的に取
り組みながら、地域社会との結びつきを深めています。
このように、全く障害者福祉の知見がなかった農業者でも、障害者福祉を勉強して資格
を取る中で、障害者への理解を深めることができます。それぞれの障害者が障害特性に応
じた農作業を行う体制を作りあげることで、最低賃金以上の賃金の支払いを実現していま
す。また、おおもり農園では、株式会社の法人格のある農園が、直接に障害者を雇用する
形はとっていません。福祉行政の支援を受けられる NPO 法人を併設し、そこを障害者の
所属組織とすることで、数多くの障害者の雇用を実現しています。こうした対応は、農業
サイドから農福連携に取り組む際にはよく見られる、農福連携の一つの典型的なスタイル
として定着しつつあります。
農業サイドからの農福連携の取組みでは、障害者や福祉制度に詳しい人材の確保が課題
となります。おおもり農園では、経営主の配偶者が、障害者福祉の勉強をして資格を取得
することで、福祉に関わる多くのハードルを乗り越えています。

【図１－９：株式会社おおもり農園、NPO 法人杜の家と地域との関係】
（４）CTC ひなり株式会社 浜松オフィス
農業分野に進出した特例子会社の優良事例として、特に地域とのつながりが深い「伊藤
忠テクノソリューションズ株式会社」（以下、CTC）の特例子会社「CTC ひなり株式会
社」（以下、ひなり）の浜松オフィスを取り上げます。
CTC ひなり株式会社（設立当初：株式会社ひなり）は、2010 年（平成 22 年）に設
立されました。CTC の主要オフィスに設置されているマッサージルームでのサービス提
供、CTC 各オフィスの執務エリアの美化サービスや事務代行などを実施しています。こ
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れに加えて同年、新たな職域を模索するなかで農業にたどり着き、地域でのユニバーサル
農業を推進するため、浜松オフィスを立ち上げて障害者を現地採用し、人手不足に悩む地
域内の農業者から作業を請け負って、障害者が農業に従事しています。2020 年（令和２
年）11 月末時点では、７戸の連携する農業者の手伝いをしており、障害者の働く場を確
立し、増加させることに成功しています（図１－10）。
具体的に請け負っている農作業の内容は、委託先の「京丸園株式会社」では、ミニチン
ゲンサイ等の水耕栽培における定植、出荷調整作業、「上村農園」では、アスパラガスの
ハウス栽培における施肥・株養生・除草・収穫作業をしています。他にも、ミニトマト、
キャベツ、オクラ等の露地野菜の畑の準備・定植・収穫・出荷調製作業等を請け負ってい
ます。浜松オフィス雇用者の総勢は 3７人でこのうち障害者は 28 人（設立当初は 14 人）
です。障害者（スタッフ）3～4 人と支援員（ジョブサポーター）1 人が一緒に作業する
体制を基本としています。農業技術については、管理者と障害者が一緒に作業を行う中で、
連携している農業者から習得しています。清掃や草刈り等に限られていた作業が習熟度の
高まりにより、作物の手入れやかん水チューブの補修等もこなせるようになった事例もあ
ります。
ひなりは、地域の農業者の経営改善に大きく貢献しています。ひなりに作業を依頼して
いる農業者は、「ひなりの存在があることで、農業経営の規模拡大を実現できた」と評価
しています。例えば、京丸園株式会社では、22 人の障害者（知的障害者 10 人、身体障
害者４人、精神障害者４人、発達障害者４人）を雇用して、ミニチンゲンサイ・三つ葉等
の水耕栽培を実施していますが、浜松オフィスが、週 5 日作業を請け負うことで、施設規
模の拡大を実現しています。また、上村農園では、アスパラガス、露地野菜を栽培してい
ますが、浜松オフィスが畑の準備・定植・収穫作業を請け負うことで、規模拡大が可能に
なったとしています。
このように、ひなりは、複数の農業者から多様な作業を請け負うことにより、ほぼ周年
で障害者が農作業に専従できるだけの業務量を確保しています。請負先の農業者からの農
業技術の習得により、生産性も向上させています。今後は、障害者を含めた社員のスキル
アップのための教育に注力するとともに、現行システムの安定化、連携農業者の売上げ及
び地域への貢献に取り組む考えです。
ひなりの取組に続き、2017 年（平成 29 年）には日本航空株式会社の特例子会社「株
式会社 JAL サンライト」が、2018 年（平成 30 年）には株式会社パーソルホールディ
ングスの特例子会社「パーソルサンクス株式会社」が、それぞれ農作業請負を開始してい
ます。この他、少なくとも 5 社が農作業請負を行っています（うち 4 社が 2010 年（平
成 22 年）以降の開始です）。特例子会社が地域農業の労働力不足という課題を解決する
ために欠かせない存在になっていくことが期待されます。
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【図１－10：ひなり浜松オフィスを中心とした地域の連携】
（５）NPO 法人土と風の舎「こえどファーム」
精神障害者への園芸療法や、高齢者や親子などみんな一緒に農業体験を行う園芸福祉を
行う取組として、埼玉県川越市の「NPO 法人土と風の舎」を紹介します。
園芸療法とは、障害者が農作業に取り組むことで身体や精神の状態を良くしていこうと
する医療的な取組であり、我が国では、長らく精神病院等で精神疾患の患者の治療のため
に取り組まれてきました。この分野での先進国オランダでは、国内に約 1,500 か所の「ケ
アファーム」があり、農業者が障害者を受け入れてそのケアを行い、国から報酬を得る仕
組みになっています。これは、日本の園芸療法と比べると経済的負担が少ない仕組みとな
っています。
日本では、病院に入院して園芸療法を受けていた精神疾患の患者が、心身の状態がよく
なって退院した後に、園芸療法を受ける機会を失ってしまい、再び調子を崩して入院して
くるケースが少なくないと言われています。こうした状況を受けて、退院後の精神疾患の
患者を受け入れて、園芸療法を行う社会福祉法人等が少しずつではありますが出てきてい
ます。
2007 年（平成 19 年）から取り組まれている「こえどファーム」
（「NPO 法人土と風
の舎」が運営する農園の愛称）は、このような取組の先進事例です。
NPO 法人土と風の舎は、2002 年（平成 14 年）、高齢者や親子等による農業体験を行
う体験農園の運営を目的に立ち上げられました。その後、近隣の精神科の病院が入院患者
へ園芸療法を実施していましたが、退院後に農園芸を用いたケアを行える場所がなかった
ことから、土と風の舎では、精神障害者の退院後の精神科リハビリテーションや職業リハ
ビリテーションとして農作業を行うことが企画されました。障害や世代を超えてふれあえ
る参加体験型農園「こえどファーム」と、障害者の農業実習・就労訓練を行う「アグリチ
ャレンジ事業」の両方が組み合わされて実施されています。
具体的には、約 50 人の市民（うち高齢者 35 人）が年間を通じて週２日（火曜日・金
曜日）、農業体験を行っています。障害者約５人（精神障害者、発達障害者を中心）は、毎
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週金曜日に市民と共に農業体験を行います。障害者は、通所している社会福祉法人等の判
断で、就労移行支援事業における施設外支援として参加するケースもあります。また、事
業所への通所を週一回休んで、あくまでも個人として参加するケースもあります。障害者
は、個々に相談の上で受け入れ、就労できたら卒業していきます。
その他にも、7 歳以下の子供とその親が、月一回（土曜日）に農業体験を行います（家
族約 50 組）。この場には、希望する市民・高齢者・障害者も参加して、それぞれ混ざり
合い、刺激を受け合うことが目指されています。前述の市民、高齢者、子供とその親は、
毎年春先に川越市報で募集されます。
土と風の舎の代表によれば、参加者にはどのような人が参加するのか前もって伝えてい
ないそうです。先入観なしに自然体で農作業を共同で行った方が、両者の間に良い関係が
構築されるそうです。

７．今後の可能性と取組の心構え
（１）今後の農福連携の可能性
①地域経済と他産業の情勢から、障害者の就業場所が不足し、就労する能力があるにも
かかわらず、自宅待機を余儀なくされている障害者がいる地域が存在しています。こうし
た地域では、農業分野で障害者の働く場を作り出せる可能性が高くなっています。
そして、②他産業ではその障害特性から就業できなかった障害者が、多様な作業がある
農業分野では、障害特性に合った働き場所を見つけられる可能性があります。
さらに、③農作業を行うことで、精神疾患の症状が改善したり、知的障害者に集中力や
根気がつくとの現場の声もあり、将来的に他産業で就労・就職できる障害者が増加する可
能性があります。
これらの点は、農業分野で障害者の就労を促進することで、障害者の働ける場所、居場
所を社会全体へと拡大させて、共生社会を構築していくことが可能なことを示しています。
こうした可能性がある中で、現在、多くの道府県で、農福連携の取組に対する支援が行
われています。はじめは、施設外就労での農作業の手伝いという形で、多くの農業者と社
会福祉法人等が結びつき出しています。また、次のステップに移行して、農業に本格的に
取り組む社会福祉法人等が増加しています。さらには、障害者の雇用に本格的に取り組む
農業者も増えています。
農業者の高齢化や労働力の不足は深刻化する一方であり、今後も、農作業の手伝いを通
じた農業者と社会福祉法人等の結びつきが大きく増加すると思われます。その中から、農
業に本格的に取り組む社会福祉法人等や、障害者の雇用に本格的に取り組む農業者が、こ
れまでになく加速的に増加する可能性が高いと考えられています。
農村地域には、働きたいという意思があるにもかかわらず、働く機会に恵まれない障害
者がまだまだいると言われています。企業による取組についても、法定雇用率が今後も引
き上げられていくと見込まれる中で、成功事例を参考にして農業分野で障害者の働く場を
つくる取組がさらに増加していくものと思われます。
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（２）農福連携に取り組む際の心構え
今後の農福連携については、上記のような可能性がありますが、他方で、こうした可能
性の阻害要因も残っています。
一番大きな阻害要因は、農業関係者の障害者に対する誤解、そして福祉関係者の農業に
対する誤解です。
「農業は色々なことを 1 人でやらないといけないので、プロの農業者で
も大変である。障害者に農業は難しい。」といった農業関係者の誤解、
「体力的にも集中力
の持続といった面でも、障害者は農業に向いていない。」といった障害者の保護者や福祉
関係者の誤解を、まず解く必要があります。
「1 人でなんでもやらなくても、作業を分担し、任された作業に集中して、しっかりや
れば、障害者も農業をできる」。あるいは、
「作業を切り分けることで、お手伝いが可能に
なる」。また、「ちょっとした配慮や作業手順を写真等で見える化（視覚的構造化、講義第
２−４「障害特性と職業的課題の基礎」で解説）することにより、障害者が行える作業が大き
く拡大する」。このような点を農業関係者、福祉関係者の双方に知ってもらい、誤解を解
いていくことが、何よりも重要です。
また、①人手不足で困っている農業者と、農作業を行いたい社会福祉法人等が出会う場
を設ける、②農業関係者・福祉関係者が、障害者が農作業できることを理解できる場を作
り、それぞれに紹介する、③福祉関係者が、農業技術を勉強する場を設ける、④農業関係
者が、障害者福祉を勉強する場を設ける、といった支援が必要とされています。
こうした支援は、農業サイドだけでも、福祉サイドだけでも行えません（例えば、人手
不足で困っている農業者を行政の福祉部局の担当は掘り起こすことができません。また、
農作業を行いたい社会福祉法人等を行政の農業部局の担当は掘り起こしができません）。
本章で紹介した都道府県の支援事例では、いずれも農業サイドと福祉サイドの関係部局が
連携して支援に当たっています。このことをしっかり踏まえて、農福連携の支援体制を構
築していく必要があります（＊行政が行うべき具体的な支援メニューは、「農福連携スタ
ートアップマニュアル第２分冊」（農林水産省）に掲載しています）。
人手が不足している農業者と、農作業を手伝いたい社会福祉法人等との出会い（ファー
スト・ステップ）が上手くいき、関係が長く続くと、次のステップが見えてきます。また、
園芸農家が少ない等の地域特性から、こうしたファースト・ステップが踏み出せない地域
もあります。
こうした状況におけるセカンド・ステップとしては、①施設外就労先の農業者のリタイ
ア等を受けて、手伝っていた社会福祉法人等がその農地を預かり、自分達で農業経営する
ことがあります。あるいは、②手伝ってもらっていた農業者が、障害者を貴重な戦力と判
断して、自らその障害者を雇用するケースもあります。③マッチングができない地域では、
自治体等が企業や社会福祉法人等を誘致して、農業分野で障害者の働く場を創出し、これ
らを支援していくことも考えられます。
セカンド・ステップでは、社会福祉法人等は、農業の専門家の確保、農業に関する支援
制度を受けられるようにする（認定農業者として認定、農業法人の併設等）等の行政の農
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業部局からの支援を必要とします。また、農業者・企業は、障害特性や障害者福祉制度に
対する理解、福祉に関する支援制度を受けられるようにする（事業所の併設等）といった
行政の福祉部局からの支援を必要とすることに留意が必要です。
最後に、農福連携に取り組もうとしている人達が、「農業で障害者の働く場所、居場所
を作ってあげたい」と思っても、「何から始めたらいいのか分からない」、「素晴らしい先
進事例を知って凄いなと思ったが、自分達にはとてもそのようなことはできない」と思っ
てしまった、という声も多く聞きます。一方で、素晴らしい先進事例を知って、短期間に
それと同じような取組を実現させようとする人達もいます。しかし、どのような立派な先
進事例でも、①交流イベントや農作業体験、ちょっとした農作業のお手伝いなどからはじ
めて、農業や障害者と関わり始めていることを思い出してください。そして、②立派な取
組を実現するまでには、いずれの事例でも、かなりの年数を要していることを知っていた
だきたいと思います。そのため、まずは「はじめの一歩」を踏み出してみることがとても
重要です。
〔図１－２～９：農林水産政策研究所が作成〕
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第２．社会福祉や障害者雇用・障害福祉サービス事業等に関すること

１．社会福祉と障害者福祉
（１）はじめに
本講義では、農福連携技術支援者として活動する際に必要となる社会福祉と障害者福祉
に関する基本的概念を理解することが狙いです。
農福連携では、パート労働者や外国人材でなく、まさに障害者が農業生産活動の担い手
となるのが特徴です。農福連携技術支援者は、障害者と接する前提として、社会福祉と障
害者福祉について知ることで、いつも福祉的な観点を持ち合わせていられるよう、心掛け
ましょう。
（２）「障害」や「障害者」とは何か
① 「障害者」の表記
皆さんは、
「しょうがいしゃ」と聞いたとき、どのような書き方を思い浮かべるでしょ
うか。一般には、「障害者」「障がい者」「障碍者」の３種類だと思います。
このうち、
「障碍者」の「碍」は、さえぎるという意味を表す漢字ですが、常用漢字で
無いため、あまり使われないのが一般的でしょう。国の機関は、この研修テキストを含
めて、
「障害者」という表記を用いています。その一方で、
「害」という文字は、障害の
ある人に対する良くないイメージを与えるものだとして、あえて平仮名の「障がい者」
という表記をする自治体があります。
しかし、障害のある人が「障害者」と捉えられて苦労するのは、社会の側に障壁（障
害）があるからであり、社会の側の障壁を取り除いていこうと考えれば、まさに「障害
者」という表記がピッタリとも考えられます。1980 年（昭和 55 年）
、国連で採択さ
れた「国連・国際障害者年行動計画」に、障害者とは「その社会のほかの異なったニー
ズをもつ特別な集団と考えられるべきでなく、その通常のニーズを満たすのに特別の困
難をもつ普通の市民と考えられるべき」と書かれているのは、この趣旨に通じるところ
です。表現も大切ですが、それ以上に、障害の本質を見極めることが求められます。
② 医学モデルと社会モデル
「障害」とは、特定個人の機能や能力に起因するものなのでしょうか。確かに、例え
ば、個人の精神疾患等によって、特有の行動が起こっている状態を改善しようと考えれ
ば、障害＝特定個人の機能や能力に起因するもの、と考えられます。このような考え方
を「障害の医学モデル」と言います。
その一方で、前述したとおり、例えば、視覚障害のある人が「障害者」と捉えられて
苦労するのは、点字ブロックが不十分・階段が多いといった、社会の側に障壁（障害）
があるからであり、社会の側の障壁と取り除いていこうと考えることもできます。この
ように、障害とは、人間と環境の相互作用によって発生するという考え方を「障害の社
会モデル」と言います。
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医学モデルと社会モデルは、どちらが正しくて、一方が間違っているという関係にあ
る訳でありませんが、農業者が障害者を受け入れやすい環境を作り出すことで、農福連
携を一層広げていこうという立場からすれば、社会モデルのような視点が必要不可欠で
す。
③ 障害を構造的に捉える
「A さんが、障害を克服して社会復帰した。」という表現を考えます。このとき、
「障
害を克服した」とは、どのような意味なのでしょうか。このことを考える際には、医学
的な問題がなぜ社会的な問題となるか、そのメカニズムを解明する必要があり、そのた
めには、障害を構造的に捉えることが必要です。
障害を構造的に捉えるツールとして、国際生活機能分類（ICF）があります。国際生
活機能分類は、
【ⅰ】健康状態を出発点とする、
【ⅱ】日常生活に不都合が生じている個
人的な要因（個人因子）と環境的な要因（環境因子）を把握する、
【ⅲ】中立的な表現を
する、という３つの特徴があります。
例えば、ICF に則らないで表現すると、
「A さんには、幻覚や妄想といった症状が現れ
ているため、職場において不利が生じているよね」と話すことになりますが、ICF に則
って表現すると、
「A さんは、
【ⅰ】健康状態を出発点とすれば、幻覚や妄想といった症
状が現れている、
【ⅱ】その要因は本人のストレス耐性が弱い（個人因子）ことと、周り
がストレスを与えている（環境因子）からだ、
【ⅲ】A さんが職場に参加する（中立的表
現）ために、周りがストレスを与えないようにしよう」ということになります。
このような考え方に基づき、A さんが職場に参画できれば、それがまさに、「障害を
克服した」ということになるのです。

【図１－１．国際生活機能分類の構造】
（３）ノーマライゼーションとリハビリテーション
①

ノーマライゼーション
障害者福祉に関して、しばしば「ノーマライゼーション」という言葉を耳にします。
この言葉を和訳すると、
「ひとしく生きる社会の実現」
（国立国語研究所の日本語表記提
案）となりますが、少しわかりづらいです。
そもそも、ノーマライゼーションという言葉は、
「ノーマライゼーションの父」と呼ば
れるデンマークのバンク・ミケルセンによって唱えられました。ミケルセンは、
「知的障
害者の生活を、できる限り通常の（ノーマルな）生活状態に近づけること」
「知的障害者
の住居、教育、就労、娯楽などの環境を正常化し、すべての市民と同様の法的・人間的
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権利を保障すること」と述べています。
また、スウェーデンのベンクト・ニーリエは、
「ノーマライゼーションの８つの原理」
を唱えました。これは、以下の８つのことを普通に確保できることを謳っています。
【ⅰ】起床し、衣服を着、食事をして就寝するといったパターンや時間を含む１日のリ
ズム
【ⅱ】週末をウィークデーとは異なるものとして区別するだけでなく、異なる環境で家
庭生活、仕事、余暇活動を楽しむ重要性を含む１週間のリズム
【ⅲ】休暇への参加を含む１年のリズム
【ⅳ】幼児期、青年期、成人期、老年期に通常の期待を経験することを含む、ライフサ
イクルの各段階
【ⅴ】自己決定
【ⅵ】結婚する権利を含む異性との関係など、さまざまな人間関係の発達
【ⅶ】事業所で請け負った仕事に対する支払いや公平な賃金を守るための十分な方法を
含む経済的標準
【ⅷ】社会にある普通の市民が利用できる施設をモデルにした学校、事業所、グループ
ホーム、入所施設といった諸施設の基準に対するニーズを含む環境標準
農福連携では、農業者は【ⅶ】を意識する必要があるのは言うまでもありませんが、
同時に、障害者も障害のない人と同じように、
【ⅰ】～【ⅵ】という当たり前の側面があ
ることに目を向けると、農場において自然なコミュニケーションが取れることを想像で
きます。
② リハビリテーション
もう一つ、障害者福祉についてしばしば耳にする言葉が「リハビリテーション」です。
リハビリテーションは、RE（再び）＋Habilis（適する）→再び適したものにするとい
う字義のとおり、1968 年（昭和 43 年）、WHO によって、
「医学的、社会的、教育的、
職業的手段を組み合わせ、訓練あるいは再訓練することによって、障害者が機能的能力
を可能な最高レベルに達しめること」と定義されました。
しかし、その後、H.A.ラスクによって、
「リハビリテーションとは、人生に年月（物理
的時間）を継ぎ足すだけでなく、（延長された今後の）年月に生命をつぎ込むことであ
る。」と述べられたように、単なる淡々としたトレーニングだけでなく、その意義に目を
向ける必要があることに気付かされます。
そのため、1982 年（昭和 57 年）、国連の障害者世界行動計画では、
「リハビリテー
ションとは、身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準の達成を可能とす
ることによって、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことを
めざし、かつ、時間を限定したプロセスである。」と定義されました。
このように、リハビリテーションの定義は、時代とともに変遷しています。
農福連携技術支援者が関わる農福連携は、農作業を通じた機能回復という「医学的リ
ハビリテーション」よりも、農作業を通じて職業的な能力を獲得したり、職業世界に参
画するという「職業リハビリテーション」の意味合いが強いものと考えられます。農福
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連携技術支援者は、障害者が農作業に携わる過程が、農業者に対する労働力の提供とと
もに、障害者の人生にとって有意義なプロセスであることを認識することが必要です。
（４）我が国における障害者を支える法律・制度
① 障害者福祉の歴史的発展
（ア）古代～戦時下
障害者や障害児（18 歳未満の方）は、有史以来、確実に存在していたと考えられま
す。今では信じられないことですが、鎌倉時代より前は、
「親の因果として子に報いが来
た」という因果応報の考え方があり、障害者は大衆の見世物となり、また「家の恥であ
る」という考え方が生まれていました。
しかし、鎌倉時代～室町時代には、例えば琵琶演奏で著名な「琵琶法師」、江戸時代に
は、鍼・灸・按摩師など、盲人と呼ばれる視覚障害者が活躍したり、保護されており、
この頃から特定の障害者への配慮が確認されています。
その後、1874 年（明治７年）には、明治政府が生活困窮者の公的救済を目的として、
日本で初めて統一的な基準を示した救貧法「恤救規則」ができました。これは、米代を
支給するといった慈善的な制度でした。1924 年（大正 13 年）には、救護法ができ、
「精神または身体の障碍」という記載で、初めて障害者が規定されました。
その一方で、富国強兵のための「世の中に役に立つ障害者を育てる」という思想のも
と、盲児・聾児に対する障害児教育が行われ、1879 年（明治 12 年）には、京都府立
盲唖院が設立されて職業教育が行われました。また、治安維持のための精神障害者対策
として、1900 年（明治 33 年）には、座敷牢などでの「私宅監置」を認める精神病者
救護法、1919 年（大正８年）には、精神疾患を有する者の強制的入院を認める「精神
病院法」ができています。＊これらの法律等は、現在は、廃止されています。
（イ）戦争終了後～高度経済成長期
1946 年（昭和 21 年）、日本国憲法が公布されました。憲法第 25 条には、
「すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、国の
公的責任としての社会福祉と社会保障が明確化されました。
このことを受け、1947 年（昭和 22 年）には、児童福祉法が制定され、障害児施設
が位置づけられるとともに、1949 年（昭和 25 年）の身体障害者福祉法、1950 年
（昭和 26 年）の精神衛生法の制定を経て、1960 年（昭和 35 年）には精神薄弱者福
祉法（現在の知的障害者福祉法）が制定され、親なき後のために「入所施設」が位置づ
けられました。
高度経済成長期には、1963 年（昭和 38 年）に、児童福祉法が改正されて重症心身
障害児施設の設置につながりました。また、1970 年（昭和 45 年）には、心身障害者
対策基本法（現在の障害者基本法）が制定されて、障害者福祉の総合的推進を図ること
になりました。1971 年（昭和 46 年）には、群馬県高崎市に国立のコロニーが設置さ
れ、各地に大型コロニーが設置されました（現在は、
「独立行政法人国立重度知的障害者
総合施設のぞみの園」の１か所となっています。）
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このように、戦争終了後～高度経済成長期には、年齢や障害を問わず、施設中心の支
援策が形成されていきました。しかし、その背景には、もしかしたら、人々の中に、経
済優先の価値観の中で、
「障害をもって生きるのは不幸である」
「施設の中で、保護され
るべき客体として過ごしてもらいたい」という考え方があったのかもしれません。
イラスト１は、障害者が自ら車輪を押して、前に進も
＜イメージ＞
うとしている様子を示している。つまり、障害者は、
権利を行使して自立する存在。
一方で、イラスト２は、障害者が両手をひじ掛けに置
いており、誰かから介助されることを前提としてい
る。時には休むことも必要ではあるが、障害者が、保

イラスト１

イラスト２

護されるべき客体とされているようにも見える。

【図１－２：車いすのイラストを比較した際の障害者の違い】
（ウ）高度経済成長期～現在
高度経済成長期から現在にかけて、障害者福祉の制度は、行政が職権で障害者に対し
て必要なサービスの内容と量を決定する「措置制度」から、障害者が自ら望むサービス
を受けることを自己決定して、行政がそれに必要な補助のみを行う「支援費制度」に変
遷してきました。
2003 年（平成 15 年）までは、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法に基づき、身
体障害者と知的障害者に対して、措置制度が施されており、2003 年（平成 15 年）に
は、両障害者に対して支援費制度が採用されましたが、精神障害者に対しては、個別の
支援費の支払いの形式をとらず、精神障害者の施設施設に対して補助金を与える限度に
とどまっていました。
しかし、このように、支援費制度・補助金交付を行い続けると、支援を必要とする障
害者が増大するにつれて、財源が不足してきました。そこで、2006 年（平成 18 年）
４月には、
「障害者自立支援法」ができ、身体・知的・精神の三障害のサービス体系を一
元化して、すべて支援費制度に移行するとともに、それぞれの障害者がサービスを利用
した量に応じて費用の１割までを負担する「応益負担」が導入されました。しかし、障
害ゆえにこれまでの財産の形成が少ない人もいることから、2012 年（平成 24 年）に
は、障害者自立支援法が改正され、前年所得に着目した区分により費用を支払える能力
に応じて費用を支払う「応能負担」になりました。その結果、現在では、実質的にはサ
ービス提供費用の大半が公費で賄われています。また、この改正では、18 歳未満の障
害児に対する福祉サービスは、児童福祉法に基づくよう整理されるとともに、自閉症ス
ペクトラム（アスペルガー症候群等）といった発達障害が障害者自立支援法の対象であ
ることを明確化しました。
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＊農福連携の現場において、障害者に対するサービスの名称が使われることがあります。
そのうち、特に就労系の障害福祉サービスについては、障害者自立支援法の制定以前で
は、①福祉工場と②授産施設・作業所という２種類の施設が、三障害ごとに位置づけら
れていました。その後、障害者自立支援法が制定され、①福祉工場は主として就労継続
支援 A 型事業所、②授産施設・作業所は主として就労継続支援 B 型事業所と名称を変
え、③それに加えて授産施設からの変更も含めて就労移行支援事業所ができ、この三区
分が現在の障害者総合支援法まで引き継がれています（詳細は、講義第２－２「障害者
雇用と障害福祉サービス事業の仕組み、関係機関の役割」で解説）
。障害者自立支援法
の下では、すべての事業所が新体系に移行するまでのしばらくの間は、福祉工場と授産
施設も併存していました。そのため、その名残として、現場では、まだ、従来の授産施
設という言葉を使う方もいますので、それが現在の B 型事業所を指すことが多い点に
注意してください。
②

現行の障害者総合支援法の特徴
2013 年（平成 25 年）４月、障害者自立支援法が改正され、「障害者総合支援法」
が施行されました。この法律は、現行法となりますので、とても重要です。
障害者総合支援法のポイントは、３つあります。
【ⅰ】基本理念の規定
障害者総合支援法は、障害者自立支援法に無かった基本理念を規定しました。
第１条には、
「障害者（中略）が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
（中略）、障害の有無にかかわらず国
民が相互に人格と個性を尊重（中略）する。」と書かれています。つまり、障害者は、保
護されるべき客体でなく、権利を行使する主体であるということです（先述した車いす
の絵を思い出してください）。
また、第１条の２には、
「障害者（中略）が日常生活又は社会生活を営むための支援は、
可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を
受けられることにより、
（中略）障害者（中略）にとって日常生活又は社会生活を営む上
での障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に
資することを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない」と書かれていま
す。つまり、障害者福祉のサービスの提供主体となる行政は、可能な限り身近な場所＝
市町村であり、かつ、障害者が、その地域において普通に暮らしていく共生社会が必要
ということになります（先述したベンクト・ニーリエのノーマライゼーションを思い出
してください）。
【ⅱ】難病も支援対象に
障害者総合支援法は、障害者自立支援法の対象になっていなかった「治療方法が確立
していない疾病その他の特殊な疾病」である「難病」も対象にしました。ただし、講義
第２－４「障害特性と職業的課題の基礎」で解説するように、障害者基本法では、身体・
知的・精神の３障害を対象としていますので、以降は、３障害をベースとしてお話しし
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ます。
【ⅲ】障害程度区分から障害支援区分に
障害者自立支援法では、主に日常生活行為ができるかという観点から、「障害程度区
分」という物差しを定めて、受けられるサービスの程度や時間の目安としていました。
しかし、一口に障害といっても、その実情はさまざまであり、置かれた環境によっても
日常生活行為をできるかが異なります。そこで、障害者総合支援法は、
「障害支援区分」
を定めて、それぞれの生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかとい
った度合いを、コンピュータによる一次判定と、かかりつけ医の意見書や認定調査（下
記）の特記事項なども踏まえた市区町村の審査会による二次判定によって認定すること
となりました（＊ただし、介護系の障害福祉サービスを受けない者、例えば、農福連携
で中心となる就労系障害福祉サービスを利用しようとする者については、このような判
定手法を用いることを省略し、市町村の保健福祉部局の職員が、利用者希望者の障害状
況・生活環境等を聞き取る「認定調査」のみを行うことがあります）。
障害支援区分は、
「非該当」と障害支援区分「１」～「６」までで構成されており、数
字の大きいほうが、より支援が必要とされます。障害支援区分によって、受けられるサ
ービスと受けられないサービスがあり、例えば、主に昼間の介護を行う生活介護のサー
ビスでは、障害支援区分が３以上の者とされています。
（５）合理的配慮の提供義務
① 国連の障害者権利条約
日本は、国連の障害者権利条約を批准していますが、この条約では、
「合理的配慮を提
供する義務」についても書かれています。
障害者権利条約は、
「締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者の
あらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保（中略）する」
（障害者権利条
約第４条第１項）としており、この「障害に基づく差別」には、
「合理的配慮の否定を含
む」とされています（障害者権利条約第２条）。
また、障害者権利条約は、特に障害者の労働及び雇用について、
「職場において合理的
配慮が障害者に提供されることを確保すること」としています（障害者権利条約第 27
条第１項の（i）
）。
そして、障害者に対する「合理的配慮」とは、
「障害者が他の者との平等を基礎として
全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当
な変更及び調整」とされています（障害者権利条約第２条）。
② 日本の障害者差別解消法、障害者雇用促進法
日本では、平成 26 年１月に国連の障害者権利条約を批准したことを受け、平成 28
年 4 月に「障害者差別解消法」を施行するとともに、特に障害者の労働及び雇用につ
いては、同年月に改正「障害者雇用促進法」を施行しました。
具体的には、障害者差別解消法は、
「事業者は、
（中略）障害者から（中略）意思の表
明があった場合において、（中略）合理的な配慮をするように努めなければならない」
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（障害者差別解消法第８条第２項）としています。
さらに、障害者差別解消法は、
「事業者が、事業主としての立場で、労働者に対して行
う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者雇用促進法の定める
ところによる」（障害者差別解消法第 13 条）としたうえで、障害者雇用促進法では、
「事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保
又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善す
るため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に
必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない」
（障害者雇用促進法第 36 条の３）としています。ただし、
「事業主に対して過重な負担
を及ぼすこととなるときは、この限りではない。
」
（同上）との猶予も与えられています。
つまり、農福連携についていえば、
（ア）農業者が障害者を労働者として直接雇用する
場合には、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供しなければならない義務があ
り、（イ）農業者が就労系障害福祉サービス事業所の利用者を施設外就労で受け入れる
場合には、合理的配慮を提供するよう努力する義務がある、ということになります。
受け入れる農業者は、障害者が合理的配慮の表出しやすい雰囲気・環境を作ることが
必要であり、障害者自身も配慮を表出することが求められています。厚生労働省は、
2019 年度（令和元年度）、障害者が働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望
する配慮などについて、支援機関と一緒に整理し、事業主などにわかりやすく伝えるた
めのツールである「就労パスポート」を作りました。
③ 合理的配慮の指針
厚生労働省は、平成 27 年３月に「合理的配慮指針」を公表し（障害者雇用促進法第
３６条の５第１項参照）、採用後の合理的配慮を「障害者である労働者の障害の特性に
配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置」と表現しています（障害者雇用促進法第 36
条の３及び合理的配慮指針第２）。また、厚生労働省は、障害者の労働及び雇用における
合理的配慮の具体例も例示しており、これは、施設外就労の場合にも参考になります。
詳細については、講義第２－５．「障害特性に対応した農作業支援技法」で学びます。
〔図１－１：職業能力開発総合大学校『障害者職業訓練コーディネーター研修』テキスト
（昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科（当時）若林功）より〕
〔図１－２：WEB サイトフリー素材より〕
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２．障害者雇用と障害福祉サービス事業の仕組み、関係機関の役割
（１）はじめに
本講義では、農福連携技術支援者として活動する際に必要となる障害者雇用と障害福祉
サービス事業の仕組みに加え、雇用と福祉に関係する機関の役割を理解することが狙いで
す。
農福連携の取組パターンには、講義第１「序章（農福連携概論）」でふれたように、①農
業者が障害者を直接雇用するパターンと、②農業者が障害福祉サービス事業所から利用者
を受け入れるパターンがあります。前者は障害者の「一般就労」や「障害者雇用」、後者は
障害者の「福祉的就労」や「障害福祉サービスの利用」といった取組として呼ばれますが、
それぞれ仕組みが全く異なります。そのため、福祉関係者と会話する際には、これらにつ
いての正確な理解が不可欠です。
農福連携技術支援者は、福祉のプロである必要はありませんが、現場で支援する際には、
農業者などの関係者から、自らの知見を超えたレベルの質問をされる可能性があります。
その際には、雇用と福祉に関係する機関の名称と役割、農福連携技術支援者が活動する地
域における所在を把握しておくことで、それぞれの窓口を円滑に紹介できるよう準備して
おいてください。
（２）障害者の一般就労（＝障害者雇用）と福祉的就労（＝障害福祉サービスの利用）の
違い
① 農福連携において取り組まれている障害者の働き方には、主に以下の２種類がありま
す。
１種類目は、農業者に直接雇用される働き方であり、障害者の「一般就労」や「障害
者雇用」等と表現されます。
２種類目は、障害者のための施設である「就労系障害福祉サービス事業所（以下、
「事
業所」という。）」に利用者として所属し、事業所内において、または、外の企業等の環
境で働くやり方です。これは一般的に「福祉的就労」と言われており、事業所の中で作
業を行うやり方を「施設内就労」
、外の企業等に通って働くやり方を「施設外就労」と言
います。
農福連携では、施設外就労が中心になりますが、その具体的な仕組みについては、講
義第２—３—①「障害福祉サービス事業の運営の事務」で解説します。
② 障害者の一般就労の場合、健常者が企業等に就職して社員等になるのと同じように、
労働関係法規が厳格に適用されます。例えば、企業等からは、最低賃金以上の給与が支
給されますし、企業等には労働者の安全に配慮する義務があります。
一方で、福祉的就労の場合、障害者と事業所の間には、労働関係法規が厳格に適用さ
れる場合とされない場合がありますが、事業所は障害者の知識・技能を高める訓練の場
であって労働のみの場ではありませんから、事業所は、それぞれの障害者の状態に合わ
せて、作業時間等を柔軟に設定することができます。また、利用者は、事業所から賃金
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（就労継続支援 A 型事業所の場合）又は工賃（主として就労継続支援 B 型事業所の場
合）を支給されます。
③ 障害者が働く際には、例えば、特別支援学校等の学校を卒業して直ちに一般就労する
ケースがあるほか、学校卒業後にまずは福祉的就労を行い、可能であれば一般就労を目
指すケースもあります。2020 年（令和２年）時点では、福祉的就労から一般就労に移
行する障害者は約１万９000 人となっており、サービス終了者に占める一般就労への
移行者の割合は、年間約 30％となっています。

【図２－１：障害者の一般就労】

【図２－２：障害者の福祉的就労】

（３）障害者の一般就労（＝障害者雇用）について
① 2021 年度（令和 3 年度）時点で、民間企業における障害者の雇用者数は、18 年連
続で過去最高を更新しております。また、障害者の雇用義務がある従業員 43.5 人以上
の民間企業に雇用されている障害者数は約 60 万人であり、身体障害者、知的障害者、
精神障害者の順に多くなっています。なお、雇用率のカウントについては、週の所定労
働時間が 30 時間以上の場合は１人、20 時間以上 30 時間未満の場合は 0.5 人として
カウントし、重度の場合はダブルカウントするといった仕組みになっていますので、こ
れらの合計が約 60 万人ということです。
② このように、障害者の一般就労が増えている理由の一つとして、障害者雇用促進法に
基づく各種の取組により、雇用が促進されてきた点が挙げられます。
その一つが、障害者の法定雇用率制度です。これは、事業主に対して、常時雇用する
従業員のうち、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けるものです。
具体的には、民間企業（農業法人や JA も含みます）は 2.3％以上、国・地方自治体
等は 2.6％以上、都道府県等の教育委員会は 2.5％以上となります。この割合を「法定
雇用率」と言います。そして、その計算の結果、１人未満の端数が出る場合には、切り
捨てることとされていますので、従業員の数が 43.5 人以上である民間企業は、雇用す
べき障害者数が少なくとも１、すなわち、雇用義務が発生します。
なお、法定雇用率を達成している民間企業は約半分にとどまっており、今後、一層の
雇用拡大が求められます。
③ 民間企業が単独で障害者の法定雇用率を達成することが難しい場合、その親会社が出
資して子会社を設立し、当該子会社で雇用した障害者の数を、一定の要件の下、親会社
における法定雇用率の算定基礎に含める仕組みがあります。このような子会社のことを
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「特例子会社」といい、農福連携に取り組む特例子会社も確認されています（講義第１
「序章（農福連携概論）」で解説）。2021 年（令和 3 年）６月１日時点で、特例子会社
で働く障害者数は、約 4 万 2,000 人です。
一方で、施設外就労（後述）で受け入れた障害者は、法定雇用率の算定基礎に含める
ことはできません。
④ 法定雇用率を算定する対象として必ず雇わなければならない障害者は、以前から対象
であった身体障害者と知的障害者に加え、2018 年（平成 30 年）４月からは精神障害
者も対象になっています。
⑤ 民間企業が法定雇用率を達成できなかった場合、常用労働者数が 100 人超の事業主
は不足分１人あたりにつき月額５万円を納付金として、独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構（略称「JEED」（ジード））に納付することとなっています。そして、
それを原資として、法定雇用率以上に障害者を雇用している事業主に対し、一定の要件
の下、超過分１人あたりにつき月額２万 1,000 円 又は ２万 7,000 円の報奨金・調
整金を支給することになっています。このような仕組みを「障害者雇用納付金制度」と
いい、これは、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整する趣旨で実施されます。
なお、納付金を納付したとしても、雇用義務が免除される訳でありません。
⑥ 事業主は、社員である障害者に対して、過重な負担にならない程度において、合理的
配慮を提供する法律上の義務があります。例えば、障害特性に配慮したバリアフリー化、
出退勤時刻の柔軟化、援助者の配置などがこれに該当します。詳細については、講義第
２－５「障害特性に対応した農作業支援技法」で解説します。
⑦ 通常の正社員と同じ勤務時間で勤務することが難しい場合、週の所定労働時間 20 時
間あるいは 30 時間以上という短時間での勤務を検討する他、さらに短い時間から段階
的に労働時間を増やしていく短時間の「トライアル雇用」を行うことができます。また、
ハローワークなどを通じて障害者を雇い入れてトライアル雇用を行った事業主は、ハロ
ーワークから、一定額の給付金を得られる場合があります。
（⑧

精神又は身体の障害により、著しく労働能力が低い方については、一般の労働者に適用される最低賃金を必ず払わなければなら
ないとすると、かえって、雇用の機会が失われるおそれがあります。そのため、最低賃金法は、使用者からの申請に基づき、都道
府県労働局長の許可により、最低賃金から減額した給与を支払うことを認めています。これを「最低賃金の減額特例制度」と言い
ます。減額する際には、労働基準監督署の職員が、実際に職場を訪問して、減額の対象となる障害者の労働能率の把握を行ったう
えで、金額を算定します。
最低賃金の減額特例制度は、あくまで例外であって、積極的に使うものでありません。ただし、実際には、農福連携に取り組む

農業者の中にも、この制度を活用しているケースも散見されるところです。賃金の設定に際しては、専門の職員が公平に金額を決
定してくれますが、農業者は、障害者が職務に慣れて労働能力が上がってきた際には、積極的に給与アップに努めることが必要で
す。
）

（４）障害者の福祉的就労（＝障害福祉サービスの利用）について
① 障害者に対しては、障害者総合支援法に基づき、日常生活や就労等に関する様々な障
害福祉サービスが提供されます。このうち、障害者の「働く」ことを支援するサービス、
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すなわち就労系障害福祉サービスには、【ⅰ】障害者が決められた期間で一般就労に移
行するための訓練をする「就労移行支援」、【ⅱ】期間を定めずに福祉的就労に従事し、
就労に必要な知識・経験を積んでいく「就労継続支援」
、
【ⅲ】障害者が企業等で働き続
けるために支援する「就労定着支援」、という３つのサービスがあります。このうち、農
福連携で中心となるのは、主として前二者です。
また、事業所は、職員への給与や水道光熱費等の経費を支出する必要がありますが、
事業所は、国や地方自治体の公費を主な原資とする「訓練等給付費」という報酬を得て、
経費に充当しています。
② 就労移行支援事業所とは、２年以内に一般就労に移行する訓練を行う事業所です。就
労移行支援事業所は、2021 年（令和３年）12 月時点において、全国で約 3,000 か
所あり、東京都・大阪府・神奈川県などの大都市に多く設置されています。また、利用
者数は、約３万 5,000 人です。
就労移行支援事業所が得られる報酬は、利用者が一般就労した後、職場に定着した方
の前年度の割合が多いほど多くなります。就労移行支援事業所は、就労に必要な訓練だ
けでなく、利用者が一般就労した後に、職場への定着に向け、職業生活における相談等
の支援を行わなければならないものとなっています。
③ 就労継続支援 A 型事業所とは、事業所と利用者が雇用契約を締結する事業所です（雇
用契約を締結するのは、事業所と利用者の間であり、施設外就労先である農業者と利用
者の間には、雇用契約関係がありません）。就労継続支援 A 型事業所は、一般企業で雇
用されることは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことが可能な障害者が利用しま
す。2021 年（令和３年）12 月時点において、全国で約 4,100 か所があり、大阪府・
福岡県・愛知県・北海道などに多く設置されています。また、利用者数は、約７万 9,000
人です。
就労継続支援 A 型事業所が得られる報酬は、1 日の平均労働時間、生産活動収支、
利用者の多様な働き方のニーズへの対応状況、職員の支援力向上のための取組状況、地
域と連携した活動への取組状況の 5 つの観点から評価される仕組みとなっています。
④ 就労継続支援 B 型事業所とは、事業所と利用者が雇用契約を締結しない形で就労の
機会を提供する事業所です。利用者には労働者性がないため、作業時間等について指示
命令に従う厳格な義務が課せられているのでなく、柔軟な勤務が可能です。就労継続支
援 B 型事業所は、利用対象者として、50 歳に達している者又は障害基礎年金１級を受
給している者等を想定しているため、就労継続支援 A 型事業所と比べて、比較的障害
程度が重い障害者が利用することが多いです。就労継続支援 B 型事業所が農作業に取
り組む事例も、全国で数多く確認されています。2021 年（令和３年）12 月時点にお
いて、全国で約１万 4,800 か所と就労系障害福祉サービスの中で最も多くなっており、
大阪府・北海道・東京都・兵庫県などに多く設置されています。また、利用者数も約 30
万 3,000 人と、こちらも就労系障害福祉サービスの中で最も多くなっています。
就労継続支援 B 型事業所が得られる報酬は、利用者に支払う工賃に応じて段階的に
評価される報酬体系と、利用者の生産活動等への参加等をもって一律に評価される報
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酬体系があります。
⑤ 就労継続支援 A 型事業所と就労継続支援 B 型事業所の利用者は、事業所から、ぞれ
ぞれ賃金/工賃を支給されます。また、就労移行支援事業所の場合、生産活動を行うこ
とが義務になっていないため、工賃がない場合もあります。
就労継続支援 A 型事業所から支払われる賃金は、必ず最低賃金以上となる必要があ
りますが、2020 年度（令和２年度）における平均月額賃金は 7 万 9,625 円です。
また、就労継続支援 B 型事業所から支払われる工賃は、必ず月額 3,000 円以上とする
必要がありますが、同年度における平均月額工賃は１万 5,776 円です。
（５）雇用と福祉に関係する機関の種類・役割・所在
雇用と福祉に関係する機関のうち、特に農福連携の現場において関わることが多いもの
は、主に以下の５つがあります。このうち、①～④の各機関は、相互に情報共有しながら、
障害者本人を一貫して支援しています。農福連携技術支援者は、それぞれの役割を正確に
理解することが必要です。
① 地域障害者職業センター
（ア）地域障害者職業センターとは、障害者雇用促進法に基づき、障害者の職業リハビリ
テーション（＝職業評価、職業相談など）を行う公的機関です。地域障害者職業セン
ターは、JEED の機関であり、全国に 52 か所（各都道府県に１カ所、北海道・東京
都・愛知県・大阪府・福岡県の５か所には支所あり）が設置されています。
（イ）地域障害者職業センターには、障害者職業カウンセラーや配置型ジョブコーチとい
う職員が在籍しており、障害者を雇用する事業主に対して、雇用管理に関する専門的
助言を行うほか、障害者本人に対して職業評価など専門的な職業リハビリテーション
を行います。
② 公共職業安定所（ハローワーク）
（ア）ハローワークとは、職業安定法に基づき、就職を希望する方（求職者）への職業紹
介や、雇入れを希望する事業主（求人者）への人材紹介を行う公的機関です。ハロー
ワークは、厚生労働省の機関であり、2021 年（令和３年）３月末時点で全国に 544
か所設置されています。
（イ）ハローワークには、障害者雇用促進法に基づき、専門援助部門等と呼ばれる障害者
の職業紹介のための専門窓口が設けられており、障害のある求職者に対する就職支援
を行うほか、障害者を対象とした求人（障害者専用求人）の作成支援なども行ってい
ます。また、ハローワークは、企業の雇用指導として、障害者雇用関係の助成金の窓
口でもあります。
③ 障害者就業・生活支援センター
（ア）障害者就業・生活支援センターとは、障害者雇用促進法に基づき、障害者の就業面
と生活面の一体的な支援を行う機関です。通称、
「なかぽつセンター」又は「しゅうぽ
つセンター」と言います。本センターは、都道府県知事が指定した社会福祉法人・NPO
法人等が運営しており、202２年（令和４年）４月末時点で全ての都道府県に合計 33
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８か所設置されています。
（イ）障害者就業・生活支援センターには、就業支援と生活支援とそれぞれの担当者がお
り、例えば、仕事を行う上で必要なコミュニケーションといった就業面に加え、生活
リズムの確立や金銭管理といった就業に伴う生活面に関するアドバイスを行うこと
により、障害者をサポートしています。
農業者は、直接雇用した障害者の就労にあたって課題が生じた際には、自身が障害
者就業・生活支援センターに相談するとともに障害者に障害者就業・生活支援センタ
ーでの相談を勧めるなどして、支援を受けられるように配慮することが望ましいです。
④ 特別支援学校
（ア）特別支援学校は、障害のある児童・生徒が教育を受けるための学校です。例えば、
目の不自由な児童・生徒が通う「○○盲学校」、耳の不自由な児童・生徒が通う「○○
聾（ろう）学校」、「○○養護学校」などと呼ばれる学校は、特別支援学校です。
（イ）特別支援学校には、通常の学校に対応して、６年間の小学部・３年間の中学部・３
年間の高等部（全国 1,011 校、令和３年５月１日現在）があります。そして、特別
支援学校の高等部の生徒は、卒業後、進学・一般就労・福祉的就労・在宅といったス
テップに移行します。このうち、農福連携に関係するのは、主として、一般就労又は
福祉的就労に進むケースです。
（ウ）福祉的就労については、高等部の在学中に就労系障害福祉サービス事業所を体験利
用したうえで、保護者や教員等を含めて話し合い、本人の適性に合わせて事業所を選
択しているのが実態です。ただし、就労継続支援 B 型事業所を利用する場合は、就労
移行支援事業所等で、職業能力の評価「就労アセスメント」により、就労面の課題等
の把握が行われている必要があります。
（エ）一般就労については、特別支援学校の高等部は、近隣の企業などを訪問して「職場
実習」を行っています。生徒と保護者は、職場実習を通じて、関心のある職業分野を
探るとともに、適性を見極めます。また、受入企業にとっては、生徒の職場への適性
などを見極め、卒業後の採用を検討する期間にもなりえます。
また、一般に、特別支援学校の高等部は、生徒に幅広い分野を体験させるために、
職場実習を受け入れる企業を開拓したいことが多いので、受入れを検討する農業者は、
近隣の特別支援学校の進路指導部署に問い合わせるとよいです。
⑤ 共同受注窓口
（ア）共同受注窓口とは、企業等が発注したい物品や役務の内容を、受注が可能な事業所
にあっせん・仲介する窓口のことを言います。農福連携についていえば、農作業を請
け負ってほしい農業者を、農作業の請負が可能な事業所にあっせんして、農作業に関
する請負契約の締結を仲介することとなります。
共同受注窓口は、各都道府県等から社会福祉法人や NPO 法人等への業務委託によ
り運営されており、全国 100 か所程度が設けられ、
「社会就労センター協議会」など
が運営しています。また、
「ナイスハートネット」という WEB サイトを用いて、WEB
サイト上で仲介を行っているところもあります。
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（イ）現時点では、すべての共同受注窓口が、農業分野におけるあっせん・仲介に積極的
とは限りませんが、共同受注窓口の中には、農業分野専任のコーディネーターを置い
て、毎年多くの仲介を行っているところもあり、どの作物についてどのくらい作業を
するか、請負報酬単価をいくらにするかといった契約内容の交渉にも関わっていま
す。
機関の名称
地域障害者職業センター

ハローワーク

役割

所在

・事業主に対する雇用管理の専門的助言

全国 52 カ所（各都道府県に１カ

・障害者に対する職業評価等による支援

所と５カ所の支部）

・障害者の職業紹介

全国 544 カ所

・雇用関係助成金の窓口
障害者就業・生活支援センター

・障害者に対する就業及びこれに伴う日常生活

全国 33８カ所

上の問題についての相談
・事業主に対する障害者の就職後の雇用管理に
係る助言等
特別支援学校

・障害がある児童・生徒の教育

全国 1,160 校、うち高等部は

・障害がある生徒の職場実習

1,011 校（国立・公立・私立を
合わせて）

共同受注窓口

・企業と障害福祉サービス事業所の契約締結の

全国 100 カ所程度

あっせん・仲介

【図２－３：雇用と福祉に関する機関の種類・役割・所在】
（６）職場適応援助者（「ジョブコーチ」
）について
① 「職場適応援助者」（「ジョブコーチ」）とは、障害者が職場に適応しやすくするため
に、職場に訪問して、障害者と事業主の双方にアドバイスをする専門人材のことを言い
ます。職場適応援助者支援制度は、厚生労働省の制度として 2002 年（平成 14 年）
に誕生して以来、現在に至るまで、確立した制度として存在しています。具体的には、
職場適応援助者になろうとする者は、JEED や厚生労働大臣が定める民間事業者が実施
する研修を受講し、修了認定される必要があります。
② 職場適応援助者には、３種類があります。
１種類目は、
「配置型ジョブコーチ」です。これは、JEED の職員であり、要請に応じ
て地域障害者職業センターから企業等に派遣されます。企業等は、配置型ジョブコーチ
による支援を無料で受けられます。配置型ジョブコーチは、現在、全国で約 300 名い
ます。
２種類目は、
「訪問型ジョブコーチ」です。これは、障害者の就労支援を行う社会福祉
法人・NPO 法人等の職員のうち、研修修了認定された者のことであり、外部の企業等
からの要請に応じて派遣されます。訪問型ジョブコーチが所属する社会福祉法人・NPO
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法人等は、活動に応じて、JEED から助成金を支給されます。また、企業等は、訪問型
ジョブコーチによる支援を無料で受けられます。
３種類目は、
「企業在籍型ジョブコーチ」です。これは、障害者を雇用する企業等の社
員のうち、研修修了認定された者のことであり、自社の障害者社員とその上司・同僚等
へのアドバイスを行います。企業在籍型ジョブコーチが所属する企業等は、活動に応じ
て、JEED から助成金を支給されます。
なお、修了認定された者のうち、現在、全国で約 700 人超の訪問型ジョブコーチ・
企業在籍型ジョブコーチが、助成金の対象となるジョブコーチ支援を行っています。
（７）厚生労働省の職場適応援助者と農林水産省の農福連携技術支援者との違い
厚生労働省の職場適応援助者と、農林水産省の農福連携技術支援者とは、全く別の制度
で、活動にあたってはそれぞれの研修を受講する必要があります。
厚生労働省の職場適応援助者支援事業は、企業が障害者を直接雇用する場合のみを対象
にしており、支援内容は、職場適応にかかる具体的な課題によって異なりますが、例えば、
事業主や上司・同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言、障害者本人に対する職務
の遂行や職場内のコミュニケーションに関する支援等を行います。
その一方で、農林水産省が 2020 年度（令和２年度）から開始した「農福連携技術支
援者」
（いわゆる「農業版ジョブコーチ」
）は、農業者が障害者を直接雇用する場合のほか、
事業所から農業者の所へ施設外就労する場合も対象にしています。また、アドバイスの内
容は、農業者の障害者に対する受入管理のやり方、事業所の職業指導員（講義第２—３—
①「障害福祉サービス事業の運営の実務」で解説します）による農作業現場に特化した労
務管理のやり方、障害者本人に対する障害特性に応じた農作業技術指導となります。
特に、農業の場合、農場主本人も農作業の労働力として、集中的に体を動かしており、
農場主本人が農作業の労働に割く時間をできる限り減らさずに済むことが求められます。
そのため、農業知識と技術を有する農福連携技術支援者が、現場において障害者等をサポ
ートすることは、実際の農業経営上の観点から、とても重要です。
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厚生労働省の職場適応援助者
対象

農林水産省の農福連携技術支援者

企業に直接雇用された障害者及

・農業者に直接雇用された障害者

び事業主（企業）

・就労系障害福祉サービス事業所から農業者の所
へ施設外就労している障害者

アドバイス内容

・事業主や上司・同僚などに対

・農業者の障害者に対する受入管理のやり方

する職務や職場環境の改善の
助言

・就労系障害福祉サービス事業所の職業指導員に

等

よる農作業現場に特化した労務管理のやり方

・障害者本人に対する職務の遂

・障害者本人に対する農作業技術指導

行や職場内のコミュニケーシ
ョンに関する支援
※

等

職場適応にかかる具体的な
課題によって異なる。

【図２－４：厚生労働省の職場適応援助者と農林水産省の農福連携技術支援者との違い】
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３—①．障害福祉サービス事業の運営の実務〔座学〕
（１）はじめに
① 本講義では、農福連携技術支援者として活動する際に必要となる障害福祉サービス事
業の運営の実務を理解することが狙いです。
農福連携でメインとなる取組パターンは、就労系障害福祉サービス事業所から農業者
への施設外就労です。これまで、農業現場を中心として、施設外就労の仕組みがわから
ないという声が聞かれたり、施設外就労の仕組みに対する誤解も見られています。農福
連携技術支援者は、農福連携における施設外就労を「障害福祉サービス事業所の運営実
務」の一環として捉えることが必要です。必要な知識を身につけることで、どの事案に
ついては誰との間で仲立ちすればよいのかについて、理解してください。
② また、障害福祉サービス事業所の内部では、利用者へのアセスメント（職業能力の評
価）や個別支援計画の作成、障害特性に起因する個別の事案が起こったときには、それ
を解決するためのケース会議などが開かれています。農福連携技術支援者は、自らが支
援する事業所内で何が起こっているかを把握するほうが良いと考えられますので、ここ
では、障害福祉サービス事業の仕組みとともに、事業所内部の仕組みについても簡単に
学びます。
＊障害福祉サービス事業所は、「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準」
（本テキストでは、
「運営基準」と呼びます。）に
基づいて運営されています。
また、就労系障害福祉サービス事業所による施設外就労については、「就労移行支援事
業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」
（本テキストでは、
「留
意事項通知」と呼びます。）という厚生労働省が出した通知をひとつの基準として、行わ
れています。
（２）運営の基本
① 概要
（ア）就労系障害福祉サービス事業所を新たに開設しようとする場合、それに先立ち、必
ず、社会福祉法人・NPO 法人・医療法人・社団法人・財団法人・会社法人（株式会
社や合同会社等）といった設置・運営法人を別途設立する必要があります。つまり、
就労系障害福祉サービス事業所は、単独では存在しえず、このような設置・運営法人
によって設置・運営されることになります。そして、障害福祉サービス事業所は、都
道府県知事などの指定によって開設することができます。
（イ）就労系障害福祉サービス事業所は、
【ⅰ】利用者に支払う賃金/工賃、
【ⅱ】職員に支
払う給与や社会保険料、拠点の水道光熱費、地代家賃、物品購入費といった必要経費
を支出する必要があります。
このうち、
【ⅰ】利用者に支払う賃金/工賃は、原則としてすべて、事業所が外部の
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企業や農業者から請け負った作業を実施した対価として得られる「請負報酬」や、事
業所内で自ら生産した物の「販売収益」など、生産活動から得られた収益を原資とし
て支払う必要があります。
その一方で、
【ⅱ】職員に支払う給与、拠点の水道光熱費、地代家賃、物品購入費な
どの運営経費については、利用者一人あたりの１か月分の利用料をまとめて、国民健
康保険団体連合会に対して毎月請求を行い、公費を原資とした訓練等給付費を充当す
ることができます。
さらに、事業所と利用者が雇用契約を締結する就労継続支援 A 型事業所に対して
は、利用者の障害特性に応じて、最大３年間、一定の要件の下、国に「特定求職者雇
用開発助成金」を申請することができます。
【ⅰ】に関する会計を「就労会計」や「就労支援事業会計」
（かつての「授産会計」）
などといい、
【ⅱ】に関する会計を「福祉会計」などと言います。そして、就労会計と
福祉会計は明確に区分する必要があり、訓練等給付費を利用者の賃金/工賃に充当す
ることは認められません（運営基準第 192 条第２項・第３項、第 201 条第１項、第
202 条など）。
しかし、実際には、全て
の利用者に十分な賃金/工
賃を支払えるほどの生産活
動収益を得られておらず、
訓練等給付費を利用者の賃
金/工賃に充当している不
適切な事例もある状況で
す。そのため、本研修の対
象外ではありますが、農福
連携コーディネーターが、
事業所の能力を十分に発揮
できる作業を請け負わせて
もらえる農業者を開拓して
適切な金額の請負報酬を設
定するために仲立ちした
り、事業所の経営計画への
専門的なアドバイスが求め 【図３－①—１：就労系障害福祉サービス事業所の運営の
られています。
概要（農福連携のケース）】
（ウ）厚生労働省は、各都道府県に対し、
「（都道府県版）工賃向上計画」を策定して国に
報告するよう指示しています。このことを受けて、各都道府県は、管内の就労継続支
援 B 型事業所に対し、生産活動の内容を踏まえた「（個別事業所版）工賃向上計画」
を策定して、都道府県に提出するよう指示しています。
（エ）各都道府県は、障害者と家族が個々のニーズに応じて事業所を選択できるよう、事
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業所から報告された障害福祉サービス等の情報を公表することが義務づけられてい
ます。
こうした情報の報告・公表は、インターネット上で全国の施設・事業所の情報が閲
覧、検索できるよう、原則として、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉
サービス等情報公表システム」を通じて行われており、就労継続支援 A 型・B 型事業
所の情報も公表されています。
② 職員の配置
（ア）就労系障害福祉サービス事業所は、特定の役割を持つ職員を、運営基準で定められ
た人数配置することになっています。職員の種類は、
【ⅰ】管理者、
【ⅱ】サービス管
理責任者（通称「サビ管」
）、
【ⅲ】職業指導員、
【ⅳ】生活支援員、
【ⅴ】就労支援員の
５種類があります。それぞれの職員の役割は、運営基準や留意事項通知の趣旨に従っ
て、それぞれの事業所が運営規程において役割を持たせており、おおむね次のように
なっています。
（イ）５種類の職員
【ⅰ】管理者
管理者は、事業所の職員への指揮命令と、障害者から利用の申込みがあった際の調
整などを行う常勤の管理職職員です。なお、サビ管が管理者を兼務する場合もありま
す。
【ⅱ】サービス管理責任者（通称「サビ管」
）
サービス管理責任者は、自らの事業所が提供するサービスを適切にマネジメントす
る業務を個別支援計画の作成などにより行うほか、従業者の助言指導などにあたる職
員です（３～８年の実務経験と所定の研修の修了が必要です）。個別支援計画を作成す
る際には利用者のアセスメント（本人や環境に関する情報収集や解決すべき課題の整
理等）をすることが義務づけられており、就労系障害福祉サービス事業所では職業能
力等の評価も重要です。
【ⅲ】職業指導員
職業指導員は、利用者に対して生産活動の支援を行う職員です。例えば、施設外就
労の際に、利用者に同行する職員がこれに該当します（事業所によって、呼び名は異
なります）。実務経験や資格を求められない職員であり、それぞれの職業指導員の得意
分野によって、利用者が関わる作業内容も異なってくる傾向にあります。職業指導員
は、農福連携技術支援者が、最も関わる職員と言えます。
【ⅳ】生活支援員
生活支援員は、利用者に対して日常生活の支援を行う職員です。実務経験や資格を
求められない職員です。ただし、実際には、就労系障害福祉サービス事業所の利用者
は、日常生活の支援を常時必要とするとは限らないので、生活支援員も職業指導員と
一緒に、就労活動に参加する場合が多いです。
【ⅴ】就労支援員
就労支援員は、就労移行支援事業所において、利用者の職場実習先を開拓するなど
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利用者と企業等との調整役を担います。実務経験や資格は求められません。
（ウ）人員配置基準
それぞれの就労系障害福祉サービス事業所は、運営基準に基づき、下図以上の職員
を配置することとなっています。
また、このような人員配置は、施設外就労の場と施設内の双方で満たされる必要が
あります。そのため、施設外就労に付き添う職業指導員が確保できないとして、施設
外就労に取り組むことを躊躇するケースも確認されています。
就労移行支援事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

管理者

１人

１人

１人

サビ管

利用者：サビ管

利用者：サビ管

利用者：サビ管

＝60 人：１人

＝60 人：１人

：60 人：１人

利用者：職業指導員

利用者：職業指導員

利用者：職業指導員

＝6 人：１人

＝10 人：１人

＝10 人：１人

（または 7.5 人：１人）

（または 7.5 人：１人）

利用者：生活支援員

利用者：生活支援員

利用者：生活支援員

＝６人：１人

＝10 人：１人

＝10 人：１人

（または 7.5 人：１人）

（または 7.5 人：１人）

職業指導員

生活支援員

就労支援員

利用者：就労支援員
＝15 人：１人

【図３—①—１：人員配置基準】
③

設備の設置
就労系障害福祉サービス事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室
などを設置することが義務付けられています。
（３）施設外就労の仕組み
① 施設外就労とは、就労系障害福祉サービス事業所から、外部の企業に通って作業する
ことを言います。農福連携の場合、農業者の所へ通って農作業をすることになります。
施設外就労をする場合、事業所の運営規定に位置づけられている必要があります。
農業者と事業所の設置・運営法人は、農作業に関する請負契約を締結し、事業所が独
立して作業を行います。つまり、施設外就労では、農業者と労働者派遣契約を締結する
わけでないので、農業者のほ場において農業者が事業所の利用者に対して直接に指揮
命令を行うと、偽装請負となって違法になります。そのため、
（ア）事業所の利用者に
対する指揮命令は、必ず事業所から同行する職業指導員が行い、
（イ）農業者が利用者
に伝えたい農作業に関する命令や改善要望などは、利用者本人には伝えず、職業指導員
に伝えるようにします。＊農業者と利用者が、業務に関係のない日常的な会話をするこ
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とは構いません。詳細は、厚生労働省・都道府県労働局『労働者派遣・請負を適正に行
うためのガイド』を参照してください。
また、このような仕組みになっているため、農業者が、事前に事業所の職業指導員に
ほ場に来てもらい、利用者に行ってほしい農作業の内容を伝えるとともに、それを実演
し、職業指導員にも体験してもらうことが必要と考えられます。途中で、職業指導員が
変わることもありますが、あらかじめ業務日報を作っておくなどして、職業指導員同士
で、農業者が行って欲しい農作業の内容を引き継ぐことも必要です。
さらに、農作業は危険を伴うので、保険に入ることが勧められます。施設外就労は、
農作業を請け負って作業を行う以上、留意事項通知では、作業の完成についての財政上
及び法律上の全ての責任は事業所を運営する法人が負う旨を明確にすることとされて
います。就労継続支援Ａ型事業所は、事業所と利用者が雇用契約を締結するため、事業
所が労災保険に加入することが法律で義務付けられています。就労継続支援Ｂ型事業
所であっても、任意の傷害保険に加入することを勧めます。
② 施設外就労は、就労系障害福祉サービス事業所が運営規程で定めた運営時間の範囲で
行います。ほ場への通勤もその範囲に含めることとなります。運営時間は、通常は、午
前９時～10 時から午後３時～５時までが一般的ですが、早朝スタートのケースもあり
ます。
③ 施設外就労では、農業者と事業所の設置・運営法人が、農作業に関する請負契約を締
結するため、農業者は事業所の設置・運営法人に対して、請負報酬を支払います。請負
報酬は、留意事項通知によって、完成した仕事の内容に応じて算定することを基本とし
ています。そのため、利用者がいかなる作業を行っても一定の時間単価により支払いを
行うのでなく、農作業の工程ごとに作業単価を設定し、作業単価に作業量（完成量）を
掛け合わせたものを請負報酬として支払う「出来高払い」が原則となります。もちろん、
作業単価は、健常者ベースで仕事量を測定し、それをもとに、最低賃金をクリアするよ
うに逆算して設定するのが望ましいです。
【STEP１】
農業者が、社会福祉法人等に依頼したい作業を決めて、パート労働者等の健常者
ベースで仕事量を測定（例：調理用トマトの収穫は、60kg/１時間だった）
【STEP２】
測定した仕事量を基に、最低賃金をクリアするように単価を設定（例：調理用ト
マトの収穫は、17 円/kg であれば、60kg×17 円＝1,020 円）
ただし、実際には、農作業の中には、例えば、片付け作業といった単価設定に馴染み
にくい作業もありますし、作目や工程数の多い農業現場で全ての工程に単価を設定する
と多大な労力を要する場合もあります。また、事業所にとっては、時間あたりの固定給
で最低賃金相当以上の請負報酬を得ることができれば、かえって安定できます。そのた
め、時間あたりの固定給の支払いを併用するなど、上記によらない単価設定が望ましい
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場合もありますので、柔軟に考えることは否定されません（請負報酬の設定方法につい
ては、農福連携スタートアップマニュアル第２分冊ｐ10～を参照）
。
④ 先述のとおり、人員配置は、施設外就労の場と施設内の双方で満たされる必要があり
ます。
＊利用者と職員の比率に制限がない代わりに、年間 180 日を限度として、一般就労への
移行等に向けて企業内の実習を行う「施設外支援」という方法もあります。
（４）サービス等利用計画、個別支援計画、アセスメント、ケース会議
① 障害者総合支援法に基づいて障害福祉サービスを受けようとする利用者・保護者は、
市町村等から求められた場合、相談支援事業所等の「相談支援専門員」という福祉の専
門家の力を借りながら、希望する生活や求めている福祉サービスの種類・内容・頻度・
時間等を記した「サービス等利用計画」の案を作成します。それを踏まえて、市町村は、
障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を交付します。その後、すべての利用者を
対象として、サービス等利用計画を作成します。
② 就労系障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者は、サービス等利用計画を参照
しつつ、利用者の意向・適性・障害特性などを踏まえて、利用者一人一人の「個別支援
計画」を作成することが義務付けられています。通常は、毎年度当初に作成し、就労継
続支援事業所は半年、就労移行支援事業所は三か月が経てば見直しを行いますが、一年
間に数作が可能な農作業では、各作の移行期を境にして、個別支援計画の見直しをする
ことができると考えられます。その一方で、農業者の作付け体系の変更に対応して、個
別支援計画の変更が必要となる可能性があります。また、個別支援計画は、利用者本人
が見てわかることが必要であり、例えば知的障害者であれば、平仮名で書く・ルビを振
る・絵で表現するといった工夫をすることもあります。
③ 個別支援計画やサービス等利用計画を作成する際には、利用者に対して、アセスメン
トを行います。アセスメントとは、その利用者がどのような作業ができるか評価するこ
とを言い、それぞれの利用者が働く力を最大限発揮できるよう、伸びしろや配慮事項を
把握するために実施します。また、アセスメントを実施する際には、障害者就業・生活
支援センター（講義第２－２「障害者雇用と障害福祉サービス事業の仕組み、関係機関
の役割」で解説）が関わることがあります。
④ 就労系障害福祉サービス事業所は、定期的に「ケース会議」などと呼ばれる内部会議
を開催し、利用者への支援方針、目標の達成状況、利用者が起こした問題行動やアクシ
デントなどへの対応策などを検討しています。
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【図３－①—２：サービス等利用計画の例】
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【図３－①—３：個別支援計画の例】
〔図３－①—２～３：社会福祉法人こころんが設置・運営する就労移行支援事業所「こころ
ん」の利用者の例〕
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３—②．障害福祉サービス事業の運営の実務〔実地〕
（１）はじめに
本講義では、農福連携技術支援者として活動する際に必要となる障害福祉サービス事業
所の運営、特に、障害福祉サービス事業所の方針、職業指導員の考え、職業指導員の利用
者への接し方について理解することが狙いです。
農福連携の中心となる施設外就労・施設内就労では、必ず、障害福祉サービス事業所の
職業指導員が関わります。そのため、農福連携技術支援者は、まずは、職業指導員がどの
ような考えを持っており、利用者に対してどのように接したいかを把握したうえで、それ
を最大限尊重するようにしてください。
なお、本講義でお示しするものは、全ての障害福祉サービス事業所で共通とは限りませ
ん。
＜モデルとなる障害福祉サービス事業所のデータ＞
（１）設置・運営法人・・・社会福祉法人【障害者支援施設、多機能型事業所、生活介護事業所、共同生
活援助（グループホーム）事業、相談支援、障害者就業・生活支援センター】
（２）障害福祉サービス事業所・・・生活介護事業と就労継続支援 B 型事業を行う多機能型事業所
（３）立地・・・千葉県外房エリア。東京都心から 75km 圏内、東京へは特急電車利用で約 70 分、横
浜市までは東京湾アクアライン経由で 2 時間弱。周囲は水田地帯で農業は米作が中心。
（４）定員と利用者数・・・定員は合計 30 名（生活介護 20 名、就労継続支援Ｂ型 10 名）
（５）利用者・・・主たる利用者は知的障害であり、身体障害との重複障害者もいる。障害基礎年金１級
及び２級の受給者がそれぞれ約１５名利用している。
（６）職員数・・・管理者 1 名、サービス管理責任者 1 名、職業指導員 1 名、生活支援員 14 名、工賃
達成指導員 1 名の合計 18 名
（７）開所日・・・原則として毎週月曜日～金曜日の８時３０分～１６時
その他事業所が指定した土、日、祝日
（８）送迎・・・利用者負担なしで 4 路線運行（乗車時間は最長 60 分程度）
（９）昼食・・・給食あり
（10）１日のスケジュール・・・①９時～９時 10 分：朝礼、②９時 10 分～12 時：作業訓練、
③12 時～13 時：昼食・休憩、④13 時～15 時：作業訓練、
⑤15 時～15 時 30 分：片付け・清掃・終礼
（11）作業訓練の内容・・・①生活介護事業：内職受注作業（プラスチック製品封入）、散策
②就労継続支援 B 型：うどん屋（製麺・食器洗浄等）、内職受注作業、
除草作業、育苗、食用菜花栽培、梨栽培補助、
米苗づくり等
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（２）安全を確保するために
まず、作業導入前に、職員が実際に作業をし、作業の細分化、難易度の割り出し、作
業工程の組みたて及び危険個所のチェックを実施します。（写真３－②—１）
① モデル事業所では、利用者の多くが知的障害者又は自閉傾向のある人です。
一般的に、知的障害者は危険認知が苦手と言われているため、作業やその日の気
温、環境に合わせ、作業服が正しく着用されているかを職員が確認しています。
（写真３－②—２）
例えば、梨の剪定枝拾い作業については、長靴、手袋と、枝が目に入らないようにゴ
ーグルを着用し、頭上のネットでケガをしないようにヘルメットを使用します。

【写真３－②—１：道具や作業の流れを
確認】

【写真３—②—２：職員によるヘルメットやゴ
ーグルの着用確認】

② 作業中機械を動かす際は、必ず職員が「機械を動かします」と声をかけ、別の職員が
利用者を一か所に集め、機械のそばに行かないように注意を呼びかけます。
例えば、草刈り作業で刈払機を使用する際は、職員が利用者に刈払機との距離感等
も具体的に指示します。職員（機械作業する職員と、その他職員）は、常に互いの位
置関係を確認します。（写真３－②—３）

【写真３—②—３：刈払い機作業者とその他距離感、作業服
でわかりやすく】
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（３）作業訓練の内容を理解するために
利用者によって、理解の仕方・能力が異なるので、現場では臨機応変に対応、日々試行
錯誤しています。数の概念の有無、色・形がわかる人、力の下限が出来る人、言葉の説明
だけでわかる人、写真・文字・イラストでわかる人、実物でわかる人等、利用者の特性は
様々です。ポイントは、作業時間の最初と最後を明確にすることです。
① 利用者にやりがいのある仕事と実感してもらうために、目の前の作業説明とともに
全体像を伝えるようにしています。例えば、ライ麦ストローのカット作業の際には、
ライ麦について、茎の利活用やカットしてできたストローがどんなところで使われ
ているのか、また利用者にも実際に自分たちがカットしたストローを使ってもらう
ことで「何を作っているのか」
「使用する人のためにどこに注意したらいいか？」を
感じてもらうようにしています。職員は利用者が全てを理解できていなくても、伝
えようとしている姿勢を大切にしています。作業を細分化（講義第３－６「農作業に
おける作業細分化・難易度評価・作業割当ての技法」で解説）し、利用者と作業のマ
ッチングや利用者の成長にあわせた作業配置変更も臨機応変に行います。
② 例として、ライ麦ストロー加工の手順マニュアルを職員用に作成し、関わる職員が
共通認識を持てるようにしたうえで、どの作業をどの利用者に行ってもらうか配置
を決めます。

【写真３－②—４：作業に入る前に説明を
行う】

【写真３－②—５：作業マニュアルを作成
する】

（４）請負契約の内容を達成するために
① 講義第２—３－①「障害福祉サービス事業の運営の実務」で解説したとおり、就労系
障害福祉サービス事業所に作業を請け負ってもらう企業からしてみれば、請負契約
にしたがった数量を遵守し、きちんとした品質の製品を納入してもらうことや、納
入期限を守ることは当然です。
② モデル事業所では、梨農家と契約で合意した作業完了日までに作業を終了しなけれ
ばなりません。職員はスケジュール管理をしながら、現場で利用者に今日のやるべ
き作業量を伝えます。また、雨続きで作業ができず、作業完了日まで日数が足りない
場合に、他部署と連携して利用者と職員の配置を変更し、限られた作業時間を効率
よくマネジメントすることも、職員の重要な役割です。
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【写真 3－②－６：その日行った作業量が見える
と達成感もある】
（５）現場における障害特性への対応の仕方
① 事業所によっては、障害特性に応じて作業内容や環境を変えている場合もあります
が（講義第２－４「障害特性と職業的課題の基礎」で解説）、モデル事業所では、知
的障害者の利用者と精神障害の利用者がともに同一の作業に従事しています。
それぞれの障害特性への配慮を念頭に置きながら、より個別的に、利用者一人一人の
得意、苦手を見つけ対応しています。例えば、菜花収穫作業時、知的障害の利用者は
職員とともにグループで作業し、精神障害で作業に集中したい利用者は一人で収穫や
出荷作業に配置します。なお、休憩時間は障害種別に関係なく、皆で過ごします。

【写真 3－②－７：グループで作業】
【写真 3－②－８：一人で作業】
② モデル事業所では、毎日利用者のその日の体調、精神面を職員が把握し、対応してい
ます。前日に調子よくできた作業でも、今日はうまく進まないということもありま
すが、その時は声をかけたり、作業場所や作業順序を変える等、臨機応変に対応しま
す。
③ 障害特性と利用者個人のこだわりを利点に変換して支援すると、予想以上のクオリ
ティーやスピード感で作業をすることがあり、これは職員にとっても日々発見とな
っています。
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（６）人員配置の工夫
① 複数の障害者が同時に作業する際には、相互の相性や能力によって、適切なペアを
組んで人員配置をすることが必要です。施設外就労の場合、人員配置は、障害福祉
サービス事業所の職業指導員が行いますから、農福連携技術支援者が行う必要はあ
りません。一方で、直接雇用の場合で農業者が複数の障害者を同時に雇用する場
合、農福連携技術支援者が人員配置のサポートをする必要があります。
② 相性については、雇用や受入れを開始してから見極めます。一方で、能力について
は、最も作業が円滑に進む利用者のペアを考えることが基本的な方針となります。
また、女性利用者には女性職員を付けることが望ましいです。
（７）障害福祉サービス事業所の職員としての心構え
モデル事業所では、地域に愛され必要とされる施設を目指しています。地域に必要とさ
れるとは、概念だけでなく農福連携を通じて直接的に地域と繋がり、作業を通して関係が
深まり、農業者にも「助かるよ」と言っていただけることは、利用者、職員の喜びとなっ
ています。
① 職員は利用者の特性を日々観察しながら、能力を決めつけず新しいことにどんどん
挑戦してもらうと心がけています。出来なかったことができるようになった喜びは
職員にとってとても大きく、さらに利用者が活躍するためにはどんな環境、道具（治
具）があればいいかな？など支援の工夫へと繋がっていきます。
② 私たちの農福の現場では「誰が利用者で職員かわからないね」と言ってもらえるこ
とを目指しています。その人にしかできないこと、その人に向いている作業をみん
なで汗をかきながら行うと生産効率もあがります。利用者に活躍の場を創っていく
ことが支援する職員の腕の見せ所ですが、利用者は時に集中力が落ちたり、気持ち
にムラがあったり、体調面も安定しないこともあるので、
「昨日できたから今日は安
心」ではなく、常に利用者に目を配って声をかけたり安全面も気を付けています。
集中して周りが見えなくなる利用者や、自分の体調の変化を言葉で伝えることが難
しい利用者もいるので、毎回同じ時間で休憩をとり、気分転換やリラックスを促し、
利用者を観察します。
③ 職員の連携・工夫で利用者が伸びます。できなかったことができるようになる、作
業が早くなる、正確にできるようになった、やってみようと意欲がわくようになっ
た、自信がついたのか声が大きくなった、作業面だけでなく挨拶ができるようにな
った、自分から掃除をするようになったなど変化がみられ、結果的に作業効率が上
がり生産性も上がり、売り上げ UP に繋がれば工賃アップになります。職員がチー
ムとして目標を共有し、課題も皆で相談して一人で抱え込まないようにしています。
④ 農業者と作業を通して補い合うことで、共に働く仲間という意識が芽生え、同じ地
域で働くものとして障害がある、なしを超え社会参画していることを感じます。
⑤ 職員の視点として、個別支援計画の更新で一般就労に向けての視点も常にもってお
くようにしています。農作業は作業の細分化がしやすく、能力が明確になるので取
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り組んでいる作業が就職に結びつくこともあります。
（例えば、計量が出来て、洗浄できてパック詰め出来て・・・・スーパーのバック
ヤードに就職の可能性はないか？等）
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