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 調査の背景・目的 

1 はじめに 

 農福連携とは 

農福連携は、「農」と「福祉」の連携を示す言葉で、「障害者等が農業分野で活躍するこ

とを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組」（農林水産省）1であり、

農林水産省及び厚生労働省が中心となって各種施策・政策を進めてきた。高齢化や就業人口

の不足等による担い手の確保を課題とする農業と、障がい者の就労等の活躍の場を必要と

している福祉側の双方がメリットを得る取組であり、日本全国において取組が広がってい

る。 

農林水産省による「農福連携の取組み方針と目指す方向」（図表 1）においては、「１．

農業生産における障害者等の活躍の場の拡大」、「２．農産物等の付加価値の向上」、「３．

農業を通じた障害者の自立支援」の３点が目指す方向として掲げられており、農業・農村の

メリット、福祉（障がい者等）のメリットの２点から農福連携の方針が整理されており、

｢農｣・｢福｣の双方が抱える課題の解決や利益（メリット）拡大に資する取組を目指すことと

なっている。 

図表 1 農福連携の取組方針と目指す方向 

 

                                                        
1 農林水産省ウェブサイト、「農福連携の推進」<https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html>（2019 年 11 月

14 日アクセス） 
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2 本調査の背景・目的 

令和元年６月４日には、「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会

議決定）が公表され、令和６年度（2024年度）までに農福連携に取り組む主体を新規に 3,000

創出する目標が掲げられ、取組の推進に向けたアクション（認知度向上・取組の促進・取組

の輪の拡大の３つ）も示された。 

その中で、農業経営の視点からみた農福連携のメリットの発信が不足していることが指

摘されているほか、同ビジョン（案）には以下の通り、農業経営における農福連携のメリッ

トに関して、発信すべき情報案が示されており、｢定量的なデータを収集・解析し｣、農福連

携が生み出す価値の定量化が求められているところである。 

 

図表 2 「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会議決定）より引用 

（１）農福連携のメリットの発信 

○ 農福連携に取り組んで農業経営を発展させてきた事例が見られるが、これまで農

福連携が経営に及ぼす効果の定量的な把握はほとんど行われてこなかった。 

このため、農業経営のどの部分でどれくらいの利益率アップを実現しているか、ど

のように作業を切り出し、付加価値を創造する工夫を行っているかなど、雇用管理面

を含め、地方公共団体において把握している情報も参考にしつつ、定量的なデータを

収集・解析し、農福連携のメリットを客観的に提示していく。これにより、農福連携

が付加価値を生み出すことを定量的に明らかにしていく。 

 

そこで、本調査においては、農福連携の取組が農業経営にもたらす効果を定量的また定性

的に分析し、農福連携が生み出す価値を整理することで、今後、新たに農福連携に取り組む

主体の増加に寄与することを目的とした資料を作成する。 

なお、本事業における調査範囲は以下の通りである。 

 

図表 3 本事業における農福連携の対象範囲  

・障がい者の農業分野での活躍を通じて自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組。 

※障がい者とは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者を指す 

・農業は、農業経営体による活動とする 

（原則、農産物の生産・販売によって主な収入を得ている農業者、農地適格所有法人等） 
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 調査内容について 

  

本調査のフローは以下の通りである。 

 

 

 

 また、農業経営体を対象とした効果検証では、以下の目的・フローに基づいて実施した。 

 

 

  

①関連する情報の収集

②関連する情報の分析

③網羅的・体系的な整理

④調査対象の選定（４者）

（１）農福連携の取組が農業経営にもたらす
効果の把握・整理

（４）情報発信

調査報告書の作成

（３）農福連携の継続・拡大の
方策の検討）

（２）農業経営体を対象とした効果検証

⑤訪問調査（各１～２回）

⑥効果の分析

⑦ ①・②で得られたデータの

とりまとめ

農福連携に取り組む農業経営体にて実地調査（現地調査２回程度）を行い、各主体が感じている効果をお伺いし、その効果の見える化（効
果を生み出す要因と効果の内容整理、数値等での提示）を行う。この結果を通じて、各主体のこれまでの取組成果を再確認いただくととも
に、他の農業経営体が農福連携に関心を抱くきっかけとなる情報の発信に繋げることを目的とする。特に、農福ならではの効果を把握する
ため、障がい者の受け入れに伴い行った農業現場の作業環境の改善による効果、障がい者や福祉事業所との交流による効果等に着目する。

実地調査にて把握させて頂きたい情報

①初回ご訪問

＜基本情報＞
・農福連携の取組の経緯や取組内容
＜効果について＞
・農福連携開始前後の変化
（経営環境、作業環境、従業員や経営者の意識等）
・農福連携を通じて感じている効果
＜その他＞
・現場の視察（ご許可を頂ける場合は写真撮影）

②中間
（メール等）

・追加データのご提供のお願い
例：必要に応じてアンケート等を実施
※アンケート内容や分析は事務局が支援

③最終確認
（ご訪問）

・効果検証結果の最終確認
・情報の発信方法（公開予定）について確認

農業経営体 事務局

情報のご共有
データや資料の

ご提供

内容のご確認
情報の補足

内容のご確認

頂いたデータ・情報の
とりまとめ

追加情報ご提供の
ご依頼

追加情報ご提供の
ご依頼

最終のご確認依頼

※2 資料）農村振興局都市農村交流課（平成２８年３月１８日農福連携推進フォーラム発表資料）「農福連携の推進～現状と課題～」※1 資料）農林水産省「平成30年度食料・農業・農村白書」

本事業で実施すること

データ例
生産量、工程別の作業時間、

販売量の推移等



5 

 

 

 農福連携の取組が農業経営にもたらす効果の把握・整理 

 

1 文献調査の実施 

 文献調査の目的 

今後の農福連携の強力な推進に向け、農福連携の効果を客観的に提示することを目的に、

農福連携の取組が農業経営にもたらす効果について文献調査により整理を行った。調査に

あたっては、関連する情報を収集・分析し、可能な限り網羅的・体系的に整理し、また、後

述する訪問調査を通じた先進的な農福連携の事例も参考としながら、定量的・定性的な効果

を把握するために有益な情報を抽出・整理することとした。 

 

2 文献調査の手法 

資料収集 

 文献調査の資料収集にあたっては、主に以下の情報源から収集した。 

検索にあたっては、農福連携が農業経営にもたらす効果のほか、関連する情報として、農

業経営者が抱える農業経営上の課題、農福連携に対して抱く関心や懸念点等にも注目する

ことで、後述の訪問調査における定量的な分析に活用可能な情報も収集した。 
 

１．農林水産省や厚生労働省の白書・ホームページよりキーワードを含む資料を収集 

２．各種論文・文献（書籍等）からキーワードを含む資料を収集 

３．農林水産省図書館特設コーナー（農福連携関連の書籍コーナー）より収集 

   ※令和元年夏頃に設置されていたもので、現在は設置されていない 
 

 ※キーワードは「農福（連携）」、「農＋福祉」、「障がい者＋農」、「農業経営＋福祉」など 

文献調査にあたっては、以下の視点から情報を収集した。 

図表 4 文献調査における視点 

①農福連携の現状の整理 

背景として、農福連携を取り巻く状況の整理を行う。 

②農業経営体を取り巻く現状の整理 

農福連携の普及を見据え、農業経営体の課題意識や関心事項に合致する情報を発信するこ

とが重要であると考えられるため、農業経営体の現状として、直面している課題等を整理する。 

②農福連携ならではの効果の整理 

農福連携を推進するにあたって、農業経営体にとって、農福連携に取り組む意欲向上につなが

る情報を発信していく必要がある。障がい者等の雇用や作業委託に伴う、人材（労働力）の確

保にとどまらず、農業経営体における効果やその要因等を把握し、整理する。 
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3 農福連携による効果の把握 

農福連携を取り巻く状況の整理 

 農と福祉の連携による取組の歴史 

はじめに、農福連携の取組の意義や経緯を理解するため、歴史を振り返る。農業と福祉が

連携する取組自体は古くから存在していた。例えば、1940 年代以降、アメリカにて退役軍

人へのリハビリテーション等として実施されてきた2園芸療法は、その後、病院の精神科や

身体リハビリテーション等にも応用されていき、日本では 1990 年頃から本格的に導入され

はじめた3。 

オランダでは 1990 年代から積極的にケアファームに取り組んでいる。ケアファームは「農

業に医療や社会的サービスを融合」させ、「農業が農産物を生産するだけでなく、その多面

的な価値を有効に評価するという「農業の多面的機能」」4を発揮した農業と福祉の連携で

あり、農福連携と同様の取組が行われている。オランダにおいては、ケアファームの多くは

小規模農業経営体を実施主体としており、「豊かな農空間の中で 1 日を過ごす場」4として

の役割を果たしている場合が多いことも指摘されている。 

そのほかにも、ソーシャルファーム、園芸福祉等、農業と福祉を掛け合わせた取組が多く

見られる。これらのリハビリテーションや、障がい者等の居場所作り・自然に触れる機会の

提供等、多様な形で「農業と福祉が連携した取組」が各地で展開されてきており、現在の「農

福連携」もその一つとしてうまれた。 

 

 ｢農福連携｣の誕生 

「農福連携」という呼び方は、吉田・里見他（2020）によると、2010 年頃より使われはじ

めた言葉で、2012 年からは農林水産政策研究所において農業と福祉の連携を研究するチー

ム名を｢農福連携チーム｣としている5。また、2015 年に農林水産省、厚生労働省、一般社団

法人 JA 共済総合研究所の濱田氏、日本基金等の関係者らが「特に障がい者が農業に従事す

る取組」を農福連携という用語に統一したという言及がある等6、｢農福連携｣という言葉は

近年生み出されたものである。 

中でも、本調査の調査対象とする障がい者が農業に従事する・就労する取組は、鳥取県が

先行して支援を推進していた。平成 22 年（2010 年）12 月に「鳥取発！農福連携モデル事

業」を実施し、農水産業と障がい者福祉施設の連携の事例集をとりまとめており、｢農業分

                                                        
2 小浦誠吾「日本における園芸療法の実情と海外の園芸療法の実際」（農業および園芸 88 巻,1 号,2013 年,p.51-

55） 
3 日本園芸療法学会ウェブサイト、園芸療法ってなに？<https://www.jht-assc.jp/horticulture/>（2020年3月3日アクセ

ス） 
4 植田剛司、永井啓一、坂本清彦（2018）「農福連携事業による「効果」の実証について」（全国勤労者福祉・
共済振興協会 公募研究シリーズ 75） 

5 吉田 行郷、里見 喜久夫、コトノネ編集部『農福連携が農業と地域をおもしろくする』（株式会社コトノネ生
活、2020 年） 

6 一般社団法人 JA共済総合研究所、「共済総研レポート №163」（2019.6） 
 <https://www.jkri.or.jp/PDF/2019/Rep163hamada.pdf> （2019 年 11 月 14 日アクセス） 
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野への障がいのある人の職域拡大を目標として、農林水産部門と福祉部門が連携し、事業を

推進｣する取組をとりまとめている7。 

また、農林水産省においては、平成 24 年～25 年度（2012～13 年度）に掛けて「農林水産

省障害者就労支援事業」を実施し、「精神障がい者のための訓練モデルカリキュラム -農園

芸による精神障がい者のための効果的な訓練の実施にむけて」と「農業における障がい者就

労支援のためのガイドブック(精神障がい・発達障がい編)」（いずれも特定非営利活動法人

土と風の舎に委託）を作成し、精神障がい者の社会参画や就業・就農に向けた農業・園芸を

活用した訓練のモデルカリキュラムの構築、農業による就労支援の際の支援のポイントを

とりまとめたガイドブックを公表している8。その後、農福連携のパンフレットやマニュア

ル、事例集等多様な情報を発信し続けている。 

  

                                                        
7 鳥取県ウェブサイト、鳥取県の農福連携 鳥取県発！農福連携モデル事業事例集（初版）の刊行 
<https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=129053> （2019 年 11 月 14 日アクセス） 
8 農林水産ウェブサイト、農福連携の推進-支援者向けの専門的カリキュラム・ガイドブック   
< https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html#パンフレット・マニュアル>（2019年11月14 日アクセス） 
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農福連携の取組状況 

 民間企業等による農福連携の取組状況 

農福連携の実施主体や連携のあり方は目的に合せて多様である。｢福」（福祉）が主導す

る取組と「農」（農業）が主導する取組があり、障がい者等との連携のあり方としては、福

祉施設に作業委託する場合、施設外就労として農業に参画する場合、農業経営体に雇用され

る場合等がある。 

本項目においては、農福連携の現状を把握するため、福祉が主導する取組と農業が主導す

る取組のそれぞれについて既往調査を基に整理した。 

 福祉事業所における農福連携の取組実態 

農福連携の取組の現状として、障害者就労支援事業所等の 33.5％が既に農業活動に取り

組んでいる（平成 26 年頃時点）9。また、企業が障がい者雇用促進を目的として設立する特

例子会社においては、全 486 社中、少なくとも 45 社が農福連携に取り組んでいることがわ

かっている（平成 30 年６月１日時点）10。 

障害者就労支援事業所等について、農業活動に取り組んでいる事業所等の約半数が 10 年

以上取り組んでおり、約 23％が５～９年以内、約 25％が４年に取組を開始している（いず

れも平成 26 年頃時点）9。30 年以上前から取り組んでいるという回答も約 13％あり、農福

連携は以前から福祉施設にて取り入れられており、また、近年、加速度的に取組事業所等が

増加していることもわかる。 

図表 5 左：全国の障害者就労支援施設における農業活動の取り組み状況 

右：農業活動取り組み割合の推移（累計） 

  

 
資料）特定非営利活動法人日本セルプセンター（2016）「農林水産省「平成 25 年度都市農共生・対流総合対策交付

金」事業 農と福祉の連携についての調査研究報告」より MURC 作成 

注釈）調査対象は特定非営利活動法人日本セルプセンター、全国社会就労センター協議会の全登録事業所 

多機能型事業を行っている場合は、事業所内各サービス体系が回答 

 

                                                        
9 特定非営利活動法人日本セルプセンター（2016）「農林水産省「平成 25 年度都市農共生・対流総合対策交付
金」事業農と福祉の連携についての調査研究報告」 

10 農林水産省・厚生労働省「福祉分野に農作業を～支援制度などのご案内～Ver.7」 

取り組んでい

る, 33.5%

やめた , 6.0%

やるつもりは

ない, 39.8%

地域農産物を

用いた加工・

飲食事業には

取り組んでい

る, 7.9%

今後、農業活

動をやりたい, 

12.7%

(n=832)

4.3%

9.4%

17.7%

25.2%
28.7%

33.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

30年以上前 20～29年前 10～19年前 5～9年前 3～4年前 1～2年前

(n=832)(累計)

※開始時期不明の３施設は １～２年前 に含めた
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 農業経営体における農福連携の取組実態 

続いて、農福連携に取り組む農業経営体の実態を整理する。なお、国内における農福連携

に取り組む農業経営体（農地所有適格法人や家族経営体）の全体に占める取組割合について

は、調査結果が確認できなかったため、以下の数値の読み取りには留意が必要である。 

 

 農福連携に取り組む農業経営体について 

雇用のほか、福祉事業所への作業委託等を含む取組実態については、以下の図表の通り、

2018 年度に一般社団法人日本基金が「障がい者を雇用又は福祉事業所等に農作業を委託し

ている農家等」を対象としたアンケート調査を実施している。調査対象は 350 件の農家等が

抽出され、126 件の農家等から回答を得ている。障がい者の受入れ形態については、直接雇

用が 36％、福祉事業所への作業委託の形態が 64％となっている。 

図表 6 障がい者の受入れ形態 

     

資料）一般社団法人日本基金（2018 年度）「平成 30 年度農山漁村振興交付金（農福連携対策）普及啓発等推進対策

事業」農福連携の効果と課題に関する調査結果」より MURC 作成 

 

また、調査から約 10 年が経過しているため参考情報となるが、農業経営体における障が

い者雇用については、農村工学研究所が農業法人等を対象に調査を実施している。以下の通

り、平成 21 年３月時点で、障がい者の雇用経験がある農業法人等は 16％に留まっている。 

図表 7 障がい者雇用の有無について（平成21年３月時点） 

 

資料）国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 

「農業法人等における障害者雇用に関するアンケート結果」（平成 21 年３月現在）より MURC 作成 

障がい者を直

接雇用してい

る, 36%
福祉事業所に

作業を委託, 

64%

(n=112)

雇用している, 

16%
雇用したことが

あるが現在は

雇用していな

い, 15%
これまで雇用

したことがな

い, 69%

(n=476)
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そのほか、ハローワークを通じた障がい者の職業別の就職状況をみると、「農林漁業の職

業」への就職件数は、平成 29 年度は計 2,907 件（全体の 3.0％11）、平成 30 年度は計 2,948

件（全体の 2.9％12）（いずれも割合は職業別構成比）となっており、農林漁業において一定

数の障がい者の雇用が行われていることが分かる。 

実数は不明なものの、既に障がい者を雇用または障がい者に農作業を委託等している農

業経営体は一定数存在するといえる。 

 

 農業経営体の農福連携への取組意向 

次に、農福連携に取り組んでいない農業経営体の意向を把握した。以下の図表の通り、農

村工学研究所（平成 21 年）が実施した調査では、障がい者雇用に関心のある農業法人等は

19％となっており、｢関心がない｣・｢分からない｣と回答した農業法人等が７割を超えている。 

図表 8 障がい者の雇用に関する関心について（平成21年３月時点） 

 

資料）国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 

「農業法人等における障害者雇用に関するアンケート結果」（平成 21 年３月現在）より MURC 作成 

 

前述の「農業法人等における障害者雇用に関するアンケート結果」（平成 21 年）では、

農業法人等のうち過半数が、｢障害者に適した業務の特定・開発｣及び｢障害者の事故や怪我｣

が障がい者を雇用するにあたっての不安や心配点であると回答している。 

また、認定農業者を対象とした調査（小谷ら、2016 年）13において、障がい者就労を現在

行っていない認定農業者 113 件の 55.8％が｢任せられる作業が限られる｣、43.4％が｢作業を

安定的に提供できない｣、39.8％が｢指導する社員の負担が大きい｣ことが｢障がい者就労に取

り組まない理由｣であると回答している。 

                                                        
11 厚生労働省プレスリリース、「平成 29 年度 障害者の職業紹介状況等」 <https://www.mhlw.go.jp/file/04-

Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-
shougaishakoyoutaisakuka/0000208520.pdf> （2020 年 1 月 10 日アクセス） 

12 厚生労働省プレスリリース、「平成 30 年度 障害者の職業紹介状況等」 
 <https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000518394.pdf> （2020 年 1 月 10 日アクセス） 
13 小谷幸司、内藤義樹、島田正文、小島仁志、笹田勝寛｢農業法人における障がい者就労の現状と課題｣（人植関
係学誌. 16(1):23-28p, 2016） 

大変関心があ

る, 19%

あまり関心が

ない, 32%

分からない, 

41%

その他, 8%

(n=476)
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障がい者の雇用に関する関心について、｢分からない｣・｢あまり関心がない｣の回答が多い

理由は、主に、農と福祉間の情報共有不足・連携不足や障がい者に関する知識や接点がない

ことや、農福連携のメリット等の情報が十分に発信できていないことが要因になっている

と思われる。 

農業経営の後継者や担い手の確保を進めるためにも、幅広い人材を受入れる意識をもち、

体制を整えることが重要であるが、経営者にとって人材の雇用は（障がいの有無にかかわら

ず）慎重に判断する内容であることが多いと思われるため、心理的にも積極的に農福連携に

取り組みたいと思えるメリットを示していくことが重要であろう。 

 農福連携の施策・政策動向 

 農林水産省における支援施策 

このような現状を踏まえながら、農林水産省においては、支援制度等の案内パンフレット

である「福祉分野に農作業を ver.7」（農林水産省・厚生労働省作成、令和元年９月改定）｣

のほか、｢農業分野における障害者就労マニュアル｣（平成 21 年３月）や障がい者に適した

作業がわかる｢農業分野における障害者就労の手引き｣（平成 20 年３月）を公表し、農業経

営体の不安解消に寄与する情報発信を行ってきた。 

図表 9 農林水産省「農福連携の推進」ウェブサイトで公開されている資料 1 

 

 

ウェブサイトでの情報発信のみでなく、平成 31 年度より｢農福連携人材育成支援事業｣を

開始し、｢農業版ジョブコーチ育成・派遣支援事業｣14（農業経営体に対して障がい特性を踏

まえた作業指示・配慮点等を助言する人材の育成や派遣を行う取組への支援）や、｢施設外

就労コーディネーター育成事業｣（施設外就労のマッチング支援人材の育成を行う取組への

支援）を実施し、農業と福祉の連携を促進する支援を実施している。その他の支援として、

障がい者等の雇用・就労のための施設整備や農福連携に必要な研修の実施、マニュアル等の

作成に活用可能な事業も実施しており、農福連携に取り組む・取り組もうとする農業経営体

                                                        
14 令和２年度は｢農福連携サポーター育成・派遣支援事業｣として同様の支援を実施。 
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が活用できる支援策が用意されている。 

そして、農福連携によって生産された農産物への認証制度も開始された。平成 29 年 6 月

23 日付けで農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ター法の一部を改正する法律が公布され、これまで「モノ」の品質のみに限定されていた

JAS の対象が、「コト」（生産方法、取扱方法、試験方法）等にも拡大した15。 

その一環として、登録認証機関（一般社団法人日本基金）が認めた障がい者が主体的に携

わって生産された農林水産物やその加工食品に対して、「ノウフク JAS」の認証が与えられ

ることとなった。認証商品はその旨を商品に表示することができ、商品の付加価値（信頼性、

エシカル消費）の向上につながることが期待される。こういった取組は農福連携による食品

の生産を行う農業経営体等への関心喚起・取組意欲の喚起につながることが期待される。 

 

 農福連携の政策動向 

令和元年度には「農福連携等推進ビジョン」が公表され、農福連携の発展のための方針が

明示された。同ビジョンにおいて、農福連携の裾野を広げるためには①「知られていない」、

②「踏み出しにくい」、③「広がっていかない」といった課題があり、官民を挙げた取組推

進の必要性が示されている。各課題については、以下の通りのアクションが掲げられている

（図表 10）。 

図表 10 「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会議決定）より引用・抜粋 

■課題①「知られていない」に対するアクション 

（１）農福連携のメリットの発信 

（２）戦略的プロモーションの展開 

■課題②「踏み出しにくい」に対するアクション 

（１）農福連携に取り組む機会の拡大 

（２）ニーズをつなぐマッチングの仕組み等の構築 

（３）障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成 

（４）農福連携に取り組む経営の発展 

■③「広がっていかない」に対するアクション 

（１）国民的運動を展開するための基盤の形成 

（２）関係団体等での横展開等の推進 

  

                                                        
15 農林水産省ウェブサイト、新たな JAS 制度について< https://www.maff.go.jp/j/jas/h29_jashou_kaisei.html> （2020
年 2 月 12 日アクセス） 
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また、「農福連携等推進ビジョン」を定めた農福連携等推進会議には、文部科学省や法務

省も参加しており、従来の農業（農林水産省）・社会福祉（厚生労働省）に留まらない、教

育・若者といった分野への広がりを見据えた体制となっている。 

同ビジョン内では、以下の図表 11 ように、農福連携の取組は障がい者のみでなく、高齢

者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者、犯罪・非行をした者等に対して、就労・社会

参画の機会として広がりを見せつつあることが言及されており、今後の展開として取組の

幅を広げることへ期待が高まっている現状も確認できる。 

 

図表 11 「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会議決定）より引用    

（下線を追記） 

■農福連携の従来の枠組みにとらわれない取組の展開に関する言及 

特に、近年、農福連携は、障害者のみならず、認知症のある高齢者への支援や生活困窮

者などへの就労訓練に広がりを見せるなど、各地において多彩になってきている。また、

多くの矯正施設において農作業等を実施しているほか、一部の保護観察所が社会復帰に

向けた農業分野での取組を進めている。加えて、触法障害者を受け入れている社会福祉法

人もあるなど、犯罪や非行をした者の立ち直り支援の方策のひとつとして農業が注目さ

れている。さらには、林業や水産業にも取組が見られるなど、まさに「農」と「福」の双

方において、従来の枠組みにとらわれない取組が展開され始めてきている。 

■「福」の広がりを推進することへの言及 

農業分野において、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の働きづらさや

生きづらさを感じている者の就労・社会参画の機会の確保に向けた取組を展開していく

に当たり、関係者の連携体制を整備するとともに、それぞれの者に応じたノウハウを蓄積

していく必要がある。 
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農福連携による効果を把握するための視点の検討 

本調査の目的である農福連携の効果を網羅的・体系的に整理するため、まずは、整理の視

点を検討することとした。 

国が把握・整理している農福連携の効果をみると、農福連携等推進ビジョンにおいては、

以下の通り、農福連携が影響を及ぼす経営上の要素に関する言及がみられ、利益率向上、作

業の切り出し（が可能になる）、付加価値創造、収益力強化、生産性向上といった農福連携

の効果として期待できるキーワードが示されている。 

図表 12 「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会議決定）における記載内容 

ビジョン内の農業経営の要素に関する言及箇所（引用） キーワードの抽出 

農業経営のどの部分でどれくらいの利益率アップを実現してい

るか、 どのように作業を切り出し、付加価値を創造する工夫を

行っているかなど、雇用管理面を含め、地方公共団体において把

握している情報も参考にしつつ、定量的なデー タを収集・解析 

・利益率アップ 

・作業の切り出し 

・付加価値の創造 

農福連携を行う農業経営体等の収益力の強化、生産性の向上等

により経営発展を目指す取組を推進する ・収益力の強化 

・生産性の向上 林福連携や水福連携を行う経営体等の収益力の強化、生産性の

向上等により経営発展を目指す取組を推進する 

 

また、農業分野における障害者就労の手引きでは、「①障害者が参加することにより職場

の雰囲気が和む、②障害者の仕事への熱心な姿勢が他の従業員にも波及し、作業効率が上が

る」16ことが、効果として言及されている。 

以上より、農福連携の取組が農業経営にもたらす効果は、収益に関すること、生産に関す

ること、組織マネジメントに関すること等、農業経営上の多様な要素へと波及していると考

えられるため、農業経営の要素を踏まえながら効果の把握・整理に向けた視点を整理するこ

ととした。 

整理の視点の検討にあたっては、「農業経営」とは何かを把握し、その構成要素や分類上

の特徴を参照することとした。また、今後、農福連携の取組を拡大していくためには、農業

経営における課題解決や経営力強化に活用可能な農福連携の効果を把握し、発信すること

が重要であると考えられるため、農業経営体が抱えている経営上の課題についても把握し、

効果の把握・整理のための視点として用いることとする。 

 

 

 

                                                        
16 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所（平成 20 年３月）「農業分野における障害者
就労の手引き－作業事例編－」 
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 農業経営体を取り巻く環境 

近年、国内外の貿易動向や市場環境、気候変動など、農業経営を取り巻く環境が日々大き

く変化しており、農業経営体には、その変化を踏まえた柔軟な対応とリスク管理が求められ

ている。こうした環境変化のリスクについて、食料・農業・農村政策審議会第 85 回企画部

会で提出された「次期基本計画の検討に向けての基本的な考え方について（案）」17では、

農業生産において対応すべき国内外の環境変化として「①TPP を始めとする国際化への対

応、②頻発する大規模災害、③CSF、AFS 等家畜疾病、④地球温暖化等の気候変動」を挙げ

ている。平成 30 年度の食料・農業・農村白書18でも、特集として「自然災害からの復旧・復

興」や「農産物・食品の輸出拡大」が取り上げられる等、国内外の環境変化（外的要因）が

農業経営体に及ぼす影響は大きく、その対応策も含めて、今後の重要な課題・検討事項とし

て認識されていることが分かる。 

 農業経営体が抱える課題 

また、農業経営体の形態や、その担い手の状況についても変化がおきている。 

2015 年農林業センサス19によると、農業経営体数（平成 27 年 2 月 1 日現在）は 137 万 7

千経営体と、2010 年時点に比べて 18.0%減少している中で、法人経営数は 2 万 7 千経営体

と 25.3%増加している。また、経営耕地面積の 5ha 以上農業経営体への集積割合も増加して

おり、農業経営体の法人化・大規模化が進展していることが分かる。 

一方、農業就業人口は 19.5%減少しており、65 歳以上が占める割合は 2015 年時点で 63.5%

となっている。日本全体が高齢化・人口減少局面にあることも踏まえると、農業就業者の高

齢化及び、農業経営体の担い手不足がさらに深刻化することが推察される。  

                                                        
17 農林水産省・食料・農業・農村政策審議会第 85 回企画部会、「次期基本計画の検討に向けての基本的な考え
方について（案）」（2020.1）<https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/kikaku_0129-11.pdf>
（2020 年 2月 25 日アクセス） 

18 農林水産省、「平成 30 年度食料・農業・農林白書」（2019.5） 
19 農林水産省、「2015 年農林業センサス」（2017.12）<https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/survey.html > 
（2020 年 2月 25 日アクセス） 
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図表 13 農業経営体数の推移  

 

資料）農林水産省（2017）、「2015 年農林業センサス」より MURC 作成 

注釈）農業経営体とは、経営耕地面積 30ａ若しくは農産物販売金額 50 万円相当以上の規模の農業経営を行うもの又
は農作業受託を行うものである 

 

 

労働力不足に対する懸念は、平成 29 年 10 月に実施された「若手農業者向けアンケート

調査」20の調査結果にも表れている。現在の経営における特に大きな課題を尋ねた設問では、

「労働力の不足」が 47.3%と最も高くなっており、「品質に見合わない売価」（34.8%）や

「生産コストの高さ」（32.0%）等の生産性に関する課題や、「ほ場の排水不良や不整形」

（33.3%）等の農地・生産基盤に関する課題も回答割合が高くなっている。 

また、将来に向けて特に不安なことを尋ねた設問でも、「労働力の確保」が 56.5%と最も

高くなっており、労働力以外では、「農産物販売価格の低下」「大規模自然災害の発生」等

の市場環境・経営環境の変化に対する回答割合が高くなっている。 

                                                        
20 農林水産省、「若手農業者向けアンケートの集計結果」（2018.4） 
< https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/64shiryou-12.pdf > （2020 年 2 月 25日アクセス） 
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図表 14 現在の経営における特に大きな課題 

 

資料）農林水産省（2018）、「若手農業者向けアンケートの集計結果」より MURC 作成 

 

 

このような農業における厳しい状況を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会第 85 回企画

部会で提出された「経営政策及び農村政策に関する主な論点と対応方向」21では、「経営政

策に関する主な論点と対応方向」の切り口として、①担い手・経営継承等（経営基盤の円滑

な継承、新規就農者の確保・定着、人材不足の中での人材確保等）、②農地（農地の集積・

集約化、条件不利地域での農地の利用や管理等）、③基盤整備（生産性向上のための基盤整

備、スマート農業推進、農業用水利施設の長寿命化対策等）、④災害対応、⑤セーフティネ

ット対策の 5 点が掲げられている。 

今後の農業経営体をめぐる課題としては、労働力の確保・担い手の育成を中心に、複雑に

変化する経営環境への対応策を充実させてリスクを軽減するとともに、生産面・制度面に関

する基盤整備により、食料供給・農業生産を担う生産性の高い農業経営体を育成していくこ

とが求められている。  

                                                        
21 農林水産省・食料・農業・農村政策審議会第 85 回企画部会、「経営政策及び農村政策に関する主な論点と対
応方向」（2020.1） 

< https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/kikaku_0129-4.pdf > （2020 年 2 月 25日アクセス） 
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 農業経営者の経営意識 

次に、農業経営体の経営者の意識を把握した。農業経営において重視する点や目指す姿は

経営者によって異なるため、農福連携の推進にあたっては、経営者の経営意向や課題認識に

沿う形での訴求が求められる。 

「若手農業者向けアンケート調査」20において、農業経営において特に大切と考えること

をたずねた設問では、「経営分析能力」が 59.8%と最も高くなっており、次いで「栽培・飼

養技術」（51.0%）、「パートナー作り（農業者仲間や取引相手）」（44.3%）、「財務管理

能力」（39.8%）となっている。経営に関する実務能力に関する回答が多い中、「パートナ

ー作り」という対外的なつながりに対する意識も強く、外部の人脈や社会との関係性が自身

の経営に与える影響を重視していることが想定される。 

 農業経営における課題解決・経営力強化の要素 

農林水産省では農業経営における課題の改善に向けた「農業経営者を客観的に評価する

指標」が公表されている。 

同指標は農業者が自らの経営状況を評価し、また、経営改善・農業所得の向上等に資す

ることを目的に策定されており22、以下の通り、「経営改善のためのチェックリスト」と

して示されている。 

図表 15 経営改善のためのチェックリスト22（表の一部を抜粋） 

分野 
番
号 項目 取組指標 

経
営
管
理 

1 目標設定 
中長期的に目指す経営の姿を経営目標として定め、家族・従業員等と
共有している。 

2 計画立案 
目標達成に向けた経営計画を立て、それに従って営農活動を行ってい
る。 

3 評価・改善 定期的に経営状況の確認・評価を行い、経営改善を図っている。 

生
産 

4 農作業記録 毎日の農作業記録を書面で残し、作業の改善に役立てている。 

5 資材調達 資材価格の比較・検討を行い、調達先を決めている。 

6 コスト管理 生産に係るコストを常に管理し、収益の増加を図っている。 

販
売
・
加
工 

7 強み把握 他と比較して、自らの農産物の品質や特性の強みを把握している。 

8 販路確保 
複数の販路を比較・検討して販路を決定するなど、安定的な販売のた
めの取組を行っている。 

9 付加価値 
リスクへの備えをした上で、食品加工や直接販売等による付加価値の
向上に取り組んでいる。 

財
務 

10 資金区分 経営のための資金と家計のための資金を明確に区分している。 

11 財務諸表 財務諸表を整備し適切な財務管理や税務申告を行っている。 

労
務 

12 労働環境 
家族・従業員の意欲を高めるために、労働環境の改善に取り組んでい
る。 

13 福利厚生 
家族や従業員を含め必要な社会保険や労働保険、公的年金等に加入し
ている。 

地域 
活動 14 地域活動 地域農業の発展に資する活動を行っている。 

                                                        
22 農林水産省ウェブサイト、新たな農業経営指標< https://www.maff.go.jp/j/ninaite/shihyo.html >（2020 年１月 9 日
アクセス） 
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さらに、農業分野における、経営力強化に向けた指針も示されている。中小企業庁によ

る「農業分野に係る経営力向上に関する指針」（図表 16）23では、「労働生産性」が指標

として用いられており、経営力向上の内容として、農業経営マネジメント、農畜産物の付

加価値の向上、生産コストの削減及び先端技術の導入、生産・製造管理の高度化、環境に

配慮した農業生産、人材の育成・確保、経営資源の組み合わせ（効率的な生産・販売等の

推進のため）が挙げられており、これらが経営上の重要な要素であることがわかる。 

 

図表 16 中小企業庁による「農業分野に係る経営力に関する指針」 

 

注釈）事業分野別指針とは「各分野の現状や、中小企業者等の参考となる取組事項、経営力向上計画において設定が

必要な指標や目標とすべき数値について定めて」いるもの24 

 

  

                                                        
23 中小企業庁、農業分野に係る経営力向上に関する指針の概要
<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190930shishinnougyogaiyou.pdf>（2020 年１月 10 日アクセス） 
24 中小企業庁ウェブサイト、「農業分野に係る経営力向上に関する指針」が策定されました 
< https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190930kyokanou.htm>（2020 年 1 月 10 日アクセス） 
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 効果の把握・整理のための視点 

本調査で整理する「効果」は、単なる農福連携の「良さ」に留まらず、農業経営の改善

や強化に資するものであることが望ましい。そこで、農福連携の取組が農業経営にもたら

す効果を把握するにあたっては、前頁までに示した農業経営者の課題意識に沿った整理を

行うこととした。前述の「農業分野に係る経営力に関する指針」の分類や表現を参考に、

順序の並び替えやキーワードの簡素化を行いつつ以下の通り視点を整理している。 

次ページからは、この A~E を分析視点として、入手可能な文献・公表資料等を確認し、

「農福連携の取組がもたらす農業経営の効果」を収集・整理することとする。 

 

図表 17 農業経営の要素に沿った効果の整理の視点 

 

 

農業経営の要素に沿った 

効果整理の視点（分類） 

農業経営の課題 

（本項で挙げた課題から詳細を抽出） 

A 経営マネジメント 

・経営や財務管理（経営上の確認・評価等）、経営改善 
・経営に役立つ情報の獲得 
・災害対応や事業環境の変化に対応できるリスク管理 ／等 

B人材の育成・確保 

・高齢化や担い手不足による労働力不足 
・多様な人材の働きやすい職場環境の整備、労働条件の改善 
・従業員の意欲向上 
・経営継承 ／等 

C 商品の付加価値の向上 
・消費者や実需者のニーズに沿った高付加価値化、訴求力ア
ップ、販路の確保 ／等 

D生産コスト削減・ 

生産製造管理の高度化 

・効率的で高度化した生産方式の推進 
・コスト管理 
・省力化、農地集積・集約化による規模拡大 
・GAP、HACCP等の導入による衛生管理面等の信頼性確保 
・基盤整備 ／等 

Eその他（地域活動等） 

・環境に配慮した農業生産の実施 
・近隣からの理解獲得 
・地域農業の発展に資する活動の実施 ／等 

注釈）MURC 作成 

注釈）中小企業庁の指針にある「経営資源の組合わせに係る事項」は他の経営資源との連携を指してお

り、農福連携がそれにあたると考えられるため分類の項目からは除外した 

A 経営マネジメント

C 商品の付加価値の向上
D 生産コスト削減、

生産・製造管理の高度化

B 人材の育成・確保

E その他
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農福連携による効果に関する文献調査 

 既往調査の整理 

 農福連携の効果を体系的・網羅的に整理した既往調査を基に、農福連携による効果の全体

増を把握するとともに、前述のＡ～Ｅの整理の視点に当てはまる効果の把握及び分類を行

った。 

 既往調査による体系的な農福連携の効果の整理 

農業経営より広義の「農」への効果としては、濱田（2016）が以下の図を示している。

これは、福祉から農に対する作用の整理の結果であり、濱田（2016）は障がい者が農業・

園芸を行うことで農地管理に寄与し、担い手となることを指摘している。また、「障がい

者に合わせ、情報や作業が改善されれば誰もが働きやすくなる」とも説明している。 

図表 18 福祉による農への効果 

 
資料）濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016 年より MURC 作成 

注釈）交流や定住とは「障害者福祉事業所等が農村地域にあることによって、交流・定住の機会をつくり出す役割を

果たす可能性がある」と言及されている。 

 

 同じく、濱田（2016）25は、「農家等にとってのメリット」として、事業所への作業委託

と障がい者雇用の場合の２つの連携パターンごとに農福連携の主なメリット（効果）を整理

している（エラー! 参照元が見つかりません。）。また、農家等のみでなく、地域の農業に

とってのメリットも示されている。 

 作業委託の場合と雇用の場合とで異なるメリットが提示されており、作業委託の場合は

農地管理の委託や、福祉事業所が耕作放棄地を再生する等の地域農業へのメリットにもつ

ながっていると指摘されている。 

                                                        
25 濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016年 

・交流

・定住

・担い手

・農地管理

・障がい者による癒し

・作業改善

農業生産・園芸

＜つくる＞

福祉施設整備等

＜その場にいる＞
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図表 19 「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」より引用・抜粋 

事業所への作業委託の場合 

①高齢化や後継者不足によって作業が難しくなったときや農繁期の担い手として、事業

所が作業を受託してくれる（～中略～）近年、農繁期に依頼している健常者のパートも高

齢化しており、そうしたときの新たな担い手となっている 

②委託を通じて農地管理が可能となっている。あるいは耕作放棄地を再生するケースも

出てきている 

③農家等の栽培する農地面積の拡大、農業収入の増加につながるケースもある 

④障がい者との交流ができるようになる 

障がい者雇用の場合 

①農業法人や有機農業などを行う農家等にとっては、常用での農作業の従事者が必要と

されており、新たな従業員の確保につながる 

②障がい者雇用を通じた生産や農地の維持が可能となる 

③職場内の情報共有や動線などがスムーズとなり、結果として作業効率が高まる 

④障がい者の存在自体が、職場の人間関係を改善し、和やかな雰囲気とする 

⑤農業法人等が障がい者の適性に応じた作業をつくり出す中で、より付加価値の高い商

品を生産することも可能となる 

地域にとってのメリット 

①地域農業の維持、場合によっては活性化につながる 

②地域の農地管理、耕作放棄地の管理につながる 

③障害者福祉事業所とのつながりができることで、農作業以外での新たな連携により地

域特産品の開発、販路確保につながる可能性がある。実際に事業所が新商品の開発や食品

加工を行ったり、農家が手がけた農産物などの販路を開拓する事例もある 

④地域の分断された主体が障がい者を通じて連携し、新たな連携を生み出す 

⑤地域の多様な主体の交流機会の創出につながる 

注釈）①～⑤の番号は MURC が追加 
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 アンケート調査による農福連携の効果の把握 

一般社団法人日本基金（2018 年度）のアンケート調査26においては、障がい者を受入れる

ことによる多様な効果が把握されている。 

障がい者を雇用又は福祉事業所等に農作業を委託している農家等のうち、78％（回答数

126 件中 105 件）が５年前と比較して「年間売上額が上がった」と回答しており、そのうち、

83％が「障がい者を受入れることによる収益性向上に対する効果」があったと回答している

（「大きな効果あり」「効果あり」「どちらかと言えば効果あり」の合計）。 

 また、障がい者受け入れの効果については、「人材として貴重な戦力」の回答が最も多く

76％で、次いで「農作業の労働力確保によって営業等の時間が増えた」（57％）、「作業の

見直しによる効率向上」（42％）となっている。20％以上の回答があった選択肢をみると、

労働力確保、経営規模拡大、作業効率向上、品質の向上について効果を感じる農業者が多い

ことがわかる。回答数は少ないものの、新たな農作物の栽培への挑戦、組織力向上、農業の

継続に向けた動機の高まり、従業員の士気向上、販路開拓、人手の増加による病気・鳥獣被

害の防止、防除に係る経費削減も効果として挙げられている。 

 

図表 20 障がい者を受入れることによる効果（n=109、複数回答） 

 
資料）一般社団法人日本基金（2018）より MURC 作成 

 

  

                                                        
26 一般社団法人日本基金（2018年度）「「平成30年度農山漁村振興交付金（農福連携対策）普及啓発等推進対策事業」農福連
携の効果と課題に関する調査結果」 

76%

57%

42%

28%

25%

22%

18%

17%

17%

16%

11%

6%

6%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

人材として貴重な戦⼒

農作業の労働⼒確保によって営業等の時間が増えた

作業の⾒直しによる効率向上

経営規模の拡⼤

適期作業による品質の向上

人員の確保が容易になった

新たな農作物の栽培にチャレンジできるように

組織体制の⾒直しによる組織⼒向上

継続して農産業を⾏っていく動機になった

従業員の⼠気向上

新たな販路開拓等につながった

人手の増加による病気の早期発⾒、⿃獣害被害の防⽌

防除回数、防除にかかる経費の削減

その他
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また、認定農業者を対象に実施したアンケート調査では、障がい者就労の効果として「労

働力の確保」（76.3％）、「自社の社会的認知度の向上」（31.6％）、「労働環境の改善」

（13.2％）が上位にあがっている。回答数は限られるものの、新規事業立ち上げ、自社製品

の知名度向上、技術指導力向上、売上向上、品質管理レベル向上も効果としてあがってい

る。  

図表 21 障がい者就労の効果27（複数回答） 

 

資料）小谷ほか（2016）より MURC 作成 

 先進事例からみる農福連携による効果 

ここまでの情報から、農福連携の効果に係るキーワードや重要な要素が抽出できた。しか

し、農福連携による効果なのか、農作業の担い手の増加による効果なのか明確でないため、

具体的な取組事例から効果の詳細や効果を生み出した要因や要素を抽出することとした。 

令和元年 10 月に農林水産省がとりまとめた「農福連携 事例集（ver.1）」28では、全国の

農福連携に取り組む農業経営体の取組内容と取組の効果が記載されている。同事例集は取

組パターンを①直接就労型、②福祉完結型、③連携型、④グループ内連携型の４つに分類し

ており、そのうち農業経営体が主体となっているのは①直接就労型（農業者が直接雇用）、

③連携型（うち農業側の取組）、④グループ内連携型及びグループ内連携型（農業側から参

入）である。 

これら農業経営体が主体となっている取組について、取組主体名と掲載されている効果

のうち、特に障がい者の就労によって農業経営にもたらされている効果と読み取れる内容

をリスト化した。 

  

                                                        
27 小谷幸司、内藤義樹、島田正文、小島仁志、笹田勝寛｢農業法人における障がい者就労の現状と課題｣（人植関
係学誌. 16(1):23-28p, 2016） 
28 農林水産省（令和元年 10 月）「農福連携 事例集(ver.1)」 

76.3%

31.6%

13.2%

5.3%

5.3%

5.3%

2.6%

2.6%

15.8%

7.9%

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

労働力の確保

自社の社会的認知度の向上

労働環境の改善

新規事業の立ち上げ

自社製品の知名度向上

技術指導力の向上

売上の向上

品質管理レベルの向上

その他

無回答 (n=38)
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図表 22 障がい者就労の効果に関する言及について（番号は新たに付与） 

取組主体名（地域） 取組パタ

ーン 
取組の効果（一部抜粋して引用） 

１合同会社竹内農園 
（北海道北広島市） 

③連携型 手作業を多くすることで、多数の障害者を受け入れるととも
に、機械の固定費を安くして、利益幅を確保。 

自らの知名度が高まることで、地域の農業者から相談を受
け、自ら事業所とのマッチング役となっている。 

２合同会社農場たつかー
む、合同会社自然農業社 
（北海道壮瞥町） 

④グルー

プ内連携

型 

付加価値の高い農畜産物や加工品の販売を行うことで、平成
29 年度の平均月額賃金は、たつかーむの A 型が約 12 万
円、自然農業社が約９万円と、北海道内の事業所でトップク
ラスを実現 

３運営主体：特定非営利
活動法人どりーむ・わー
くす 
事業所：就労継続支援 B
型事業所「どりーむ・わ
ーくす」 
（北海道余市町） 

④グルー

プ内連携

型 

徹底した作業の細分化、作業ルールのシンプル化、安全への
配慮により、障害者の作業範囲を拡大させ、障害者の戦力化
を実現。 

農作業を細分化することで、農業経験のない学生や高齢者、
育児中の主婦などにも農業の働き手となってもらうことが
でき、農業体験の場などを通じて、受入れ対象者を拡大。 

自らの工夫を積極的に発信し、アドバイスをすることで、北
海道内において農福連携の取組の輪を広げている。 

４運営主体：特定非営利
活動法人サトニクラス 
事業所：就労継続支援 A
型事業所「サトニクラス
酵房」（北海道月形町） 

④グルー

プ内連携

型 

漬物製造工程の細分化により、生産性が向上。製造量は、開
始当初の 200 パックから 2,000 パック（平成 30 年度）
へと約 10 倍に増加。 

交付金事業29を実施することで、町内で農福連携に取り組も
うとする農業者が増加。 

５株式会社大滝自然農園 
（宮城県仙台市） 

④グルー

プ内連携

型 

有機又は無農薬栽培を実施することで、農薬による事故がな
いという意味で、障害者の安全な作業につながっている。 

新規就農希望者が、研修中に障害者と接することで、障害者
の就労に対する理解が促され、新規就農後に障害者を受け入
れるなど、農業者による農福連携の取組拡大につながってい
る。 

６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 
（群馬県大泉町） 

 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。平成 23 年には「障害者の自立を支援する胡蝶蘭
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。 

７京丸園株式会社 
（静岡県浜松市） 

①直接就

労型 

障害特性に対応した作業の細分化と割付けや、作業方法の工
夫により、自らの経営を見直し、生産性が向上。その結果、
雇用する障害者数が増えるにつれて売上が伸びていること
に加え、一貫して黒字経営を達成。現在の年商は、約４億円。 

障害者を多数雇用し、作業の手間をかけることができるた
め、市場ニーズがある小分け包装した野菜などを商品化。 

障害者が作業しやすくなるよう、生産工程の管理を徹底し、
平成 25 年には、JGAP 認証を取得。 
 

                                                        
29 「農福連携 事例集（ver.1）」内で｢平成 27 年度「都市農村共生・対流総合対策交付金」を活用し、乾燥野菜
の開発や農家が必要とする労働力の調査を実施。また、平成 29年度「農山漁村振興交付金」を活用し、地域協議
会の事務局として農作業指導者の育成等の事業を実施｣と記載がある。 
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８株式会社たくみファー
ム 
（新潟県新潟市） 

④グルー

プ内連携

型（両側

か ら 参

入） 

障害者に配慮した生産工程を構築したことが、平成 28 年
度、ミニトマト、ニンジン及びイチジクでＧ－GAP 認証の
取得にもつながる。ブランド化を図りつつ、2020 年東京
オリ・パラへの食材供給を目指す。 

９有限会社Ｈ＆Ｌプラン
テーション 
（愛知県春日井市） 

①直接就

労型 

障害者を受け入れて指導することにより、農場の貴重な人材
の確保につながった。 

社会貢献活動と営利活動の両立により、農場スタッフが“や
りがいと達成感を感じるいい仕事”ができていると実感。 

障害者を直接雇用しているが、障害者がかつて所属していた
就労移行支援事業所と連絡を欠かさず、それぞれの障害者へ
の接し方の留意点を把握。その結果、障害者のケガや病気の
防止につながり、良い労働環境を実現。 

10 株式会社いずみエコ
ロジーファーム 
（大阪府和泉市） 

④ グ ル ー

プ 内 連 携

型（農業側

から参入） 

人手と販路を安定的に確保することで、利益が安定化。会社
設立時に１ha だった圃場は規模を 5 倍に拡大。農業での単
純売上は、約 5,000 万円を実現。 

11 有限会社岡山県農商 
（岡山県岡山市） 

④グルー

プ内連携

型（農業

側から参

入） 

加工・販売による６次産業化と障害者への適切な作業の割付
けにより、平成 28 年の売上高は約 1 億 6,500 万円と、５
年間で約 1.5 倍に増加。 

特別支援学校からの職場実習を受け入れており、その際に
は、繰り返し根気強く伝えることで仕事を習得させ、正式雇
用につなげている。 

12 株式会社おおもり農
園 
（岡山県岡山市） 

④グルー

プ内連携

型（農業

側から参

入） 

自ら障害福祉サービス事業所を設立することで、障害者を安
定的に確保できるようになり、作業負担が軽減。夫婦で１日
300 パックだった出荷量は、600 パックと２倍へ増加。 

経営に余裕が生まれた結果、離農した農業者からハウスを引
き継ぎ、経営面積が約 35a まで増加。 

作業指示の見える化によって、異常発生時の問題点がわか
り、指示が障害者に的確に伝わるようになった。 

13 株式会社南風ベジフ
ァーム 
（鹿児島県南さつま市） 

④グルー

プ内連携

型（農業

側から参

入） 

豊富な利用者の労働力を活かして、近隣農業者の間で芋苗植
付け作業の受託、高菜栽培の委託に取り組み、地域農業者と
相互の協力体制を構築。地域農業の維持発展に大きく貢献。 

作業の委託料は、作業面積による成果制。農業者からは、金
額を予想しやすく、安心して委託できると好評。 

14 株式会社みやぎ農園 
（沖縄県南城市） 

③連携型

（うち農

業側の取

組） 

23 名の従業員だけでは人手が不足していたが、障害者が作
業を担うことで、人手不足が解消。健常者社員が、養鶏に集
中できるようになり、高い技術を維持。平成 31 年 1 月か
らは、JICA を通じてブータンへ養鶏技術を移転する取組を
開始。また、台湾へマヨネーズ等の加工品の輸出も開始する
など、取組を拡大中。 

GAP に力を入れており、障害者も作業がしやすくなる生産
工程の管理を重視。 

注意）農林水産省「農福連携  事例集（ver.1）」から一部抜粋、下線は MURC 追加 
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 上記の「農福連携 事例集（ver.1）」で抽出した 14 件の事例内容をもとに、農福連携により生じた変化・対応点ごとに農福連携ならではと

考えらえられる農業経営の効果を抽出・抜粋した（図表 23）。なお、農福連携による効果がどのように現れているのかを把握するため、効

果のきっかけ・要因となっているものが分かるように整理している。 

図表 23 障がい者就労の効果について抽出 

番号／分類 農福連携で生じた変化・対応点として言及されているもの 農業経営における効果として言及されているもの ※は補足 

1作業内容の変化 
・障がい者受入れのため、手作業を増加① ・機械のコスト（固定費等）を削減し、利益幅を確保・拡大 
・作業手間をかけることが可能⑦ ・市場ニーズの高い小分け包装等に対応可能 

2地域内農業者 
との連携 

・知名度が高まり、地域農業者から相談を受ける機会が増加① ・農業者の知名度の向上 
・工夫を積極的に発信し、助言も実施③ ・地域農業者との連携拡大 
・作業面積による成果制で作業受託を実施⑬ ・金額が予測しやすく、他農業者は安心して委託が可能 

・障がい者の労働力を活かし、地域農業者から作業を受託⑬ ・地域農業の維持発展に貢献 

3障がい者賃金の増加 ・高付加価値の農畜産物・加工品販売で障がい者の賃金を増加② ・農畜産物・加工品の高付加価値化 

4障がい特性に対応 

・作業細分化、作業ルールのシンプル化、安全への配慮を実施③ ・作業の細分化等により、農業経験のない人にも働き手となってもらえる 
・漬物製造工程を細分化④ ・生産性が向上 

・障がい者の安全な作業のため、有機・無農薬栽培を実施⑤ ・有機や無農薬栽培の実施（※付加価値や商品の訴求力アップ） 

・福祉事業所から助言を獲得（ケガや病気の防止）⑨ ・良い労働環境を確保 

・障害特性に対応した作業の細分化・割付や、作業を工夫⑦ ・自らの経営を見直すきっかけとなり、生産性向上。その結果、売上も伸びた 

5指示の明確化 
・作業時に判断を要しないサポート用治具の導入や作業基準の明
確化を実施⑥ 

・高品質な農産物を生産 

・作業指示を行程ごとに写真で表示し、視覚化⑫ ・異常発生時の問題点が把握可能になり、的確な指示が可能に 

6 
生産工程の管理徹底 

・生産工程の管理を徹底⑦ ・JGAP認証の取得につながった 
・障がい者に配慮した生産工程を構築⑧ ・G-GAP認証の取得につながった 
・生産工程の管理を重視⑭ ・GAP に好影響 

7交付金 ・交付金事業の実施（農作業指導者の育成等）④ ・地域内に農福連携に取り組む農業者が増加 
8社会貢献 ・社会貢献活動・営利活動を両立⑨ ・従業員等がやりがいと達成感を実感 

9人手の確保 

・障がい者の受入れ⑨ ・人材を確保 
・人手、販路を安定的に確保⑩ ・利益の安定化、規模を拡大 
・自ら福祉事業所を設立し、障がい者を安定的に確保⑫ ・作業負担が軽減、経営に余裕も生まれ、出荷量や規模が拡大 

・作業の担い手として障がい者を確保⑭ ・人手不足を解消、また、健常者社員が集中したい作業に注力可能、高い
技術を維持するほか、輸出等取組が拡大 

10職場実習の受入れ ・特別支援学校から職場実習を受入れ⑪ ・正式雇用に発展 
11障がい者との 
交流機会獲得 

・新規就農希望者が研修中に障がい者と接することで、障がい者就
労に対する理解を促進⑤ ・地域内に農福連携に取り組む農業者が増加 
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 さらに、 上記の「農福連携 事例集（ver.1）」で抽出した 14 件の事例内容をもとに、農

福連携により生じた変化・対応点ごとに農福連携ならではと考えらえられる農業経営の効

果を抽出・抜粋した（図表 23）。なお、農福連携による効果がどのように現れているのか

を把握するため、効果のきっかけ・要因となっているものが分かるように整理している。 

図表 23 の分類ごとの変化・対応点とその効果を整理したものが以下である。効果としてキ

ーワードとなる箇所には下線を記した。 

 

【１：作業内容の変化】 

· 障がい者が従事しやすいように手作業を増やした結果、機械の導入に伴うコスト削

減につながる 

· 作業者数が増え、手間のかかる作業（小分け包装等）に対応できるようになる 

 

【２：地域内農業者との連携】 

· （農福連携の）先進取組主体として知名度が向上し、相談・助言等を通じて地域農業

者との連携が拡大する 

· （雇用や福祉事業所を設立する場合）労働力が増え、他農業者からの作業受託が可能

になることで、地域内の農業労働力不足を補える 

· 福祉施設への作業委託の場合、作業面積に応じた成果制の導入が可能で、収支の計算

が容易であり、農業者が安心して委託できる（※連携可能な主体の拡大） 

 

【３：障がい者賃金の増加】 

· 障がい者の賃金の増加のため、高付加価値商品を販売するようになった（※利益向

上、ブランディング等にもつながる） 

 

【４：障がい特性に対応】 

· 障がい者の受入れや障がい特性への対応のため、作業の細分化、作業の安全確保、作

業内容の工夫を行うようになる 

· 障がい者の働きやすい環境を整備した結果、作業見直し等による生産性の向上がも

たらされ、農業経験の無い人でも実施しやすい作業内容・環境となる 

 

【５：指示の明確化】 

· 作業の基準や規格となる治具の導入により、品質が安定・高品質な農産物が生産可能 

· 作業指示を写真等で視覚化することにより、指示が的確になる 

 

【６：生産工程の管理徹底】 

· 障がい者に配慮することが、生産工程の管理徹底につながり、各 GAP（Good 
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Agricultural Practice:農業生産工程管理）の認証取得につながる 

 

 

 

【７：交付金】 

· 農福連携に関する交付金事業を活用できる 

 

【８：社会貢献】 

· 福祉と農業を行うことが、社会貢献にもつながり、営利活動でもあることから、従業

員がやりがいや達成感を感じることができる 

 

【９：人手の確保】 

· 障がい者の受入れによって、人手を確保でき、利益安定化や規模拡大にもつながる 

· 農作業の担い手が増え、経営者や既存従業員は技術力が必要な他の作業、販路確保等

の営業等に費やす時間を増やすことができる 

 

【10：職場実習の受入れ】 

· 福祉事業所のほか、特別支援学校とも連携することで、新たな人材の雇用につながる 

 

【11：障がい者との交流機会獲得】 

· 取組主体以外の農業者が障がい者と交流することで、障がい者就労への理解が深ま

る 
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 既往調査から把握した効果のまとめ 

 体系的または幅広く農福連携の効果を整理した先行調査や先進事例の情報から、分析視

点 A～E（図表 17 農業経営の要素に沿った効果の整理の視点）に当てはまる効果を分類

した。既往調査で把握できた農福連携の取組が農業経営にもたらす効果は、Ａ～Ｅの整理の

視点の中でも更に細分化でき、農福連携によって農業経営上の多様な要素への好影響がみ

られることがわかる。 

図表 24 既往調査から把握した効果について 

 

 

資料）MURC 作成  

＜売上・収益向上＞
・障がい者の受入れによって年間売上額があがる
・障がい者の受入れによって収益性が向上する
・安定的な人手、販路の確保により利益が安定化する

A 経営マネジメント

C 商品の
付加価値の向上

D 生産コスト削減、
生産・製造管理の高

度化

B 人材の育成・確保

E その他

＜事業の強化・経営多角化＞
・新たな農作物の栽培にチャレンジできる

・新規事業の立ち上げができる
・農地面積／経営規模の拡大ができる
・福祉事業所を設立する等の多角化を行い、他農業者か
らの作業を受託できる

＜適正な人員配置＞
・農作業の労働力確保によって営業・販路開拓等の時間
が増える
・農作業の担い手が増えることで、経営者等が技術力が必
要な作業に時間を費やせる
・組織体制の見直しによって組織力が向上する

＜労働力確保＞
・人材として貴重な戦力を得る

・人員確保が容易になる、人材確保につながる
・労働力／担い手の確保ができる
・農閑期等に福祉事業所が作業を受託してくれる

＜品質の向上＞
・人手の増加による病気の早期発見ができる
・人手の増加による鳥獣害被害の防止ができる
・適期作業によって品質が向上する
・作業基準、治具導入で品質が安定・高品質化

＜商品のブランディング・訴求力向上＞
・自社製品の知名度が向上する
・作業者数が増えることで手間のかかる作業に対応できる

＜作業効率化＞
・作業の見直しによって効率や生産性が向上する
・作業が改善される
・障がい特性への対応のため作業内容を工夫する

＜コスト削減＞
・防除回数が削減できる
・防除にかかる経費が削減できる
・手作業が増え、機械コストを削減できる

＜働きやすい労働環境＞
・労働環境の改善につながる
・障がい者にあわせて情報や作業が改善され、誰もが働き
やすくなる
・障がい者の働きやすさの追求が、農業経験の無い人でも
実施しやすい作業内容・環境の創出につながる
・視覚化等を導入し、従業員等が的確な指示を行えるよ
うになる

＜販路＞
・新たな販路開拓につながる
・連携先の福祉事業所が販路となる

＜その他＞
・農産業を継続する動機になる
・自社の社会的認知度が向上する

＜作業環境の改善＞
・労働環境の改善につながる（再掲）
・障がい特性への対応のため作業の安全確保を行う

＜生産・製造管理の高度化＞
・品質管理レベルが向上する
・障がい者への配慮が生産工程の管理徹底につながる

＜連携の拡大＞
・先進取組主体として知名度があがり、地域農業者から相
談を受けるようになる
・地域内で新たな連携が生まれる
・他の農業者が自社の障がい者と交流することで、障がい
者就労への理解が深まる（広がる）

＜社会貢献＞
・福祉と農業を行うことで社会貢献につながる

＜財務管理の強化等＞
・成果制の作業委託によって収支の把握が容易になる

＜商品の高付加価値化＞
・障がい適性に応じた作業をつくり出す中で高付加価値商
品の生産も可能となる
・障がい者の賃金を増やすための工夫の結果、高付加価
値商品を販売が可能となる

＜作業の細分化＞
・障がい特性への対応のため作業の細分化を行う

＜経営者・従業員の意識・行動変化＞
・従業員の士気が向上する

・職場の雰囲気が和やかになる
・従業員がやりがいや達成感を感じる

整理の視点 農業経営における効果

＜福祉事業所の力を借りる＞
・委託を通じた農地管理が可能になる
・福祉事業所が耕作放棄地を再生する
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 農福連携ならではの効果をもたらす要因・理由 

図表 24 で農業経営にもたらす効果をまとめた既往調査のまとめに記載されている「農業

経営における効果」の各項目について、「農福連携ならではの効果」である要因を探るため、

学術的に分析を行っている文献や詳細がわかる文献を収集し、さらなる深掘りを行った。ま

た、既往調査で把握されていない効果の把握についても追加の調査を実施した。 

本項では、農福連携に関する文献のうち、農福連携の取組事例や効果等に関する調査を実

施しているものを抽出した。なお、農福連携に関するもののみでなく、取組の歴史が長く、

また効果に関する調査が進んでいる障がい者雇用・就労（農業以外の他産業を中心としたも

の）に関する文献も参考としている。 

 

 A：経営マネジメントに係る効果 

 売上・収益向上に関するもの 

既往調査からは、年間の売上額の増加、収益性の向上、利益の安定化という効果が把握で

きている。これらは、後述する B～E に関する効果が複合的に重なって生じるものであるた

め、直接の言及は少ない。 

売上や収益性に関して、茅原（1996）30によると、障がい者の雇用を行う企業は「積極的

に自己改革を行い」「社会的な要請を真摯に受け止める優良な企業として社会に認知される」

という効果があり、企業イメージの向上につながり、企業の商品・サービスのブランド化が

生じるため、長期的にみて「高い利益を得る可能性が高くなる」と指摘している。間接的な

効果ではあるものの、福祉との連携によって社会的な信用を獲得し、企業や商品イメージ向

上による高付加価値化が可能となり、売上・収益性向上への効果が見込めるといえる。 

利益の安定化については、株式会社いずみエコロジーファームの事例にて農福連携の取

組の効果として挙げられている。同社は生協出資の法人であるため、農産物は生協が買い取

っており（生協が求める品質を満たすもの）、自ら就労継続支援Ａ型事業所を設立している

ため、障がい者を安定的に確保することによって、利益の安定化がもたらされていると述べ

ている 28。販路の安定化については、同社の法人形態（生協が設立）に起因しているところ

が大きいと考えられるため、Ｃ：商品の高付加価値の向上に係る効果にて詳しく把握するこ

ととする。農福連携ならではの効果という視点からみると、自ら設立したＡ型事業所にて障

がい者を雇用するという連携形態をとったことによって、人手の安定的な確保につながっ

ていることは農福連携がもたらした効果といえるだろう。 

  

                                                        
30 茅原 聖治「障害者雇用企業の現状と費用 : 便益分析について」大阪府立大學經濟研究. 1996, 41(2), p.71-92 
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 事業の強化・経営多角化に関するもの 

 前述の先進事例等をみると、事業の強化・多角化という視点からは、新たな農作物の栽培

にチャレンジできる、新規事業の立ち上げができる、農地面積や経営規模を拡大できるとい

った効果を確認できた。また、農業経営体が自ら福祉事業所を設立することで、作業を受託

するという新たな事業展開も可能であることが把握できている。 

 そのうち、農業における新規事業とは、販売・加工・流通への進出等の６次産業化や、品

目の変更、多品目栽培への変更等のミクロな新規事業を指していると考えられる。たとえば、

新潟県の農福連携に取り組む農園 CuRA!では、安定した販路の確保、通年作業の創出のた

め、業務用製品の検討を行っていると述べているほか、合同会社竹内農園においては、通年

の作業を生み出すため、約 15 種類の野菜の栽培を行い、年間 200 日の出荷をほぼ達成する

等、安定的な利益の創出にもつながっている可能性が確認できる 37。 

 なお、農地面積や経営規模の拡大にかかる効果ついては、後述する人手の確保や、作業の

効率化によってもたらされた効果が大きいため、詳細は D：生産コスト削減を参照された

い。 
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 適正な人員配置 

江本（2017）36は、障がい者雇用における、人員配置に関して重要な意見を述べている（図

表 25）。農業に限らず、他の産業でも参考となる視点であるが、既存の仕事に合わせた配

置を行うのではなく、経営資源である人材に合わせた配置を行うというものである。 

 なお、農業の規模拡大における課題としては、自動化が進んでおらず、手作業が多い、手

間が多い、熟練技術が必要となる作業がある等が指摘されているが31、逆説的に考えると、

自動化や機械化等が進んでおらず、作業の切り出し、依頼する作業の創出が柔軟にできると

もいえる。障がい者が可能な作業は限られてしまうこともあり、農福連携を行う場合は障が

い特性や個性に合わせて人員配置を検討する必要がある。しかし、それによって作業手順・

指示の見直し、各人材に合わせた適正な配置といった意識が農業経営体に生まれることは、

経営マネジメント上、大変有用な効果といえる。 

 

図表 25 「システムとしての「職場」における障害者雇用の効用ー障害者雇用を通じたディーセント

ワークの実現ー」より引用 

障がい者雇用の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

「仕事」を中心にした考え方から「人」を中心に，ある

いは，「職場全体」を視点にいれること，さらには，「人

を活かす」ことを中心に考えることである。つまり「こ

の仕事が障害者にできるか」（可否）を考えて逡巡する

のではなく，「この仕事は，どうやったら，障害を持つ

労働者にできるか」（方法）を考えると，手順や指示方

法の見直し，仕事の切り分けができる。また「この仕事

をこの人（障害を持つ労働者）がすることで職場全体が

どうなるか」を考えると，個人レベルで仕事量が少なく

ても，みんなで支え合うことで全体の労働生産性は高

くなることもある。さらに「この人（障害を持つ労働者）

を活かす仕事は何か」を考えることで仕事を創出した

り，新規事業の開拓にもつながる。 

人員配置を検討する際に、 

仕事を基軸に配置するのではなく、

人を活かすという視点から配置、 

仕事の切り分けを行うという発想の

転換が重要 

 

 

  

                                                        
31 農林水産省（平成 28 年 1 月）「農業労働力の確保に関する現状と課題」 
<https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/pdf/kadai_2801.pdf>（2020 年１月 10 日アクセス） 



34 

 

 B：人材の育成・確保に係る効果 

 労働力の確保 

 農福連携を開始することによって、これまで農業に従事することが少なかった障がい者

という新たな人材を得ることができ、農作業等の労働力の確保が可能となる。しかし、単な

る労働力の確保以上に農業経営上の効果があることを指摘したい。 

 

 濱田（2007）32によると、白石農園（東京都練馬区にて都市農業を営む。社会適応訓練事

業や障がい者のパート就労による農福連携の取組も実施）の事例では、「ノルマなどを達成

することを苦手とする者が多いものの、繰り返し作業・根気のいる作業などを丁寧に行うこ

となどに適しており、そうした作業のある農作業等には向いている」という効果が実感され

ている。 

農林水産省は規模拡大において負担の要因となる農作業を整理しており、果樹や露地野

菜の収穫・調整等において「単純な手作業が中心」という点を指摘している（図表 26）よ

うに、農作業は単純作業の繰り返しとなる場合も多く、人手も必要であるが、こういった作

業は根気がいるものであり、全ての人が適性を持った作業とは言い難い。その中で、根気を

必要とする作業に適した人材を得られることは、農業経営体にとって非常にメリットの高

い効果である。 

 

図表 26 規模拡大において作業負担の要因となる農作業 

 
資料）農林水産省（平成 28 年 1 月）「農業労働力の確保に関する現状と課題」 

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/pdf/kadai_2801.pdf>  

 

 

                                                        
32 濱田健司、「都市農業における農の「福祉力」を活かした取組み：東京都練馬区「白石農園」における障害者
の社会適応訓練・就労と体験農園の取組みを事例として」(２００７)、共済総研レポート．No.92，p.28－36 
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 さらに、牛野ほか（2007）33は、社会就労センターの農作業担当者 157 件を対象にとした

アンケートで、農業と知的障がい者の関係について調査している。その結果、計 47％が「非

常に向いている」、「他の仕事よりは向いている」と回答している。その理由として、「単

純な作業の繰り返しが多い」ことや「野外でのびのびと」できることが理由として挙げられ

ており、障がい者は単純な作業に適性を有しており、農作業と相性の良い能力・スキルがあ

ることがわかる。  

                                                        
33 牛野 正, 中野 裕子, 林 賢一 「農業における知的障害者雇用に関する一考察」農村計画学会誌 2007 年 25 巻 
4 号 p. 556-563 
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 経営者・従業員の意識・行動変化 

経営者や従業員といった、農業経営体で働く既存の人材への効果も指摘されている。 

たとえば、図表 27 にあるように、濱田（2016）34は、農福連携の取組によって、職場内

の情報共有が円滑化するという変化が生じると指摘している。これは、より丁寧な作業の説

明や怪我などのリスク低減のための配慮が必要な障がい者が職場に介入することで、他の

従業員が作業進捗・内容等の情報共有を積極的に行い、より良い職場環境を作り出そうとす

る意識が生まれるためであると思われる。 

また、牛野ほか（2007）35は、「熱心に作業する姿は他の従業員の意識を刺激するほか，

障害者が動きやすいようにというきっかけで互いを思いやる社風が醸成され，穏やかな雰

囲気になったと評価」した農業経営体が存在したことや、（負担が大きく、単調な作業にな

りがちな）除草作業が続く中でも熱心に作業する障がい者が多く、農業経営体の他の従業員

等の意欲喚起につながると指摘している。さらに、農業では高齢化が課題となっているが、

障がい者の場合は、若い人材の従事・就労の見込みもあることから、職場に活気が生まれる、

明るい雰囲気をもたらすと述べている。 

図表 27 「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」より引用 

農福連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

職場内の情報共有や動線などがスムーズとなり、結果

として作業効率が高まるということがある。障がい者

に対して丁寧な対応ができれば、それは健常者にとっ

ても同様の効果があるためである。 

職場内の情報共有が円滑化 

動線が改善 

➢ これらによって作業効率が向

上 

障がい者の存在自体が、職場の人間関係を改善し、和や

かな雰囲気とする。 

障がい者という存在の介入 

➢ 職場の人間関係を改善 

資料）濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016 年 

  

さらに、（独）高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター（2010）16は、企業一

般における障がい者雇用は、従業員が自社を障がい者雇用に積極的な企業で、社会的信用が

あると感じ、自社への誇り・愛社精神が高まると述べている。その結果、社員のモラルが向

上するという効果がもたらされるとも述べている。 

 

  

                                                        
34 濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016 年 
35 牛野 正, 中野 裕子, 林 賢一 「農業における知的障害者雇用に関する一考察」農村計画学会誌 2007 年 25 巻 
4 号 p. 556-563 
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 働きやすい労働環境 

前述の経営者・従業員の意識・行動変化と類似する点も多いが、障がい者や障がい特性に

あわせて、働きやすい環境をつくることが農業経営体で働く既存の従業員にとっても働き

やすい環境づくりにつながることが指摘されている。 

既往調査で抽出できた効果の多くは、障がい者、障がい特性に合わせて作業指示（情報共

有方法）、作業環境、作業内容を改善することが、農業経験の無い人も含め誰もが働きやす

い環境の創出につながると指摘している。以下で整理した結果をまとめると、農福連携によ

って、障がい者のみでなく、誰もが働きやすい労働環境を確立することができるといえる。 

 

■作業指示の改善 

作業指示については、たとえば、江本（2017）36は「障害者のためにわかりやすいマニュ

アルを作ると、新規雇用の労働者に対しても活用出来ること」及び「障害者にわかりやすい

指示をすると，教える方のスキルがアップすること」を指摘している。前者については、株

式会社おおもり農園の事例が参考となるため紹介したい37。 

株式会社おおもり農園は、収穫した苺をパック詰めして出荷しているが、多様な大きさの

苺を規定の大きさのパックに詰める必要がある。その際に、苺の個体の大きさに合わせた並

べ方、向き等が理解しやすいように、写真と文字で完成例を示している。 

これは、障がいの有無にかかわらず、従業員の誰もが参考となる作業イメージとして活用

可能である。一部の農業経営体は従業員への指示に慣れておらず、指示が曖昧になってしま

ったり、経営者等の経験者が自身で作業を行ってしまうというケースもあるが、「誰もが理

解できる」形で指示を出すことは、従事できる人材の幅が広がり、さらに、商品の品質の安

定化や高付加価値化につながることも期待できる。 

                                                        
36 江本純子「システムとしての「職場」における障害者雇用の効用ー障害者雇用を通じたディーセントワークの
実現ー」社会政策学会誌『社会政策』2017，8（3）p.92-105 
37 農林水産省（平成 31 年４月）「農福連携の取組実践事例集」 
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図表 28 サイズに応じたパック詰め方法を示した提示の具体例（株式会社おおもり農園）37 

  

 

同じく、「農福連携の取組実践事例集」より、京丸園株式会社の事例が参考となる。同社

は、当初トレイの洗浄作業指示を「きれいに洗う」という指示で依頼していたが、福祉担当

者からの指摘によって、それが指示ではないことに気がつき「スポンジで５回こすって洗う」

という、作業内容を具体化した指示に変更することができた。その結果、作業結果の精度の

平準化につながり、誰もが同じ品質の作業結果を得ることができるようになった。 

 

■作業環境の改善 

また、宮崎県「農福連携のための作業ガイド作成の手引」では、作業に取り組みやすい環

境とは「複雑さやあいまいさを避けて、個々の作業を単純化して行えるようにする」ことで

あると示しており、そのために、作業場所の整理整頓・通路幅の拡張による見通しの確保、

段差の明確化やスロープの導入、作業動線の単純化（効率的な移動を可能にする）等を推奨

している38。 

障がい者受入れにあたっての作業環境整備の効果としては、（独）高齢・障害者雇用支援

機構障害者職業総合センター（2010）16が、障がい者に合わせた職場環境の改善がは企業（農

業に限らない）の障がい者雇用における効果の一つであり、誰もが働きやすい環境を創出で

きると指摘している。バリアフリー化が進めば、障がい者のみでなく、他の従業員が働きや

すい環境作りにもつながるといえるだろう。 

                                                        
38 宮崎県農政企画課（平成 31 年１月）「平成 30 年度農福連携発！農林水産業ユニバーサル化促進事業 農福連
携のための作業ガイド作成の手引」 
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たとえば、農業事故の事例として、高齢の農業者がわずかな段差の用水をまたごうとした

際に転倒し、怪我をおってしまったり、機械の横転等につながったりすることがある39。そ

のほか、収穫物を運ぶ際に手押し車を使用することも多いと思われるが、段差が解消される、

また、通路幅が拡張されれば、スムーズな運搬が可能になる。 

 

図表 29 「企業経営に与える障害者雇用の効果等に関する研究」より引用 

福祉との連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

バリアフリー化された職場は、いわば公共財ともいう

べきもので、その恩恵は当該障がい者にだけでなく、広

く施設の利用者全員に及ぶ。 

障がい者に合わせた職場環境の改

善が全ての人が働きやすい環境を

創出することになる 

 

■作業内容の改善 

 作業内容の改善については、農林水産省「農福連携の取組実践事例集」の情報を参考とし

た。新潟県の農園 CuRA!では、障がい者の様子や作業メンバーの組合せに応じて、依頼する

作業内容を柔軟に変更し、障がい者が活躍できる作業の創出を実施している 37。 

また、同事例集内の特定非営利活動法人どりーむ・わーくすは、作業内容を細分化し、細

分化した内容を評価することで、それらが障がい者に依頼可能な作業なのか否か（適合性）

を判断している。適合性については、条件を整えれば依頼可能な作業もあると指摘しており、

具体例として「ハサミによるケガ」の危険性がある場合は、指が切れないハサミを導入する

ことで、依頼が可能になるという解決策を実施している。また、岐阜県のめぐみの農業協同

組合では、作業内容に応じた人事配分が作業効率を向上させることを示唆している。 

 農福連携を通じて農業経営体が、各個人の適性や能力に応じて作業内容を依頼したり、人

員を配置する（人事）ことは、障がい者にかかわらず経営体全体での人事配置の適正化、ま

た、それに伴う作業効率・生産性の向上にもつながるだろう。 

既往調査からは人材の育成・確保に係る効果として整理したが、作業内容の改善は、適切

な人員配置や作業の効率・生産性向上といった効果としてあらわれていることがわかり、障

がい者にあわせた作業内容の改善をきっかけに、これらの効果がもたらされている。 

 

 

   

                                                        
39 全国農業機械士協議会（協力）一般社団法人日本農村医学会「平成 23 年度農林水産省補助事業農作業安全推
進体制緊急整備事業「農作業事故の対面調査事業」結果報告書 こうして起こった農作業事故～農作業事故の対
面調査から～」 
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 C：商品の付加価値の向上に係る効果 

 NPO 法人土と風の舎（2014）は、以下の通り、障がいの種類に応じて、各農作業の特徴

と、障がい特性との関係を整理している。障がい者が苦手とする作業を整理している表であ

るが、視点を変えると、各人材の個性・特性ととらえることもできる。 

図表 30 「農業における障がい者就労支援のためのガイドブック               

（精神障がい者・発達障がい者編）」より転載40 

 

                                                        
40 NPO 法人土と風の舎（2014）『平成２５年度 
農林水産省 障害者就労支援事業『農業における障がい者就労支援のためのガイドブック（精神障がい者・発達障
がい者編）』 
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たとえば、商品の付加価値の向上について、濱田（2016）41は、以下の通り、障がい者の

適性に応じた作業をつくり出すことが、より付加価値の高い商品を生産すると指摘してい

る。それは障がい適性に応じた作業の創出からうまれているとの指摘がある。 

 

図表 31 「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」より引用 

農福連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

農業法人等が障がい者の適性に応じた作業をつくり出

す中で、より付加価値の高い商品を生産することも可

能となる。 

障がい特性に応じた作業をつくる 

➢ 付加価値の向上を実現 

  

また、九神ファームの事例において、バレイショの一次加工を障がい者が担う事例では、

「反復作業の習熟によって効率性を発揮しやすい知的障害者の特性を生かしている」42こと

が示されている等、農作業において適性を発揮する場合もある。人員配置、作業指示の方法

等を検討することで、障がい特性が農作業にとってプラスになることもあることが各種文

献で指摘されている。 

 

 品質の向上 

 具体例をみていくと、たとえば、奈良県の植村牧場株式会社は障がい者を雇用し、酪農を

営んでいるが、障がい者の怪我の防止等を目的に、高度な機械化は進めていない。効率性は

失われる可能性があるが、手作業が中心になることで、結果的に丁寧で高品質の牛乳を生産

しているとの評価を得られている 37。 

 また、北海道の特定非営利活動法人どりーむ・わーくすは、作業工程の細分化によって障

がい者に作業を依頼した上で、代表者等が農作業に費やす時間を縮小し、空いた時間を生産

物の品質向上に関する時間に使えるという効果を指摘している 37。 

京丸園株式会社の事例においては、「足に身体的な障害があり、歩行に時間がかかる人に

は、歩くのに時間がかかることを活かすように空気で害虫を吸い取る作業をしてもらって

いる。」43と言及している。健常者の場合、歩行スピードを通常より落とし、さらにそのス

ピードを一定に保つというのは困難であると想定されるが、障がい特性を活かすことで、害

虫の発生を抑制・駆除することができ、それが品質向上につながる効果も確認できる。 

  

                                                        
41 濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016 年 
42 農林水産政策研究所（平成 29 年９月）「農業と福祉の連携による 農業・農村の活性化に関する研究」平成 28
年度行政対応特別研究［農福連携］研究資料 
43 第１４回 日本産業カウンセリング学会発表資料 京丸園株式会社 鈴木厚志氏 ・ オリジン・コーポレーショ
ン 杉井保之「障害者雇用とＣＬを活用したメンタルヘルスの取り組み」 
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 商品のブランディング・訴求力向上および販路 

品質向上によって商品のブランディングや訴求力が向上することも効果の一つである。

さらに、濱田（2016）は、福祉事業所とのつながりによって、商品の訴求力の向上につなが

る可能性を指摘している。 

通年の作業や、屋内の作業が必要となる障がい者も多く、その場合、パッキングセンター

を自社で設立し、加工・流通までを行う等、６次産業化を実践する取組もみられ、京丸園株

式会社では、障がい者が作業しやすく、また、付加価値の高い飲食店向けの品目（通常の品

目よりも小さい野菜、姫シリーズ）を新規導入し、新たな販路を開拓するという効果が出て

いる。 

 

図表 32 「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」44より引用 

農福連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

障害者福祉事業所とのつながりができることで、農作

業以外での新たな連携により地域特産品の開発、販路

開拓につながる可能性がある。実際に事業所が新商品

の開発や食品加工を行ったり、農家が手がけた農産物

などの販路を開拓する事例もある。 

新たに福祉事業所とのつながりが創

出される 

➢ 地域特産品の開発や販路開

拓につながる可能性あり 

 

 商品の高付加価値化 

 障がい者の安全性を考慮した結果、株式会社大滝自然農園では、農薬の事故を防ぐために

有機や無農薬栽培を実施している45。それが、自然循環型農業の実施や有機野菜であるとい

う商品の特徴につながり、自社レストランでも PR しつつ商品提供する等、高付加価値化に

つながる商品の生産が可能となっている。 

 そのほか、前頁の１）品質の向上で挙げた事例からも、商品の高付加価値化がもたらされ

ていることがわかる。 

  

                                                        
44 濱田 健司「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」創森社、2016 年 
45 農林水産省（平成 31 年４月）「農福連携の取組実践事例集」 
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 D：生産コスト削減、生産・製造管理の高度化に係る効果 

 作業効率化、作業環境の改善や生産・製造管理の高度化 

 江本（2017）が人員配置による重要な指摘をしている。これまでは仕事を中心に人員配置

等をおこなっていたが、組織内にいる・または新たに参画した人を起点に仕事を作り出す、

割り当てるという発想の転換の重要性を指摘している。 

これは、障がい者に限らず、どのような人材にもあてはまるが、より適性がある作業を割

り当てることが生産性を向上させることが明確であり、農業経営体の作業の在り方や支持

の在り方を再検討する良いきっかけになる可能性も示唆されている。 

  

図表 33 文献名：「システムとしての「職場」における障害者雇用の効用ー障害者雇用を通じたディーセントワー

クの実現ー」 

農福連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

この他，重要な点として，発想の転換がある。それは，

「仕事」を中心にした考え方から「人」を中心に，ある

いは，「職場全体」を視点にいれること，さらには，「人

を活かす」ことを中心に考えることである。つまり「こ

の仕事が障害者にできるか」（可否）を考えて逡巡する

のではなく，「この仕事は，どうやったら，障害を持つ

労働者にできるか」（方法）を考えると，手順や指示方

法の見直し，仕事の切り分けができる。また「この仕事

をこの人（障害を持つ労働者）がすることで職場全体が

どうなるか」を考えると，個人レベルで仕事量が少なく

ても，みんなで支え合うことで全体の労働生産性は高

くなることもある。さらに「この人（障害を持つ労働者）

を活かす仕事は何か」を考えることで仕事を創出した

り，新規事業の開拓にもつながる。 

人員配置や手順、指示方法の見

直しに等における発想の転換 
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 コスト削減 

 コスト削減については、影山（2013）46が障がい者の雇用による企業内コスト削減の可能

性を指摘している。同調査では「①障がい者は，経営にとってプラスになる能力を持つ。

②このような能力は，障がい者との接触によって気づかれる。③このような能力の中に

は、健常者に正の影響を与えることによって，社内全体の生産性である組織内マクロ労働

生産性を改善するものがある。④障がい者の組織内マクロ労働生産性改善効果を引き出し

ている企業は，そうでない同業他社と比較して、業績がよい。」という４つの仮説を基

に、障がい者雇用を行っている企業・そうでない企業にアンケート調査を実施し、因子分

析等を用いて検証している。 

分析の結果、これらはすべて有意であり、仮説が正しいことを結論づけており、障がい

者との接触による健常者の意識向上等による組織内全体の労働生産性が向上することを示

している。 

図表 34 文献名：「障害者雇用がもたらす経営上の正の効果と効果を生む条件について実証的に研究する」47 

農福連携の効果に関する言及（引用） 効果のポイント 

健常者社員に与える影響を通して、コストの削減や生

産性の改善を果たしている可能性がある。すなわち、社

員相互の関係が生産性に与える影響に着目した「組織

内マクロ労働生産性」の観点から、障がい者は経営にと

ってプラスの影響を与える能力を持っている可能性が

ある 

コスト削減 

生産性の改善 

 

  

                                                        
46 影山 摩子弥 「『障害者雇用がもたらす経営上の正の効果と効果を生む条件について実証的に研究する』最
終報告」横浜市立大学論叢人文科学系列 2013：Vol.65 No.1 文部科学省科学研究費課題＜課題番号 1123530480 
＞ 
47 影山 摩子弥 「『障害者雇用がもたらす経営上の正の効果と効果を生む条件について実証的に研究する』最
終報告」横浜市立大学論叢人文科学系列 2013：Vol.65 No.1 文部科学省科学研究費課題＜課題番号 1123530480 
＞ 
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 その他 

 農業経営の要素に沿った効果整理の視点にあてはまらないものについても、以下の通り

抽出した。農業経営体が目指す方向として、地域貢献や社会貢献を挙げている場合もみられ

るが、そうでなくとも、間接的な効果があることが指摘されている。 

 

 連携の拡大、福祉事業所の力を借りる 

以下では、特例子会社による作業請負の事例（特例子会社ひなり）において、農業経営体

の連携先から農業経営への助言や支援を受けられる可能性が指摘されている。農作業を得

意とする福祉関連事業所と連携できれば、農業経営が課題としている点に対して助言を受

け、販路の確保までできる可能性がある。これまでは、自治体やＪＡ等の農業指導員等や、

取引先となる食品流通企業、加工事業者、飲食店等との連携が主だったが、農福連携を通じ

て新たな主体との連携につながる可能性がある。 

このほか、先進取組主体として農福連携を先行することで、他農業者の視察を受け、農福

連携の助言を求められることで新たな連携先となる可能性も指摘されている。 

 

図表 35 文献名：「農村地域における農の福祉力を活かした新たな障がい者雇用ビジネスモデル：都

市企業による特例子会社および株式会社における取組み」48 

農福連携の効果（引用）※障がい者雇用 効果のポイント 

機械化できない、手間のかかる作業や労働力が集中し

て必要な農繁期の作業を、ひなりが単に請け負うだけ

でなく、農家がさらに重要な部分の農業に集中できる

よう業務提案することや、グループ会社という確実な

販売ルートを確保することで、農家のより安定的かつ

効率的な収益確保の実現を目指している。 

福祉事業所から農業経営に対する

助言を得られる 

 

また、浜田（2016）は、地域の分断された主体が連携を開始すると指摘しており、農業と

福祉というこれまで交わりにくかった主体同士だけでなく、福祉事業所が有する関係性を

農業に活用できる可能性もあると考えられる。前述の販路開拓時に福祉がもつ販路を紹介

してもらったり、福祉事業所自身が農産物の買い手になるなどの効果もある。福祉事業所と

の連携により、農業者以外が貸借や購入によって農地管理の主体となることもある。  

                                                        
48 濱田健司「農村地域における農の福祉力を活かした新たな障がい者雇用ビジネスモデル：都市企業による特例
子会社および株式会社における取組み」共済総研レポート（No.110，p.52－59、2016） 
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図表 36 文献名：「農の福祉力で地域が輝く〜農福+α連携の新展開〜」 

農福連携の効果（引用）※障がい者雇用 効果のポイント 

地域の分断された主体が障がい者を通じて連携し、新

たな連携を生み出す。 

・障がい特性に応じた作業をつくるこ

とで、付加価値の向上を実現 

地域の多様な主体の交流機会の創出につながる。 ・地域の多様な主体の交流機会の

創出 

 

 社会貢献 

福祉事業所との連携が、社会貢献であるという指摘もなされている。A 経営マネジメント

でも指摘されていたように、福祉事業所との連携を行うことで、社会的な評価が向上する可

能性もある。独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター（2010）16は

障がい者雇用に積極的な企業として、社会的信用の獲得、さらに、自社の従業員が愛社精神・

誇りを獲得することも指摘しており、社会貢献から得られる意識の変革などの波及効果も

確認できる。 

合同会社竹内農園の事例のように、障がい者との連携を前提として、地域・社会に貢献す

ることを目的とした農業経営を行う農業経営体も存在しており、食料を生産するという農

業を営みながら、福祉にも貢献するという広い社会性を発揮した事業を展開していくこと

ができることも効果といえる。 
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4 農福連携による効果を生み出す福祉分野の特徴 

ここまで、農福連携の取組をベースに文献調査を行ったが、ここまで指摘された農業経

営への効果を生み出す背景として、福祉分野全般の特徴と比較して、農福連携そのものの

意義や効果を整理した 

 農福連携における農業への効果を整理するにあたって、福祉が有している特徴を「強み」

として把握することも必要である。他業種との連携においては、各業種が有する「強み」を

取り入れることで、自身の業種の「弱み」をカバーし、新たな視点を得た改善のきっかけと

なる。 

 前述までの調査結果を踏まえ、農業において福祉の強みを活かすことができる内容や場

面を次項より示す。また、それらついて、「福祉の強みと農業にもたらされる効果（まとめ）」

として下表に整理した。 

なお、この整理は、前述までの調査結果とともに、「障害者雇用のための農作業マニュア

ル」（平成 29 年 2 月 埼玉県農林部）の記載内容も参考にした。 

 

図表 37 福祉の強みと農業にもたらされる効果（まとめ） 

項目 福祉（事業所）の強み 農業にもたらされる効果 

安全管理 
事故防止や緊急時対応を意識し

た作業計画・管理 

 健常者も含め、職場全体の安全性向上

への寄与 

経営 
障がい特性や個人の能力を踏ま

えた適正なコスト管理 
 経営の安定化 

作業関連 

専門職員による、障害特性を踏ま

えた作業指示や雇用主への助言 

 教育・指導に係る負担の軽減、作業の

効率化 

作業の切り出しの視点 

 適材適所の作業分担による生産性向上 

 経営者や農業従事者が、専門的な業務

に従事できる。 
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安全管理 

 農業には複雑な機械操作や刃物を使う作業もある。障がい者には不向きな場合も多く、事

故や怪我を未然に防ぎ、安全に作業できる環境を整えることが重要である。 

 障害福祉サービス事業所では、利用者の安全管理や作業に伴う事故等の防止に努めてい

る。とりわけ施設外就労では、職員配置や作業環境の面で安全性が高い事業所内とは異なる

環境での作業となるため、一層の安全管理が求められる。 

 障害福祉サービスの根拠法である、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（以下、障害者総合支援法）に基づく基準49では、各事業者はサービス提供に

あたり、運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならないとされている。

規程の項目には、「緊急時等における対応方法」も含まれており、各事業者はこれに従い、

事故や病状の急変が発生した際の対応や損害賠償等について定めている。 

 

図表 38 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 

第百九十六条の二（就労継続支援A型の例） 

定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

五 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに支給決定障害者から受領する

費用の種類及びその額 

六 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び第百九十二条第三項に規

定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

七 通常の事業の実施地域 

八 サービスの利用に当たっての留意事項 

九 緊急時等における対応方法 

十 非常災害対策 

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十二 虐待の防止のための措置に関する事項 

十三 その他運営に関する重要事項 

 

 

                                                        
49 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律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 
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経営 

 「平成 30 年度厚生労働省委託事業就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に関す

る事例集& ワークブック」では、就労継続支援 A 型・B 型施設等における事業経営・運営

における基本戦略にそって、以下のような基本戦略設定の流れが示されている。 

 これは、工賃・賃金の向上のため、就労継続支援事業所がどのような戦略をとるべきか示

されているもので、「生産性向上」や「原価率は適正か？」、「支援者生産性は適切か？」

等を確認するためのフローである。生産性向上においては、作業の細分化により、利用者が

携われることができる作業環境をつくり、ロス等を把握して原価率を適正化し、「支援者人

時売上」（支援者が１時間で得られる売上）に換算し、事業所の基準金額を満たすための単

価交渉を実施するというものである。 

 

図表 39 基本戦略設定の流れ 

 

資料）株式会社インサイト「平成 30 年度 厚生労働省委託事業「就労継続支援事業所における工賃・ 

賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究」」より 
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作業関連 

 専門職員による障がい特性を踏まえた作業指示（施設外就労） 

 障がい者が企業内等で現場作業・訓練を実施する施設外就労（就労移行支援、就労継続支

援 A 型、就労継続支援 B 型が行うもの）を実施する場合、作業現場に基準を満たす支援員

（福祉事業所の職員）を配置する必要があり、施設外就労における留意点を、以下の通り定

めている（図表 40）。 

作業を請け負う場合、利用者への指示は福祉事業所が自ら行うこととなっており、作業指

導を行う際は、支援員が障がい者の「作業程度、意向、能力等」といった作業適性等を見極

めながら、現場での作業を支援していくこととなる。 

 

図表 40 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（抜粋） 

■請け負った作業についての利用者に対する必要な指導について 

イ 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業では

なく、事業所が行うこと。 

a 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する

指導等については事業所が自ら行うこと。 

b 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で

処理していないこと。 

■施設外就労に随行する支援員の業務 

カ 施設外就労に随行する支援員の業務 

施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、以下の業務を行う。 

a 事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握 

b 施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整 

c 作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援 

d 施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供 

e 施設外就労先の企業や対象者の家族との連携 

f その他上記以外に必要な業務 
資料）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長「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」（最終改正 障障発 0410 第１号平成 30 年４月 10 日）  
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 職場適応援助者（ジョブコーチ）の支援 

 障がい特性を踏まえた専門的な支援を行う人材も存在する。職場適応援助者（以下、ジョ

ブコーチ）は、配置型ジョブコーチ（地域障害者職業センターに配置される者）、訪問型ジ

ョブコーチ（就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される者）、企業在籍型ジョブコーチ（障

がい者を雇用する企業に雇用される者）の３種類がある。障がい者が職場に対応するための

支援を実施しており、障がい者の職務遂行や事業主に対する雇用管理等の支援を実施して

いる。 

図表 41 ジョブコーチの支援内容 

 
資料）厚生労働省「「職場適応援助者（ジョブコーチ）支援」を活用しましょう！」 

<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000208973.pdf >  
（2019 年 11 月 20 日アクセス） 

 

 そのうち、企業在籍型ジョブコーチや訪問型ジョブコーチは事業主・企業内の従業員に対

して「障害特性に配慮した雇用管理に関する支援」、「配置、職務内容の設定に関する支援」、

「指導方法に関する助言」を実施する能力を有している。 

図表 42 職場適応援助者養成研修について（訪問型ジョブコーチ） 

 

資料）厚生労働省ウェブサイト「職場適応援助者養成研修について」 

< https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html >  

（2019 年 11 月 20 日アクセス） 
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 作業の切り出しによる機能分化 

 「障がい者が行う作業」と「健常者が行う作業」をある程度分けることで、作業計画が

組みやすくなる。具体的には、最初は単純な作業に限定し、その工程が行えるようになっ

てから次の作業を検討するなど、先を見据えた作業計画が望ましい。 

 ホクレン農業協同組合連合会が発行するガイドブック50では、「農家さんにとっては一

連の流れと考えている作業でも、複数の手順に分けることで、障がい特性に合った仕事に

生まれ変わることも。適材適所の配置をすることで生産性向上が期待できます。」と言及

されている。また、宮崎県が発行する手引き51では、「農家にとっては小さな作業でも、

誰かに任せることができれば、農家はその時間を他の仕事に充てることができます。」と

言及している。作業の切り出しの結果、経営者や農業の知識を有する職員は、そのノウハ

ウを活かした業務に従事することができ、品質の向上やビジネスの強化に注力することが

できることも切り出しのメリットとなる。 

 これらについては、障がい者の特性等を把握している障害者就労支援センター等からの

アドバイスを参考にすることで、作業適性の見極めにもつながる。 

 

図表 43 作業の切り分けのイメージ（ミニトマトの場合） 

 
経営者・ 

農業従事者 

障がい者 

Ａ、Ｂ 
 

経営者・ 

農業従事者 
障がい者Ａ 障がい者Ｂ 

摘み取り ● ●   ●  

トレーに並べる ● ●   ●  

選別 ● ● → 

● 

判断の難しい

もののみ 

チェック 

 ● 

計量 ● ●    ● 

パック詰め ● ●  
● 

最終チェック 
 ● 

 

  

                                                        
50 ホクレン農業協同組合連合会「これから始める農福連携ガイドブック（2020）」 
51 宮崎県農政企画課「農福連携のための作業ガイドの作成の手引（2018）」 
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福祉の強みと農業にもたらされる効果 

 前項までの内容について、「福祉の強みと農業にもたらされる効果」として下表の通り整

理した。 

図表 44 福祉の強みと農業にもたらされる効果 

項目 福祉の強み 農業にもたらされる効果 

安全管理 事故や怪我を想定した 

作業計画・管理 

農業には複雑な機械操作や刃物を使う作業もある。

障がい者には不向きな場合も多く、事故や怪我を未

然に防ぎ、結果的に、農業者にとっても安全に作業

できる環境を整えることができる。 

作業分担の基準化 障がい者の作業は安全を第一に考える必要がある。

「自分で判断する要素が少ないもの」と「栽培全体

へ影響がでないもの」を基準に考えることで、不測

の事態の軽減が期待できる。 

経営体制 施設外就労の取組 農作業の一部を障害福祉サービス事業所に委託する

形態（労働基準法の業務請負）において、障がい者

への指示や指導は、障害福祉サービス事業所の職員

が行うため、障がい者の雇用に慣れていない農業法

人においても障がい者雇用の負荷が小さくなる。 

作業適性の見極め 施設外就労を活用すれば、障害福祉サービス事業所

の職員が農業法人の意向を受けて、障がい者の能力

に応じた業務適性を見極め、効率的な業務実施に寄

与する。経験や勘に頼らない指示を求められること

で、結果的に、障がい者の適性に合った作業指示ス

キルの獲得につながる。 

適正なコスト管理 障がい者の賃金や交通費などをはじめ、農業経営体

が人件費の適正な管理能力を獲得できる。また、雇

用する障がい者の人数、作業内容、作業速度などか

ら、種苗や資器材などの無駄な調達を削減すること

が期待できる。 
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図表 45 福祉の強みと農業にもたらされる効果（つづき） 

項目 福祉の強み 農業にもたらされる効果 

作業の 

明確化 

作業の事前整理 「障がい者が行う作業」と「健常者が行う作業」を

ある程度分けることで、作業計画が組みやすくなる。 

具体的には、最初は単純な作業に限定し、その工程

が行えるようになってから次の作業を検討するな

ど、先を見据えた作業計画が望ましい。これについ

ては、障がい者の特性等を把握している障害者就労

支援センター等からのアドバイスを参考にすること

で、それが、作業適性の見極めにもつながる。 

作業の限定化 

（栽培品目の限定など） 

日や季節によって作業が変わることで、障がい者に

とっては作業が複雑になり、判断がつかず混乱しや

すくなることが懸念される。そのため、ある程度、

栽培品目を限定しておくことで作業内容が明確化で

きる。また、品目が異なっていても、作業手順が似

ているものであれば混乱が起きにくくなる。栽培品

目の検討に参考となる情報が得られる。 

作業の固定化 

（通年作業の依頼など） 

農業の生産工程について、障がい者にとっては、数

か月前、１年前に実施したことを思い出して作業す

ることは難しい。そのため、通年で同じ品目が望ま

しく、通年栽培が難しい場合は品目が変わっても手

順が似た作業を想定することが望ましい。これは、

農業者にとっても、通年作業の捻出・生産性や作業

効率の良い品目導入のきっかけとなり、安定的な経

営につながる可能性が期待できる。 

作業の 

効率化 

機械や機器の導入による 

作業の効率化 

生産工程によっては、機械や機器を導入することで

作業が単純化し、作業が行いやすくなり、効率化が

図られることもある。障がい者が重機などを扱うこ

とは適さないが、操作が単純で、危険が少ない機械

や機器の導入（例えば選別機など）を積極的に行う

ことで作業の効率化に寄与する。設備整備は、農業

者にとっても効率的な作業の実現等に寄与する可能

性がある。 
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 農業経営体を対象とした効果検証 

  

文献調査から把握できた効果や先進事例をもとに、農福連携に取り組んでいる農業経営

体から４者程度を選定し、農福連携の取組が農業経営に及ぼす効果を定量的かつ定性的に

分析した。 

対象者及び概要は以下の通りである。 

 

 

対象者名 概要 

京丸園株式会社 

（静岡県浜松市） 

· 従業員 100名の農地所有適格法人 

· 平成８年より農福連携に取り組み、毎年１名障がい者

を雇用、地域内の特例子会社に作業を一部委託 

· 施設栽培を中心とした農産物生産で、飲食店等をター

ゲットにした商品を展開 

合同会社竹内農園 

（北海道北広島市） 

· 農地所有適格法人 

· 法人設立当初から障がい者を雇用し、通年の作業が生

み出せるように 15品目を栽培 

有限会社岡山県農商 

（岡山県岡山市） 

· 農地所有適格法人 

· 就労継続支援型施設も運営 

まるたか農園 

（静岡県浜松市） 

· 家族経営によりトマト（施設栽培）を中心に生産 

· 生産規模拡大を契機に平成23年より特例子会社への

作業委託を開始。福祉施設へも作業を一部委託。 
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1 京丸園株式会社 

取組概要 

 京丸園株式会社は、静岡県浜松市で水耕栽培（施設）を中心とした農業を営む農地所有適

格法人である。同地域で長年農業を営んでおり、平成８年から障がい者の受け入れを開始し

た。耕地面積は計 1.3ha で、通常のサイズよりも小さな姫みつば、姫ちんげん、姫ねぎ等の

栽培のほか、稲作も営んでいる。農産物の多くはパック詰め・出荷までを行っている。 

 障がい者は「心耕部」に所属し、給与体系は、健常者とは異なる体系で運用している。 

図表 46 左：水耕栽培施設内の様子 右：調整室（パック詰め等の作業場）の入り口 

  

写真）ＭＵＲＣ撮影 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 19 年前（平成８年）に障がい者の雇用を開始した。農作業の人手を確保するために人材

募集を行ったところ、障がい者からの応募があり、まずは１週間の職場体験という形で受け

入れを開始した。それまでは、障がい者の雇用・受入れ経験はなかった。 

 職場体験中に、職場の雰囲気の向上がもたらされ、それが作業効率向上につながると感じ

たことから当該人材を新入社員として受入れることを決定し、その後、本格的に障がい者雇

用を進めることとなった。 

 また、農福連携に取り組んだ大きな理由として、農福連携という事業は、農業経営がしっ

かりしていなければ不可能な物であると感じたことが大きい。同社は、現在｢ユニバーサル

農業｣を目指して農業経営を行っている。ユニバーサル農業における目標は、①まずは、き

っかけを与えてくれた福祉の力を｢借り｣て農福連携を進め、②それによって障がい者が産

業界で活躍できる・役立てる立場になるという｢成果｣をうみ、③障がい者を雇用できる経営

体になり、｢農業を強くする｣こととなり、農業が高齢者も女性も働きやすい産業になってい

くことである。 

なお、農福連携においては、経営者の考え方が最も重要であると考えている。例えば、農

業で地域を活性化したい、安全な農産物を届けたい、儲けたい、人手不足を解消したい等、
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多様な農業経営上の目標があると思うが、どのような農業経営を目指すかによって、農福連

携の手法が異なってくるものである。 

農福連携の取組において感じている効果 

 農業経営上の課題を見つけることができる 

 障がい者を受け入れる際は、福祉からの要望を受けながら｢安全｣な環境を整えることと

なる。現在も、農業の現場では死亡事故が多発する現状があるが、安全性について知見を持

ち、考慮が必要な福祉との連携によって、安全な農業環境を生み出し、それが強い農業経営

体をつくることにつながる。障がい者を受入れることは、農業が抱える盲点を見つけること

になると考えている。 

障がい者（福祉側）は、5S が徹底されていない場所では働けない。農福連携は、現状の

農業経営が 5S すら出来ていない現状を気づかせてくれるきっかけになる。 

 代表者が組織作りに注力する時間が得られる 

自社の農業は自分にしかできないと思っていたが、取組みを進める上で、障がい者は代表

者自身が行っていた作業全てができる状態となった。そのため、代表者は組織作りに注力で

きるようになった。代表が行っていた作業を社員へ、社員が行っていた作業をパート（健常

者）へ、パートが行っていた作業を障がい者へ、同じように取組めるように仕組みを整備し

ていくことで、それぞれに新たな＋αの業務に取組む時間を生み出していくことができた。 

現代表者の農業経営開始当初（25 年前）は、代表が農作業に 100%の時間を割いていた。

感覚値ではあるが、10 年後（法人化時）には 50%程度、5 年前からは 0%になっている。技

術的に難しい播種作業についても、作業を具体的な工程別に落とし込み、作業の質を平準化

できる仕組み・装置を導入したことで、最終的には障がい者に引き継ぐことができた。  

他の人へ作業を引き継ぐことで生まれた時間は、経営の勉強と、作業平準化のための技術

開発に割いてきた。これによって、チンゲンサイの水耕栽培において、誰でも効率的に定植

作業が出来る仕組みを導入でき、障がい者でも作業に入れるようになった。これまで実施し

たいと思っていたが、多忙で取り組めなかったことを開始できるようになったことが効果

の一つである。 

 作業環境の向上と作業動線の効率化 

障がい者の雇用以前は出荷作業をハウス内で行っていたが、障がい者が空調の効いた部

屋で作業できるように、ハウスの隣接地に作業場を別途整備した。収穫用の農産物をトレイ

ごと作業場に運び、作業場内で収穫～出荷作業を行うこととなり、結果的に、健常者も含め

て作業動線が効率化され、無駄な人の移動が減ったことで、従来８時間かかっていた出荷作

業が４時間で出来るようになった。農作業において、いかに移動に時間を要しているかも把

握することができた。 
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農福連携の取組における効果の検証 

 定量的な効果として、作業時間の短縮・作業効率の向上を実現できたと感じている。 

以前、特別支援学校の生徒に１日 1000 枚のトレイ洗いを依頼した際に、｢トレイをきれい

に洗ってください｣と指示を行ったところ、１時間後も同じトレイを洗い続けていたことが

きっかけでトレイの洗浄用機械を導入した。特別支援学校の教諭から、きれいに洗う、とい

うのは指示ではなく、｢スポンジで５回こすってください｣が指示であると指摘されたこと

がきっかけとなった。 

経験と勘を指標として健常者がトレイ洗いを実施していたときは、1,000 枚当たりの洗浄

に 180 分を要していたが、72 分で実施が可能となった。汚れの度合いが異なる全てのトレ

イを５回こする必要性はないため、作業効率のため、トレイ洗いの機械を導入したが、その

結果、誰が洗っても同じ品質の仕上がりを実現できるようになったという効果もある。 

 

図表 47 京丸園株式会社：農福連携によって生じる変化と生み出された効果  

 

資料）MURC 作成 

 

  

■トレイの洗浄

農福連携拡大前 農福連携取組後

トレイ１枚あたり
10.8秒で洗浄

経験と勘を頼りに
手作業にて洗浄

作業効率2.5倍

トレイ１枚あたり
4.32秒で洗浄

洗浄品質が均一に

「綺麗に洗う」ことを指示

【農福連携による変化】
既存の工程・手法を

初めて見直すきっかけに

作業工程ありきの
手法・設備

完全な機械化やシステム化がな
されておらず、農業だからこそ柔軟
に対応ができる

作業効率の向上

洗浄を補助する機械を導入

障害者支援法
の施行をきっかけ
に、障がい者に
とってメリットが大

きいことから、
NPO法人（就
労継続支援事

業）の立ち上げ

障がい者への
作業委託や
雇用を開始

売上・収益向上

福祉側（特別支援学校）から「綺麗に
洗う」は作業指示ではないことを指摘され、

作業指示が明確でないことに気がつく

農業生産工程管理（GAP）の徹底

誰もが働きやすい労働環境の確立

取組開始後
右肩上がり

3
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2 合同会社竹内農園 

取組概要 

 合同会社竹内農園は平成 26 年に設立され、北海道北広島市内の 2.9ha の農地にて、野菜

を生産する農地所有適格法人である。代表者、代表者の配偶者、研修生１名にて経営・運営

を行う小規模農家である。 

 現在は２つの福祉法人に作業を委託しており、Ｘ福祉事業所からは１日あたり３名の利

用者（支援員１名）、Ｙ福祉事業所からは１日あたり５名の利用者（支援員１名）を受入れ

ている。栽培品目は小松菜、水菜、サニーレタス、リーフレタス、ズッキーニ、中玉トマト、

スナップエンドウ、いんげん、ナス、ピーマン、スイートコーン等 15 品目であり、中でも

ズッキーニが最大の栽培規模（約４反）となっている。主に障がい者が行う作業は、収穫、

野菜の袋詰め（計量、バーコード貼り、コンテナへの格納まで）、播種等である。 

 

図表 48 作業の様子  

     

写真）竹内農園ご提供 

 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 代表の竹内氏はメーカー（ものづくり関連産業）にて勤務していたが、地域（北海道）の

人材及び地域産業を活かした事業に関心を抱いたことから、就農に向けて活動を行うこと

となった。当時は、就農先が見つからず、知り合いの農家から紹介された社会福祉法人札幌

この実会にて勤務しながら農業知識を得ることとした。同社会福祉法人は、畑を有しており、
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重度の障がい者や生活介護を受ける者が菜園を利用していた。その後、道央農業振興公社の

研修生となり、３年間の研修を受けて、農福連携による農業経営を前提として、現法人を設

立している。 

 

農福連携の取組において感じている効果 

 地域内の人材を活用可能 

 基本的に、障がい者は地域内に永住することが多いため、人材が地域から流出しにくい。

農福連携によって福祉への貢献にもつながり、地域内の人材・産業を盛り上げることができ

ることが効果だと感じている。また、福祉施設に作業を委託することで、同行する支援員の

農業知識も向上し、利用者と共に農作業を行ってくれることも自社にとってはありがたい。 

 認知度の向上 

農福連携の先進取組主体として、各種広報に取り上げられることが増加した。その結果、

自社の認知度があがり、注目度も上がった結果、販路の拡大にもつながったと感じている。

農業は手作業も多く、役割が定まっていないものが多い。農業はオーダーメイド的に作業を

捻出することもでき、作業の幅が広いことから受け皿も大きく、地域の余剰労働力を吸収で

きる余地があると考えている。 

 農業経営のあり方に新たな選択肢を提供 

竹内農園が、農福連携の効果として最も感じているものは「価値観」の獲得や実現である。

具体的には、農業経営の方針として、自社の農業が誰のための農業なのかを検討した結果、

障がい者主体の農業経営を行うことが自社の目的であり重要な価値観であると気がついた。 

当初より障がい者との連携ありきの農業を行っており、竹内農園は「儲ける」ことよりも、

障がい者主体の事業を行うこと自体を農業経営の目的としている。農業経営のあり方とし

て「農福連携」という新たな経営像を実現し、代表者自身が新たな価値観を実現しながら事

業展開を行っていることそのものが効果であると感じている。 

これまでの農業経営のあり方に、新たな選択肢を提示することができる取組である。障が

い者に合わせて作業を細分化しており、多くの人が働ける環境作りを実現できている点も

利点と感じている。 

農福連携の取組における効果の検証 

 障がい者の特性を考えながら、作業適正があると考えた品目を積極的に導入しており、

障がい者が作業しやすい作物を栽培することで売上を増やし障がい者への還元に結び付け

ている。設備投資を行う前に、試行的に品目を導入し、うまくいけば、栽培規模を拡大す

る形としている。通年作業を生み出す、各障がい者に適した品目を導入することを目標
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に、現在は 15 種類の野菜を組み合わせ、年間 200 日の出荷、収穫、袋詰め作業が発生し

ている。袋詰めの作業の 95％程度は障がい者が実施しており、障がい者の就労機会を増や

すことで、代表者は畑作業に専念できる。障がい者が収穫作業に専念することは、竹内農

園にとっても売上の増加につながる。結果として、平成 30 年は冷夏・台風・停電など北

海道での野菜栽培にとって難しい一年だったが、竹内農園は前年比約 17％増加を達成する

ことができた。 

 

図表 49 合同会社竹内農園：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

  

冷夏、台風、地震等で北海道の
農業に重大な被害が発生

売上・収益向上

通年作業の捻出が必要
障がい適性にあわせ

新たな品目を次々に導入

農福連携拡大前 農福連携拡大後

事業強化・経営多角化

福祉法人へ
作業委託

■経営状況

新規参入
農福連携を
前提とした

農業参入を実施

商品の訴求力の向上

販路拡大

15品目を栽培
年間200日出荷

売上前年比17％アップ
（平成30年）

複数品目を栽培していたことで
被害を最小化

事業強化・経営多角化

売上17%増
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3 有限会社岡山県農商 

取組概要 

 有限会社岡山県農商は平成元年に設立、平成 11 年に法人化され、岡山県岡山市を中心に

約 10ha の農地にて生産を行う農地所有適格法人である。 

 平成 20 年に NPO 法人岡山自立支援センター（就労継続支援 A 型・B 型事業所）を設立

しており、現在は 4 箇所ある A 型事業所から計 73 名の障がい者を直接雇用している。 

栽培品目はネギ（8ha）、ミニトマト（60a）を中心に、里芋、サツマイモ、ジャガイモ、

ほうれん草、小松菜、にんじん等であり、ネギについては、カットネギや乾燥ネギへの加工

も行っている。障がい者は、ほ場での作業だけでなくネギやトマトの加工作業も行っている。 

図表 50 作業の様子  

      

写真）MURC 撮影 

農福連携に取り組んだきっかけ 

障がい者雇用のきっかけは、近隣の障害者福祉施設の障がい者との交流活動であり、交流

を続ける中で、障がい者を雇用することを考えるようになった。NPO 法人の設立には、障

害者総合支援法の施行が背景にあり、制度内の事業に則って障がい者雇用を行うことによ

り従来よって手厚い就労支援・指導が可能となり、障がい者の賃金アップへ繋がると考えた

ことが主な理由である。一般就労時は、障がい者の作業効率（健常者の 6 割程度）に基づく

賃金を支払っていたが、NPO 法人を設立し、就労支援へ移行して以後は、健常者と同程度

の賃金を支払えている。 

農福連携の取組において感じている効果 

 農業の担い手の確保 

 健常者の雇用者（特に、農業経営に関心のある人）はすぐに離職・独立することが多く、

ほ場の管理等を任せる人材が不足しやすいが、障がい者は長期にわたって働いてくれるた

め、安定して作業を担当してもらえる。また、農業経営だけではなく、農福連携や障がい者
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福祉に関心がある健常者の雇用に繋がっている。 

 障がい特性を活かした高い作業効率（集中力の継続） 

ネギ加工など、健常者の場合、同じ作業を長時間継続することは難しいが、障がい者は、

効率を落とさず同じ作業を継続できる。現在障がい者が担当している作業を健常者だけで

行おうとすると、効率が下がってしまう。 

 経済面でのメリット 

補助金面でのメリットも大きく、農業分野と福祉分野の両方の補助金を活用できる。また、

一般的に福祉分野（厚生労働省）の補助金の方が補助率が高い。実際に厚生労働省から補助

金を活用して、農業用ハウスを 2 棟整備している（補助率 75％）。 

農福連携の取組における効果の検証 

 NPO 法人を立ち上げて障がい者雇用を拡大する中で、障がい者が作業しやすい品目とし

てミニトマトを導入しており、その栽培面積の拡大に伴って売上を増加させている。また、

今後もミニトマトの規模拡大を検討しており、加工品開発にも着手する等、経営の多角化や

経営基盤の強化にも繋がっている。また、障がい者が高い作業効率でネギの加工作業を安定

して行うことによって、売上の増加やネギの栽培面積の拡大を実現している。結果として、

平成 24 年に 1 億 1 千万円であった売上は、平成 28 年には 1 億 6 千万円と、約 45%増加し

ている。 

 加えて、NPO 法人（就労支援事業所）の立ち上げにより、福祉分野（厚生労働省）の補

助金を活用できるようになり、施設整備等を行っている。また、就労継続支援事業を行う

ことで、従来より手厚い支援・指導が行えるようになり、障がい者の賃金上昇に繋がって

いる。それによって、安定した障がい者の確保にも繋がっている。 

図表 51 有限会社岡山県農商：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

  

売上・収益向上

事業強化・経営多角化

売上１億6千万円
（平成28年）

障がい者
雇用を拡大

売上45%増

ミニトマト栽培面積
60a (拡大予定)

障がい者雇用者数
73名（令和2年）

農業用ハウス
2棟整備

■経営状況

売上１億1千万円
（平成24年）

ネギ中心の栽培

障害者支援法
の施行をきっかけ
に、障がい者に
とってメリットが大
きいことから、

NPO法人（就
労継続支援事
業）の立ち上げ

作業委託⇒直接雇用へ変更
補助金面での
メリットが大きい

福祉分野の補助
金を有効活用

雇用障がい者の
賃金上昇

農・福双方の資源の活用

トマトの加工品開発にも着手

ネギの加工作業における
高い作業効率

作業効率の向上

障がい者が作業しやすい
品目として、ミニトマトを導入
※作業しやすいバック栽培を導入



64 

 

4 まるたか農園 

取組概要 

 まるたか農園は、静岡県浜松市にて代表者、代表者の両親、パート２名で経営・運営を行

っている。トマト（40a）、ミニトマト（50a）を中心とした農産物を生産しており、その他、

スナップエンドウや梨の栽培も行っている。 

 農福連携については、平成 23 年から特定子会社 A から障がい者３名（サポートスタッフ

１名が同伴）の受け入れを行い、トマト栽培の定植から収穫までのほとんどの作業で一部委

託を行っている他、近隣の福祉施設にミニトマトのパック詰め作業の委託や、就労移行支

援・施設入所支援等を展開する障がい者支援施設利用者の授業の一環として除草作業依頼

を行っている。 

 

農福連携に取り組んだきっかけ 

 同一圃場で連作を行っていた大玉トマト栽培において、連作障害等の病害が発生し、生産

が上手く行かなくなっていたところ、近隣の農地所有者から新たな圃場の貸与の提案を受

けた。規模拡大に向けて、生産量が増えた場合の販路確保はできたものの、人手不足が課題

となっていた。 

その際、知人から、浜松市内に事業所を構え、農業軽作業の請負等の事業を展開している

特例子会社の紹介を受け、２か月間試験的に障がい者に作業をしてもらったところ、大きな

問題は生じなかったことから、障がい者３名の受け入れを開始し、生産規模を拡大した。 

主にトマト生産に関わる作業を委託しており、はじめは収穫作業のみ、週３日のペースで

依頼していたが、徐々にお願いできる仕事が増え、現在では週５日（トマト生産の少ない夏

期を除く）、定植から収穫までのほとんどの作業に携わってもらっている。 

特例子会社からは、サポートマネージャー１名が障がい者に同行して来ており、障がい者

の作業全般を監督している。また、サポートマネージャーに作業内容を説明することで、サ

ポートマネージャーから障がい者に作業内容をわかりやすく伝えてもらうことができるた

め、代表者が障がい者の方に直接指示を出すことはほとんどなく、障がい者の受け入れによ

る経営者や従業員の負担増加も生じていない。 

 障がい者が参画していることについて、社会貢献といった視点はあまり持っておらず、人

手不足で困っていた状況を、障がい者の方が助けてくれているという認識である。現状では、

特定子会社に作業委託ができなくなってしまうことが経営上の一番の懸念点になっている

ほどである。 
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農福連携の取組において感じている効果 

 代表者が経営強化に向けた時間を得られる 

人手が増えたことにより、代表者自身が現場に出る時間が減り、代表者が、販路拡大や新

商品開発について考える時間を確保できるようになった。具体的には、外渉に出かける他、

新商品を生産するための機材を作る余裕ができ、看板商品である“ハピフルとまと”が誕生

した。 

 職場の環境改善・効率化につながる 

職場の環境改善といった視点を持つようになった。家族のみで作業を行っていた時は、自

宅のトイレを使用すれば良く、暑さ対策なども個人の裁量に任せてが、障がい者に作業を委

託するようになってからは、環境を整え、働きやすい職場づくりを行うようになった。また、

ハウス内の通路を広くして移動しやすいようにした結果、従業員・パートも働きやすい職場

となった。 

特例子会社 A が実施する工夫点から学ぶことも多くあり、例えば、誰がどの箇所を作業

しているか・どこまで作業をしたか可視化できるように、ハウス内で作業をしている人の名

前を書いた札を付けるようになった。現在は、作業者名の掲示を廃止したが、ハウス内の各

列に列番号を掲示するようになり、病害発生箇所の伝達が正確になったことも副次的効果

として現れた。これらは、簡単なことに見えるが、自分たちのみでは気づかない視点であっ

た。 

また、作業を切り出す視点が生まれたことも効果の一つである。作業委託を始めたばかり

の頃は収穫作業のみお願いしていたが、作業の切り出し方を工夫することで様々な作業（肥

料まき、定植、灌水チューブ敷き）を依頼できるようになっている。例えば、下葉かきの際

は、「赤くなっている実より下にある葉を切って」などの指示を行うようになり、これまで

は自分の経験でやっていた作業をどうすれば誰もがわかるようになるかといった視点を持

つようになった。 

図表 52 左：ハウス内部の様子 右：ハウス内の各列に掲示するようになった列番号札 

  

写真）ＭＵＲＣ撮影 
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 販路の視野が広がる 

ミニトマトは通常、通常はヘタ付きのまま収穫するが、技術が必要であり、健常者であ

ってもうまくいかない場合もある。従来はヘタの取れてしまったトマトは出荷先がなかっ

たが、障がい者がミニトマトを収穫する際、時々トマトのヘタが取れてしまう場合もある

ことから、ヘタ無しのトマトを提供するバイキング形式のレストランに卸すようになっ

た。障がい者に来てもらったことをきっかけに、新たな販路開拓先の視点を持てるように

なった。 

 

 安定した人員確保・人材獲得コストの削減につながる 

通常、パート等を雇用するとなると、１人１人採用を行う必要があるが、特例子会社

A に作業委託を行うことで、一気に３人の人材を確保することができ、人材獲得コストの

削減につながっている。また、通常、従業員に１日３人まとまってきてもらえる体制を作

るのは難しい他、祝日や急な作業が必要な土日は休みを希望する人が多くなってしまう

が、特例子会社 A への作業委託では、土日祝も含めて毎回３～４人の人手を確保できるた

め、まとまった作業を依頼しやすい。パートを含め、一つの作業に集中的に人員を投入す

ることが可能となったことで、同じ作業を長時間行う必要がなくなり、精神的にも楽にな

った。 

また、サポートマネージャーが同行するため、障がい者の方への作業指示を直接行う必

要がない点も作業委託のメリットだと感じている。作業指示は朝にサポートマネージャー

宛にメールを入れておけば良く、直接会わない日も多い。これにより、障がい者の方にと

ってもなじみのある人だけで働けるため、精神的な負担も軽減できていると思われる。ま

た、特例子会社 A が障がい特性に適した委託先・作業を選定しているため、障がい者との

ミスマッチも起こりにくい。 

 

農福連携の取組における効果の検証 

 定量的な効果として、取引先件数を増加できたと感じている。 

2010 年は２社（卸売会社１社、ファーマーズマーケット）であったところ、2019 年には

６社（卸売会社５社、ファーマーズマーケット）と取引するようになった。これは、特例子

会社からの障がい者雇用によってよりスピーディーに人手不足を解消・生産規模を拡大で

きたこと、代表者が販路開拓をする時間を確保できるようになったことが大きく寄与して

いる。 

また、農福連携に取り組む農家として注目されていることも実感している。視察の受け入

れ回数が増加しており、2010 年には視察はほぼなかったが、2019 年には９回の視察を受け

入れた。代表者としては、障がい者を受け入れていることが社会貢献という認識は持ってい
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ないものの、注目を受けることで今後の活動に向けて良い意味でプレッシャーにもなって

いる。 

 

図表 53 まるたか農園：農福連携によって生じた変化と生み出された効果 

 

資料）MURC 作成 

 

5 現地調査結果のまとめ 

現地調査結果からは、作業効率の向上、売上の増加、経営規模（栽培面積）の増加等の定

量的な効果が把握できた。 

また、定性的な効果として、農業経営そのもののあり方における変革として、農業経営変

革のきっかけとなる視点を得られたことや、障がい者のための作業の創出や働きやすい環

境づくりを行った結果、農業経営体全体における農作業の効率化がうまれた事例も多くみ

られた。また、現場作業の人手が増えることで、農業者自身が経営・企画に関わる時間が増

え、農業経営強化につながることも重要な効果として把握できた。 

いずれの事例でも、障がいの有無にかかわらず、誰もが働きやすく、作業しやすい指示・

環境作りにつながっており、経営強化につながっていることが確認できた。 

  

農福連携拡大後

売上・収益向上

事業強化・経営多角化

特例子会社
から障がい者
を受け入れ

トマト・ミニトマト栽培
面積増加：100a

新商品
“ハピフルとまと”の誕生

新たな取引先との
つながり

■経営状況

トマト・ミニトマトの
栽培面積：10a

同一圃場での連
作による連作障
害に悩まされてい
た際、規模拡大

のための農地、
販路確保はでき
たものの、人手

不足が課題と
なっていた。

特例子会社による障がい者の
特性を踏まえた人材確保

就労後のミスマッ
チ減少

経営者の現場作業
時間減少

（現場作業以外の
時間増加）

労働力の確保

誰もが作業しやすい環境
の整備

作業効率の向上

［ハウス内の各列に札を掲示］

サポートマネージャーの随行

人材獲得コストの
低減

指導・監督負担
の軽減

販路の拡大従来とは異なる収穫方法の導入 新たな販路への販売

視察受入回数
の増加社会貢献

農福連携拡大前
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 農福連携の継続・拡大の方策の検討 

効果のまとめ 

 本調査で把握した結果に基づき、効果を一覧化した。本図表は、各農業経営体が現在求め

ている農業経営の変化・強化・改善に基づきながら参考とできるよう、農業経営上の課題を

起点として効果を分類・整理している。 

 例えば、商品の付加価値の向上を行いたいと思っている場合、農福連携がきっかけとなっ

て生じる変化や福祉との連携にあたって求められる対応がどのようなもので、どのような

プロセスで効果が生じるかを簡易的に示したものとなっている。 

 また、農業経営体と連携したいと考える福祉事業所が、農福連携の効果をアピールし、農

業経営体の連携に対する意欲向上を促す上でも、どういった農業経営上の課題にアプロー

チする効果があるのかを示す上でも活用していただきたいと考えている。 
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図表 54 農福連携の取組が農業経営にもたらす効果の一覧 

  

【農業経営への効果】

販路の確保・拡大

農・福双方の資源の活用

事業強化・経営多角化

従業員の意欲向上

品質向上

作業効率の向上

【農業経営上の課題：効果整理の視点】

・経営や財務管理（経営上の確認・評価等）、
経営改善

・経営に役立つ情報の獲得
・災害対応や事業環境の変化に
対応できるリスク管理／等

・高齢化や担い手不足による労働力不足
・多様な人材の働きやすい職場環境の整備、
労働条件の改善

・従業員の意欲向上
・経営継承 ／等

・消費者や実需者のニーズに沿った
高付加価値化、訴求力アップ、
販路の確保 ／等

・効率的で高度化した生産方式の推進
・コスト管理
・省力化、農地集積・集約化による規模拡大
・GAP、HACCP等の導入による
衛生管理面等の信頼性確保

・基盤整備 ／等

・環境に配慮した農業生産の実施
・近隣からの理解獲得
・地域農業の発展に資する活動の実施 ／等

【農福連携によって生じる変化・求められる対応】

A 経営マネジメントの改善
につながる効果

C 商品の付加価値の向上
につながる効果

D 生産コスト削減、生産・製造管理
の高度化につながる効果

B 人材の育成・確保
につながる効果

E その他の効果

売上・収益向上 企業や商品のブランド化に伴う高付加価値化

大分類

文献調査・現地調査で把握した農福連携の取組が農業経営にもたらす効果

誰もが理解できる指示の確立（マニュアル化等）誰もが働きやすい労働環境の確立

経営者・従業員の指導力の向上

各能力・適性に応じた作業依頼適切な人員配置

商品の訴求力の向上

労働力の確保

人材の獲得・増加

「人を活かす」人員配置への転換

生産コスト削減

地域農業への発展

社会貢献

既存従業員の責任感が向上

農業者と異なる適性をもつ人材の獲得

6次産業化等、新たな事業展開の実施

手作業が可能な体制が構築できる

新たな経営方針、事業方針の構築

企業や商品のブランド化に伴う高付加価値化（再掲）

加工・流通へ参入（6次産業化）

連携先の福祉事業所等の新規販路獲得

農業生産工程管理（GAP）
の徹底

生産工程管理の考えが身につく・実践できる

作業所の設置等、基盤整備が進む

耕作放棄地の活用が進む

農地管理の担い手（団体・人手）が増加する

関連する交付金・助成金が活用できる

市場ニーズに合致した新規品目の導入

安全に働ける職場環境の整備
・配慮が求められる

通年の作業創出が求められる

農業現場で働く既存の人材とは異なる
個性・特性を有する人材の流入

適性の見極めのため配置を得意とする
福祉事業所との連携が発生

小分類

障がい者の活躍・仕事の場の創出

作業導線の見直し・作業工程の見直しが進む

安全な作業環境の構築

多分野との連携が発生し
活用できる資源・支援等が拡大

農業の担い手が他分野から流入

分かりやすい指示・作業方法の確立が
求められる

農作業に適したスキルを持った人材獲得

企業に対する新たな評価がうまれる

通年作業の創出が求められる（再掲）

個人の適性の見きわめ、人員配置を得意とする
福祉事業所との連携が発生

未経験者への分かりやすい指示が求められる

従業員間のコミュニケーションの活性化

農業現場で働く既存の人材とは異なる
個性・特性を有する人材の流入（再掲）

より丁寧な指示・指導や
配慮が求められる

資料）令和2年3月31日 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社作成

既存の道具、設備等の見直しが
求められる

作業創出のため作業分解が求められる
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本調査を踏まえた今後の方策について 

 本調査で得られた各種データ等から、今後の農福連携の取組の継続・拡大を推進するため

に必要となる方策について提案する。 

 取組状況の把握にかかる調査の推進 

 農福連携等推進ビジョンが目標としている、「農福連携に取り組む主体を今後５年で新た

に 3,000 創出する」ことについて、福祉事業者・農業経営体の双方において取組主体が増え

ることが期待されていると考えられる。しかし、本調査によって現状の取組経営体数が把握

できず（推定値含み不明瞭）、把握できていないのみで既に多くの農業経営体が農福連携に

取り組んだことがあるのか否かなども不明瞭な状態である。本調査をはじめとした、農福連

携に係る情報発信の効果をはかる指標としても、現状や今後の取組主体数の推移を把握す

ることが重要であると考える。アンケート等を通じて、農福連携に取り組んでいる農業経営

体数の把握を継続的に行っていくことを検討する必要があるだろう。  

 効果のブラッシュアップ 

本調査では、農福連携農業経営者から見た農福連携の効果について、先進主体の事例や、

農福連携に知見を有する各種専門家・学識者等の文献を調査した。現時点で把握できる内容

は網羅的・体系的な整理を実施したが、今後さらに農福連携に取り組む農業経営体が拡大し

ていくと、新たな効果の把握や現状把握できている効果のさらなる深掘りが進むことが期

待できる。たとえば、各地域において適していると思われる農福連携の形を把握した上で、

効果については、農福連携の取組形態別や、障がい者の種類別、地域特性や品目別に整理す

ることが望ましい。それによって、各地域の農業経営体にとってより身近で実現可能性が高

い効果を的確に伝えていくなど、より詳細な効果の把握のための足がかりとして活用して

いくことも可能であると考える。本調査では４事例のみを対象としたが、他の事例において

も効果の分類を行うことで、他の効果についても把握できる可能性もある。 

 農福連携の効果を図る指標の設定 

（１）のアンケート等を通じて、より多くの取組主体から定量的な数値を把握していくこ

とも重要である。本調査における効果検証では、背景や経緯、取組内容を詳細に把握するた

め、実名での報告を行っているが、売上金額や利益率等、経営管理等に配慮する必要がある

ため、詳細な数値を把握・広く発信することは困難である。アンケート等を実施することで、

匿名化が図られ、より具体的な数値の把握も容易になることが期待できる。本調査で整理

した各効果について、例えば、全国の取組主体の売上と農福連携に取り組んでいない農業

経営体の売上を比較したり、従業員の満足度を比較したりと、農福連携に取り組む農業経

営体が参考にできる農福連携による効果の指標を示していくことも可能となるだろう。 


