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＊全体について
（問い合わせ先：農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 農福連携推進室 ☎：03-3502-0033）
１．北海道地域

（問い合わせ先：北海道農政事務所 企画調整室

☎：011-330-8801）

（１）合同会社 竹内農園【北海道北広島市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ8
取組パターン ： ③連携型（うち農業側の取組）

（２）株式会社 九神ファームめむろ【北海道芽室町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ10
取組パターン ： ②福祉完結型

（３）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】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ12
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（４）特定非営利活動法人 どりーむ・わーくす【北海道余市町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ14
取組パターン ： ③連携型（うち農業側の取組） 、④グループ内連携型（農業側から参入）

（５）特定非営利活動法人 サトニクラス【北海道月形町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ16
取組パターン ： ③連携型（うち福祉側の取組） 、④グループ内連携型（農業側から参入）

（６）一般社団法人 Agricola【北海道当別町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ18
取組パターン ： ②福祉完結型

２．東北地域

（問い合わせ先：東北農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：022-263-1111）

（７）社会福祉法人 七峰会【青森県弘前市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ20
取組パターン ： ③連携型（うち福祉側の取組）

（８）株式会社 耕野【岩手県花巻市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ22
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（９）有限会社 内外ファーム 蔵王の恵農場【山形県山形市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ24
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（10）社会福祉法人 月山福祉会【山形県鶴岡市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ26
取組パターン ： ②福祉完結型

（11）社会福祉法人 こころん【福島県泉崎村】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ28
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）
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３．関東地域

（問い合わせ先：関東農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：048-600-0600）

（12）医療法人 直志会【茨城県大子町】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ30
取組パターン ： ②福祉完結型

（13）パナソニック ハートファームアソシエイツ株式会社 群馬事業所【群馬県大泉町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ32
取組パターン ： ①直接雇用型

（14）埼玉福興 株式会社【埼玉県熊谷市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ34
取組パターン ： ④グループ内連携型（福祉側から参入）

（15）パーソルサンクス株式会社 よこすか・みうら岬工房【神奈川県横須賀市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ36
取組パターン ： ③連携型（うち福祉側の取組）

（16）松本ハイランド 農業協同組合【長野県松本市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ38
取組パターン ： 中間支援の取組

（17）京丸園 株式会社【静岡県浜松市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ40
取組パターン ： ①直接雇用型、③連携型（うち農業側の取組）

４．北陸地域

（問い合わせ先：北陸農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：076-263-2161）

（18）一般社団法人 土の香工房【新潟県上越市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ42
取組パターン ： ②福祉完結型

（19）社会福祉法人 フォーレスト八尾会【富山県富山市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ44
取組パターン ： ②福祉完結型

（20）株式会社 愛昴【石川県津幡町】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ46
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）

（21）株式会社 笠間農園【石川県内灘町】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ48
取組パターン ：

③連携型（うち農業側の取組）

（22）特定非営利活動法人 こころ【福井県福井市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ50
取組パターン ： ②福祉完結型

（23）特定非営利活動法人 ピアファーム【福井県あわら市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ52
取組パターン ： ②福祉完結型
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５．東海地域

（問い合わせ先：東海農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：052-201-7271）

（24）一般社団法人 岐阜県農畜産公社「ぎふアグリチャレンジ支援センタ-」【岐阜県岐阜市】 ・・・・・・・・・・・・・・・ｐ54
取組パターン ： 中間支援の取組

（25）株式会社 DAIそれいゆ【岐阜県関市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ56
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）

（26）社会福祉法人 無門福祉会【愛知県豊田市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ58
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）

（27）有限会社 Ｈ＆Ｌプランテーション【愛知県春日井市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ60
取組パターン ： ①直接雇用型

（28）一般社団法人 三重県障がい者就農促進協議会【三重県津市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ62
取組パターン ： 中間支援の取組

（29）社会福祉法人 まつさか福祉会 八重田ファーム【三重県松阪市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ64
取組パターン ： ②福祉完結型

６．近畿地域

（問い合わせ先：近畿農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：075-451-9161）

（30）特定非営利活動法人 縁活【滋賀県栗東市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ66
取組パターン ： ②福祉完結型

（31）さんさん山城（社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会）【京都府京田辺市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ68
取組パターン ： ②福祉完結型

（32）社会福祉法人 よさのうみ福祉会【京都府与謝野町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ70
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）

（33）ハートランド 株式会社【大阪府泉南市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ72
取組パターン ： ①直接雇用型、③連携型（うち農業側の取組）

（34）株式会社 いずみエコロジーファーム【大阪府和泉市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ74
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（35）特定非営利活動法人 街かど福祉 街かどあぐりよろしい茸工房【大阪府大阪市】・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ｐ76
取組パターン ： ③連携型（うち福祉側の取組）
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７．中国・四国地域

（問い合わせ先：中国四国農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：086-224-4511）

（36）特定非営利活動法人 島根県障がい者就労事業振興センター【島根県松江市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ78
取組パターン ： 中間支援の取組

（37）有限会社 岡山県農商【岡山県岡山市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ80
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（38）株式会社 おおもり農園【岡山県岡山市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ82
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（39）社会福祉法人 E.G.F【山口県萩市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ84
取組パターン ： ③連携型（うち福祉側の取組）

（40）特定非営利活動法人 香川県社会就労センター協議会【香川県高松市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ86
取組パターン ： 中間支援の取組

８．九州地域

（問い合わせ先：九州農政局 農村振興部 農村計画課 ☎：096-211-9111）

（41）社会福祉法人 南高愛隣会【長崎県雲仙市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ88
取組パターン ： ②福祉完結型、③連携型（うち福祉側の取組）

（42）株式会社 なかせ農園【熊本県大津町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ90
取組パターン ： ①直接雇用型、③連携型（うち農業側の取組）

（43）全国農業協同組合連合会大分県本部【大分県大分市】・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ92
取組パターン ： 中間支援の取組

（44）株式会社 南風ベジファーム【鹿児島県南さつま市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ94
取組パターン ： ④グループ内連携型（農業側から参入）

（45）社会福祉法人 白鳩会【鹿児島県南大隅町】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ96
取組パターン ： ④グループ内連携型（福祉側から参入）

９．沖縄地域

（問い合わせ先：沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 ☎：098-866-0031）

（46）株式会社 みやぎ農園【沖縄県南城市】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ98
取組パターン ： ③連携型（うち農業側の取組）

（47）社会福祉法人 みやこ福祉会【沖縄県宮古島市】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ100
取組パターン ： ②福祉完結型
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取組パターンの解説
○

農福連携の取組は、（１）実際に障害者とともに農作業を行う「実践行為」と、（２）実践行為を行う農業者や就労系障害福祉サービス事業所を
外側から支える「中間支援の取組」に分類することができます。
○ 実践行為については、①農業者が障害者を直接雇用する「直接雇用型」、 ②就労系障害福祉サービス事業所が自ら農地を確保して単独で農業を行
う「福祉完結型」、 ③農業者と外部の就労系障害福祉サービス事業所の設置・運営法人が、農作業に関する請負契約を締結し、施設利用者（障害
者）と職業指導員のユニットが農業者の圃場に通ったり、作業を事業所内に持ち込む「連携型」、④農業者が、就労系障害福祉サービス事業所及び
その設置・運営法人となる社会福祉法人・NPO法人・医療法人・社団法人・財団法人・営利法人（株式会社や合同会社等）を併設したり、そのよう
な法人が農業法人を併設する「グループ内連携型」の４つに分類することができます。
○ 就労系障害福祉サービス事業所が敷地内で農作業を行いつつ、外部の農業者の圃場にも通うなど、複数パターンを実施する場合もあります。
〇 それぞれのパターンにおいて、特例子会社が、「農業者」や「就労系障害福祉サービス事業所」と同じ役割を果たす事例もあります。

(1)実践行為
①直接雇用型

農福連携

②福祉完結型

③連携型

④グループ内連携型

(2)中間支援の取組

①直接雇用型
農業者が障害者を正社
員やパート社員として
直接雇用するパターン。
③連携型
農業者と外部の就労系
障害福祉サービス事業
所の設置・運営法人が、
農作業に関する請負契
約を締結するパターン。

②福祉完結型
就労系障害福祉サー
ビス事業所が単独で
農業を行うパターン。
④グループ内連携型
農業者が就労系障害福
祉サービス事業所及び
その設置・運営法人を
併設したり、その逆の
パターン。
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事例の読み方
（１）通し番号
掲載した47事例に、
北から順に通し番
号を振っています。

（２）取組主体
取組主体名を記載しています。なお、一般に、就労系障害福祉サービス事業所による取組と見られ
る場合には、その設置・運営法人と事業所名を併記しています。また、事業所が多機能型事業所で
ある場合、（ ）内に代表的なサービスを記載しています。

（４）リード文
取組の概要とポイントを記載して
います。記載内容は、令和４年２
月時点のものです。
（６）基本情報
取組主体の基本情報を記載してい
ます。記載内容は、令和４年２月
時点のものです。
（７）取組パターン
ｐ６の分類に従い、取組パター
ンを記載しています。なお、複
数のパターンに該当する場合、
メインとなるものを記載していま
す。
（９）体制図
取組内容の体制図を記載していま
す。記載内容は、令和４年２月時
点のものです。

（３）視察受入れ可否
一般及び報道機関の方による視察
受入れの可否を記載しています。
「可」と記載されていても、時期
によっては視察できない場合や、
事前申込や料金が必要な場合もあ
り ますことに、ご留意ください。
（５）所在地
取組主体が所在する都道府県及
び市町村名を記載しています。
（８）取組の内容
農業と福祉の生産・経営面に着目
して取組の内容を記載しています。
記載内容は、令和４年２月時点の
ものです。
（10）取組の成果
農業と福祉の生産・経営面に着目
して取組の成果を記載しています。
記載内容は、令和４年２月時点の
ものです。
（11）所在地・連絡先・ＷＥＢ
サイト
取組主体の所在地、連絡先、
ウェブサイトを記載しています。

（12）写真
取組に関する写真を掲載しています。無断転載を禁止いたします。写真を利用したい場合、ｐ２～ｐ５に記載した各地方農政局等にお問い合わせください。
（13）取組のプロセス（次ページ）
取組のきっかけ、これまでの取組の経過及び今後の展望について記載しています。
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１ 合同会社竹内農園

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

大がかりな機械化を行わず、多品目の野菜を通年で栽培することで、継続的に障害者の作業を創出。
天皇・皇后両陛下（当時）が訪問されるなど、北海道で農福連携に興味を持つ方々にとり象徴的な存在。
基本情報





北海道
北広島市

取組の概要

所在地：北海道北広島市
団体名：合同会社竹内農園
取組パターン：連携型(うち農業側の取組)
主力商品：こまつな、中玉トマト、なす、
にんじん、サニーレタス等の
野菜15種類

○ 社会福祉士の資格を持つ妻とともに夫婦で農場を運営し、市内の就労継続支援B型事
業所など3か所から、精神・知的障害を持つ利用者を中心とした10名程を施設外就労
として受け入れ、農地約４haで、野菜15種類を通年栽培。
○ 大がかりなは種機や定植機を用いず、手作業を中心とした作業を創出し、障害者は、
定植や収穫などの畑作業を行うほか、収穫物の袋詰め作業の95%程度を担う。
○ 自治体や農政事務所主催の視察を積極的に受け入れてきたほか、シンポジウムへの登
壇及びメディアへの登場も多数。平成30年8月には天皇・皇后両陛下（当時）が訪問。

１

ハウスでの野菜栽培

農作業の様子

体制図
作業依頼

合同会社
竹内農園

出荷作業の様子

取組の成果
特定非営利活動法人
コラボ・ネットワーク

施設外就労

就労継続支援Ｂ型事業所
ワークサポートサンスマイル

作業依頼

社会福祉法人北ひろしま福祉会

施設外就労

手押しの種まき機

・就労継続支援Ｂ型
・生活介護

○ 多品目の野菜の通年栽培により、年間200日程度の出荷作業を実現する
とともに、多くの手作業の創出により、10名程の障害者を継続的に受入。
○ 機械の固定費を安くし、水耕栽培等の高額な施設を導入しないことで
利益幅を確保し、安定的な経営を実践。
○ 平成27年3月にエコファーマーに認定。
○ 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。
所在地▶北海道北広島市島松490番地
連絡先▶TEL:080-1898-5258 E-mail: takenouen@gmail.com
ウェブサイト▶http://takenouen.ohitashi.com/index.html

８

【取組のプロセス】

研修は、1年目に野
菜の販売を学び、2
年目に60種類の野
菜の全般的畑仕事
をし、3年目に作物
を担当。
青年就農給付金経営
開始型を利用。

2007年～

合同会社竹内農園の設立、農福連携の取組開始

2013年～

2015年～
エコファーマーの認
定を受け、農薬や化
学肥料の使用を控え
た栽培に取り組む。

経営面積は約4haに
拡大し、障がい者就
労を踏まえた15品
目の野菜を栽培。

きっかけ

輸送機器メーカーでのインド駐在時に、人や資源が流出する北海道内の産業の
疲弊を感じ、故郷である北海道において就農を決意。適材適所という観点から、
地元で暮らす障害者や高齢者を農業に結びつけた農場の設立を志した。

2020年～

○ 知的障がい者を主にした社会福祉法人の施設で働いた後、道央農業振興公社の研修生と
して主に恵庭市の農業生産法人で3年間研修生として農業を学び、2013年10月に合同会
社竹内農園を設立。
○ 2014年の春に、北広島市の農家から約2haの農地を借り受け、研修終了後の同年4月に
就農。就農当初から、同市内の就労継続支援Ｂ型事業所と農福連携の取組を開始。

「選択と集中」から「カイゼン」へ
○ 2015年（就農2年目）には、それまで参加していたお祭りやイベントでの農産物販売を
やめ、その時間を畑の仕事に充てるとともに、作物についても、葉物を中心とした野菜
栽培から、旬に合わせて、果菜類や根菜類も取り入れた栽培に変更。
○ 2016年（就農3年目）から2018年（就農5年目）にかけて、「か・け・ふ（稼ぐ・削
る・防ぐ）」を合言葉に、売り上げを増やして経費を削り、リスクに対応できる能力を
磨くことに重点を置き、積極的に業務改善に取り組み始める。

障害者受入れの拡大（地産地消にも繋がる取組）
○ 2020年８月に、新たに北広島市内の障害者支援施設事業所と業務委託契約を締結。
収穫した野菜は、事業所が運営するレストランのメニューや弁当などにも活用され、北
広島産の食材の地産地消に貢献。

障害者が働く環境
をより良くするた
めに、作業のフ
ローを見直し、新
たな作物の導入も
試行錯誤しながら、
トライ＆エラーで
改善を進める。

PDCAサイクルにより継続的に業務改善を検討・実施していく

今後の
展望

○ 積極的に投資して経営面積を拡大することで生産量を増やし、障がい者の工賃向上を目
指すとともに、特定の時期に集中している作業の平準化及び新たな作業創出のため、に
んじん出荷調製場の改善や、 水の確保、越冬作物の試験、収穫とパック詰めのタイミン
グの改善などを検討。

９

２ 株式会社九神ファームめむろ

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

官民一体の就労参画プロジェクト「プロジェクトめむろ」による農福連携モデル。十勝ブランドの活用
と、出資企業による馬鈴しょの買い取りで、安定した収益と高い賃金を実現。
基本情報





北海道
芽室町

取組の概要

所在地：北海道芽室町
団体名：株式会社九神ファームめむろ
取組パターン：福祉完結型
選定表彰：第３回ディスカバー農山漁村
（むら）の宝 アクティブ賞
（主催：農林水産省）

 主力商品：馬鈴しょ
※出資企業である惣菜店に販売

○ 就労継続支援A型事業所「九神ファームめむろ」を運営し、知的・精神障害を持つ約
20名の利用者が、借用する農地約４ha及び加工場で、野菜生産及び馬鈴しょ、ごぼう、
ながいも等の一次加工作業を通年で実施。
○ 一次加工した馬鈴しょの全量を出資企業が買い取ることで、安定した収益を確保。
○ ＪＡめむろからは、農作業指導を受けるほか、収穫量が不足する場合は、馬鈴しょを
提供してもらうなど、協力体制を構築。
○ 町内に開店したコミュニティレストランでは、九神ファームめむろで収穫した野菜を
用いており、事業所の利用者が調理や接客を実施。

１

（写真左：一次加工処理
の終わった馬鈴しょ）

農作業の様子

体制図

○株式会社クック・チャム

設置・運営
出資

○株式会社クックチャム・プラスシー
○株式会社みらいPLUS

販売

収穫不足の場合
販売補完

JAめむろ

就労継続支援A型事業所
九神ファームめむろ
農園

農作物
生産指導

コミュニティレストラン

取組の成果
株式会社
九神ファームめむろ

出資企業
（農産物販売先）

加工場での作業

加工場

○ 平均月額賃金は約11万円/月と、高い賃金を実現。
○ 本プロジェクトにより、町内に多くの障害者の就労先が創出された。
○ 地元の離農した農業者に、農業サポーターとして農作業の指導を行っ
てもらうことで、高齢者の生きがいとなる場所が生まれた。
○ 利用者は、働くことや安定的な賃金を得ることを通じて成長し、更な
るキャリアアップを実現。役場、JA、食品販売店などの一般就労に
移行した者も多数。
所在地▶北海道河西郡芽室町中美生2線47番地1
連絡先▶TEL:0155-65-2280 FAX:0155-65-2282
ウェブサイト▶http://kyujinfarm-memuro.co.jp
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【取組のプロセス】

2012年8月に、芽室
町が「プロジェクト
めむろ」の構想を確
定。

芽室町が、町内の低い障害者就労率を改善するため、障害者雇用に先駆的
に取り組む企業の誘致を行う中、既に他企業へのコンサルの実績のあった
四国の民間企業にアプローチし、十勝ブランドの農作物の生産・加工を通した
障害者就労のビジネスモデルの提案を受けた。

2012年～

きっかけ

2013年～

就労継続支援A型事業所「九神ファームめむろ」
の設置・運営開始
○ 2012年12月に、複数の道外企業の出資を得て、株式会社九
神ファームめむろを設立。翌年2月には、芽室町初の就労継
続支援A型事業所である「九神ファームめむろ」が事業認定
され、同年4月から運営を開始。
○ 障害者（当初9名）のみならず、農業サポートチームとし
て、地域の高齢者（職業指導員）も雇用。

2015年4月に、事業
所の利用者2名を職
員として採用。

2015年～

都市農村共生・対流
総合対策事業（集落
連携推進対策、人材
活用対策）に採択。

新加工場稼働、就労キャリア教育事業の開始
○ 2015年2月に新たな加工場（嵐山工場）を整備・稼働し、従来から取り扱っていた馬鈴
しょのみならず、ごぼうやながいも等の新工程を導入し、障害者の加工作業を拡大。
○ 2016年4月から、農業体験・加工体験を活用した管内特別支援学校の修学旅行や、道外
大学の学生の農業体験の誘致において、NPO法人プロジェクトめむろ（芽室町から観光
事業を受託）と連携。
○ 2016年に、農林水産省主催の「第３回ディスカバー農山漁村（むら）の宝」において、
女性や高齢者、障害者の活躍がその活動の大きな原動力となっている優良事例として、
アクティブ賞を受賞。

誰もが当たり前に働いて生きていける仕組み創り

今後の
展望

○ 就労定着支援や障害者の生活の場の整備、障害者雇用の職域
開拓・理解促進のための企業説明会や企業訪問の実施などを
通して、誰もが当たり前に働いて生きていける町を目指して、
プロジェクトを継続。
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３ 合同会社たつかーむ、合同会社自然農業社

視察受入れ：不可

報道機関受入れ：不可

有機栽培と平飼い養鶏によって生産物のブランド化に成功。北海道内の農作業に取り組む障害福祉サー
ビス事業所でトップクラスの工賃実績を誇り、３０年以上の歴史を持つ農福連携の取組。
取組の概要

基本情報
 所在地：北海道壮瞥町
 団体名：合同会社たつかーむ、合同会社
自然農業社
 取組パターン：グループ内連携型
(農業側から参入)
 選定表彰：第３回コープさっぽろ農業大
賞特別賞（主催：コープさっぽろ
農業賞実行委員会）

 主力商品：平飼い有精卵、無添加みそ、
熟成黒にんにく、豆のドライ
パック、有機大豆、有機野菜
(だいこん、ズッキーニ、たま
ねぎ等)

○ 知的・精神障害を有する約40名の利用者が、農地約11haにおいて野菜の有機栽培
を行うほか、鶏舎11棟で約3,000羽の平飼い養鶏を通年で実施。
○ 事業所の利用者は、養鶏については、給餌、卵集め・洗卵、鶏舎清掃等に従事。また、
野菜栽培については、播種、肥料散布、草取り、収穫物の計量・袋詰め等に従事。
○ 大豆を味噌やドライパックに加工するほか、親鶏のレトルトチキンカレーや熟成黒に
んにくの製造、鶏卵を用いた菓子の製造販売などで、冬期間の作業を創出。
○ 平成16年にNPO法人を設立し、通所出来ない障害者のためのグループホーム事業を
開始。また、平成26年にカフェをオープンし、生産した鶏卵や野菜を食材として使用。
１

平飼い養鶏の様子

体制図

両輪

就労継続支援B型事業所
合同会社たつかーむ

特定非営利活動法人
サポートセンターたつ
かーむ

カフェ
有機ほ場の認証
を受けた農地

作業場

販売

グループ
ホーム

・グループホーム事業
・相談支援事業
・地域生活支援事業

合同会社自然農業社
就労継続支援A型事業所
合同会社自然農業社

平飼い有精卵

農作業の様子

取組の成果

合同会社たつかーむ

合同会社たつかーむ
から「農産部門」を分社化

北海道
壮瞥町

販売

地域等

○ 平成13年、農産物の有機JAS認証を取得。付加価値の高い農畜産物や
加工品の販売により、平均月額賃金は、たつかーむのB型が約5万円、
自然農業社のA型が約9万円と、北海道内の事業所で高水準を実現。
○ 一つの運営法人が、およそ30年間もの長い年月をかけて、障害者の
生活に必要な多くの施設と、確かな農業技術による経済活動の基盤を
築き上げてきたことで、障害者が、町内で自立して生活していける
場を提供する役割を担っている。
所在地▶北海道有珠郡壮瞥町字立香92番地12
連絡先▶TEL:0142-66-3345 FAX:0142-66-3344
E-mail:farm@tatukam.jp ウェブサイト▶https://tatukam.jp
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【取組のプロセス】
壮瞥町へ移住し、
障害者の学習塾及び
相談室を開設。平行
して農地を探す。

養鶏事業が軌道に乗
る一方、有機野菜は
当時、差別化が図り
づらく収入に結びつ
かなかった。

2006年
第3回コープさっぽろ
農業大賞特別賞受賞

1986年～

1987年～

きっかけ

障害をもつ人や社会の中で不利な立場にある人たちが、他の人たちと対等
に働きながら、地域の中で、自然や他者との関わりを通じて経済的・社会的
自立を達成するための取組を志したことがきっかけ。

農場たつかーむの設立
○ 離農農地（農地1ha、宅地・山林等1ha）を取得し、1987年に農場たつかーむを設立。
知的障害者との共同生活を送りながら、有機農業及び自然養鶏業を開始。
○ 1991年に共働作業所を開設。1994年からは農産物宅配サービス事業を開始。

2001年～

有機JAS認証を取得、NPO法人の設立
○ 2001年に農産物の有機JAS認証を取得し、有機野菜の差別化に成功。積極的に有機農産
物認定のほ場を拡大。
○ 2004年にNPO法人「サポートセンターたつかーむ」を設立し、従業員寮をグループホー
ムの制度にのせ、グループホーム事業を開始。また、2007年からは同法人で「地域活動

2007年に就労継続支
援A型事業所、2009
年に多機能型事業所
の指定を受ける。

支援センター」事業を開始し、2012年に相談室フロイデを開設。

2014年～

農場内にカフェを併設、農産部門の分社
○ 2014年に農場直営のカフェを開店し、収穫した卵や野菜を使用。
○ 2015年に農産部門を合同会社自然農業社（同名の就労継続支援A型事業所を運営）とし
て分社化。
○ 出荷鶏肉を利用したレトルトカレーなど食品加工にも進出し、2017年に「たまご屋さん

2020年に就労継続支
援B型事業に１本化。

のチキンカレー」（レトルトパウチ）が商品化。

今後の
展望

これからも・・・
○ 合同会社たつかーむにおける共生・自立の営み・挑戦が、どんな人も、共にあたりまえ
に暮らせる社会づくりのいしずえになることを信じて、これからも畑を、そして地域を、
耕し続ける。
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４ 特定非営利活動法人どりーむ・わーくす

視察受入れ：可（８月中旬～９月末を除く） 報道機関受入れ：可

農作業の細分化と、障害特性に基づくマッチングで、露地栽培における障害者の戦力化と依頼作業の
拡大を推進。ＮＢ食品メーカーとの契約栽培により、地域名を冠した加工品での農福商工連携も実現。
基本情報

取組の概要

 所在地：北海道余市町
 団体名：特定非営利活動法人どりーむ・
わーくす
 取組パターン：グループ内連携型
(農業側から参入)
 選定表彰：2019年グッドデザイン賞受賞
（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）

 主力商品：調理用トマト、ジュース原料
用トマト、ぶどう、かぼちゃ、
山わさびなど
 イベント：「定植体験会」や「収穫体験
会」など、農作業を通じた交
流イベントを毎年開催。

○ 農園では、運営する就労継続支援B型事業所「どりーむ・わーくす」及び他の障害福
祉サービス事業所から施設外就労で障害者を受け入れ、農地約5.5haで、調理用
トマト、ジュース原料用トマト、かぼちゃなどの野菜やぶどうの栽培に従事。
○ 農作業を詳細に細分化した「作業分類適合表」を作物別に作成し、一人ひとりの障害
特性に合わせたマッチングを実施するとともに、指の切れないハサミや手袋を導入し、
怪我のリスクを軽減。業務範囲を広げる工夫を実施。
○ 令和２年度に、行政・ＪＡ・養護学校・高校とともに「北しりべし農福連携推進協議
会」を設立するなど、地域での普及活動を積極的に展開。

１

北海道余市トマトジュース

体制図（※ＮＢ食品メーカーとの連携）
ＮＰＯ法人どりーむ・わーくす
トマト栽培〈農福連携〉

札幌こぶし館
&アサヒロジ
荷造り・梱包・発送
〈札幌こぶし館で農福連携〉

北海道
余市町

カゴメ
製造・販売

商品

・商品販売
・農福連携ＰＲ

・商品購入
・応援メッセージ

調理用トマトの収穫

指の切れないハサミ

作業分類適合表

取組の成果
○ 徹底した作業の細分化、農作業ルールの見直し、安全や効率化への
配慮などにより、障害者の戦力化及び依頼作業の拡大を実現し、
年間延べ200名以上を施設外就労で受け入れ。
○ 農作業の細分化により、未経験者や高齢者なども働き手となることを
可能にし、農業体験の場などを設けることで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着実に広げている。

所在地▶北海道余市郡余市町黒川町808番地
連絡先▶TEL･FAX:0135-48-5485 E-mail:info@npodreamworks.com
顧客
（約45万人） ウェブサイト▶https://www.npo-dreamworks.com/
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【取組のプロセス】
当初はぶどう及び
水稲をベースとした
農福連携を模索。

2014年度は、トマ
トの収穫に延べ55
人が従事し、約3ト
ンを収穫。

年間延べ200人以上
の障害者及び家族・
・・・・
施設スタッフが農作
業に従事。

2010年～

2014年～

障害者の受入れを開始、農作業に参加する障害者の拡大
○ 2013年に農業改良普及センターから調理用トマトの試験栽培の相談を受けたことを契機
に、果皮が厚く収穫時に傷つきにくい調理用トマトは障害者の作業に適した作物と判断。
2014年からの本格栽培とともに、障害者の受入れを開始。
○ 2015年頃から、施設外就労で連携する障害者施設とのネットワークを拡大。

2016年～

農福商工連携を実現、NPO法人及び就労継続支援事業所を設立
○ 2016年にカゴメ株式会社との契約栽培（カゴメオリジナル品種「爽果」）を開始し、農
福商工連携を実現。通信販売のみの限定商品「北海道余市トマトジュース」は、カゴメ
トマトジュースの中では高単価にもかかわらず、毎年早期完売となる。
○ 2016年11月にNPO法人どりーむ・わーくすを設立し、2017年9月に就労継続支援B型事
業所どりーむ・わーくすを開設し運営を開始。

農山漁村振興交付金
を活用し、トイレ・
休憩所を整備し作業
環境の快適化を実現。

地域協議会として農
山漁村振興交付金を
活用。

きっかけ

法人の設立者が、自閉症を持つ長男が自立した生活を営めるよう、農業を活
用した障害者の仕事作りを構想したことがきっかけ。その後、民間企業を
退職し、2011年に就農、2012年に実家のぶどう農家を引き継いだ。

○ 加工品の製造及び販売、栽培面積及び従事する農作業の拡大、新たな作物や栽培方法の
導入などに取り組む。

2020年～

北しりべし農福連携協議会の設立
○ 2020年に行政・JA・養護学校・高校とともに北しりべし農福連携推進協議会を設立。協
議会の会員として、地域で農福連携を推進する施設外就労コーディネーターの育成に携
わるなど、地域での農福連携普及活動を積極的に展開。

今後の
展望

『農福連携』による「障害者」・「地域農業」・「町」の
WIN×３の実現
○ 障害者及びその家族・関係者と地域住民に対して、自立継続支援及び協業
に関する事業により、障害者の尊厳を保持しつつ生きがいのある自立した
生活の実現、並びに地域の活性化に寄与する。
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５

特定非営利活動法人サトニクラス

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

○ 障害特性に応じてチームを編成し、野菜生産から漬物製造・販売までを一貫して行うことで、通年で
障害者の作業を安定的に創出。先導性・モデル性の高い農福連携の取組として評価を受ける。
基本情報

取組の概要

 所在地：北海道月形町
 団体名：特定非営利活動法人サトニクラス
 取組パターン：福祉完結型、
連携型(うち福祉側の取組)
 選定表彰：「わが村は美しく－北海道」
第９回コンクール大賞
（主催：国土交通省北海道開発局）

 主力商品：各種漬物（大根の醤油漬、大根
のなた割漬など）、乾燥野菜、
手造り味噌、米麹など

○ 就労継続支援A型事業所「サトニクラス酵房」を運営し、知的・精神・身体障害を持
つ7名の利用者が、約1haの農地及び加工場で、野菜生産や漬物製造等を通年で行うほ
か、月形町内外の農家７戸に施設外就労し、水田の除草や野菜の収穫等に従事。
○ 職業指導員の見立てにより、障害特性に応じて２～３人一組のチームを編成。また、
漬物製造工程を細分化し、利用者を割当て。
○ 農林水産省の交付金を活用し、乾燥野菜の開発、農業者が必要とする労働力の調査、
障害福祉の知見を有する農作業指導者の育成など、取組拡大の努力を継続。

１

農作業の様子

体制図

設置・運営

設置・運営

就労継続支援A型事業所
サトニクラス酵房
農園

地元・都市部の小売店

加工場

漬物の製造

取組の成果

特定非営利活動法人サトニクラス

出荷

北海道
月形町

出荷

花と野菜の直売所
花の里月形

施設外就労

出荷

代表者個人の農園を含む
月形町内外の農家

○ チーム作業により、収穫に適した野菜の見落としが防止されるなど、
作業の正確性が向上し、職員による事後確認ややり直し作業が減少。
○ 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（令和元年度）へと10倍に増加。
○ 令和元年には、農福連携の取組が先導性・モデル性の高い活動と評価
され、北海道開発局主催の「わが村は美しく-北海道」運動第９回コン
クールにおいて大賞を受賞。
所在地▶北海道樺戸郡月形町字当別原野420-9
16
連絡先▶TEL:0126-35-1235 FAX:0126-35-7812
E-mail:npo@satoniclass.com ウェブサイト▶https://www.satoniclass.com/

【取組のプロセス】
月形町内の知的障害
者施設「雪の聖母
園」の旧寮舎を漬物
加工場として利用。
厚生労働省の緊急雇
用創出事業に採択さ
れ、3名の正規雇用
を実現。

都市農村共生・対流
交付金事業に採択さ
れ、農福連携の取組
を本格化。

2011年～

2014年～

2015年～

農家である楠氏ほか有志が、里山的環境が残る月形町で、地域の福祉法人や
都市住民の力を合わせたコミュニティーを創り、「里に暮らす」ことを継承
したいとの想いから、NPO法人を設立し、札幌市からニートを受け入れた。

サトニクラス酵房の設置・運営を開始
○ 2014年に就労継続支援A型事業所「サトニクラス酵房」を設置し、障害者就労を開始。

地域を巻き込んだ農福連携の取組を本格化
○ 2015年に楠氏が中心となり「つきがた農福交流推進協議会」を設立し、生活困窮者自立
支援法に基づく相談機関「そらち生活サポートセンター」（月形町）と連携。
○ 2015年に花と野菜の直売所「花の里月形」を開店するとともに、乾燥野菜の商品開発や
農家における労働力の需要調査を実施するなど、工賃向上のためにソフト面での研究を実施。

都市住民と田園生活
者との出会い・交流
の場として直売所を
開店。
農山漁村振興交付金
事業に採択され、地
域連携の取組を本格
化。

きっかけ

○ 2017年から、「月形農福連携センタ－」など月形町内の２団体と、農福サポーター派遣や
農泊などでコラボ事業を展開。

2019年～

「わが村は美しく-北海道」第９回コンクールで大賞を受賞
○ 農村景観の保全、地域における人の交流及び特産物の創出という観点から、農福連携の取
組が先導性・モデル性の高い活動と評価され、北海道開発局主催の「わが村は美しく-北海
道」運動第９回コンクールにおいて大賞を受賞。

今後の
展望

「里に暮らす」体験を
○ 農福連携の取組を継続しながら、農業・福祉に加え、観光にも力を入れ、身近な環境の中
で日本の昔ながらの生活（里の暮らしかた→里に暮らす）を体験出来るような新しい仕組
みづくりを考えていきたい。
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６

一般社団法人Ａｇｒｉｃｏｌａ

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

採卵鶏での有機JAS認証取得により、付加価値の高い農業生産を実現。高品質な卵と元精神科看護師に
よる専門的なサポートにより、農福連携の取組において、多数の就労と健康を生み出す。
取組の概要

基本情報





北海道
当別町

○ スペシャルニーズを持つ（特別な配慮を必要とする）利用者15名が、有機ほ場の認証を受
けた3.5haの農地を利用した鶏舎8棟や畑で、養鶏（約4,200羽の鶏を平飼い）や野菜の栽
培に通年で取り組む。

所在地：北海道当別町
団体名：一般社団法人Ａｇｒｉｃｏｌａ
取組パターン：福祉完結型
主力商品：オーガニックエッグ、平飼い
有精卵、亜麻仁卵、有機野菜

○ 身体にスペシャルニーズを持つ利用者には、伝票作成などの事務作業に従事してもらう
など、特長に応じた作業分担を実施。
○ 近隣の農福連携の取組主体から野菜の調理くずを引き取り、鶏の飼料として活用すること
で、循環型農業の取組を実施。
○ 元精神科の看護師である代表者夫妻が、専門知識や経験を生かし、利用者の体調管理や相
１
談事へのきめ細やかな対応を行い、利用者同士の人間関係にも配慮。

（写真上：平飼い養鶏の様子）
「養鶏」･･･商品種類別の
専用ケースを集卵側と洗
卵側の両方に用意し、移
し替えることで、異なる
商品の混入を防止。

（写真左：主力商品
「オーガニックエッグ」）

体制図

鶏舎

就労継続支援A型事業所
Farm Agricola

「有機野菜」･･･
有機ほ場の認証を
受けた農地で野菜
を栽培。

取組の成果

一般社団法人Agricola
設置・運営

「配合飼料」･･･臭みを
なくすため魚粉の使用を
最小限とし、北海道産の
原料にこだわった自家配
合飼料を鶏の餌に使用。

農園

有機ほ場の認証を受けた農地

○ 令和元年7月、就労系障害福祉サービス事業所の設置・運営法人として全
国で初めて、採卵鶏での有機JAS認証を取得。また、飼料の全量を国産で
賄っており、福祉主体でありながら高難度の取組に成功。
○ 生産される高品質な卵は有名ホテルにも販売され、売上げの増加に伴い、
事業所の利用者数は、取組開始当初から倍以上に増加。
○ 養鶏の作業や専門的なサポートにより、精神にスペシャルニーズを持つ利
用者の抗精神病薬の服薬量が、多くの場合で1/2～1/3にまで減少。

事業所
洗卵・加工施設

所在地▶北海道石狩郡当別町弥生52番11号
連絡先▶TEL:0133-27-5551 FAX：0133-27-5552
E-mail:info@agricola.jp ウェブサイト▶https://www.agricola.jp/
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【取組のプロセス】
イニシャルコストが
抑えられ、通年作業
が可能である養鶏を
選択。

2015年～

きっかけ

精神科の看護師として勤務する中、病院で行う精神医療に限界を感じ、農業主体で収入
を確保し、看護師として精神的なフォローを行うことで、精神にスペシャルニーズを持
つ方の就労が可能となり、入院に至ることを少しでも防げるのではないかと考えた。

一般社団法人Agricolaの設立、事業所の運営開始

2016年～
農山漁村振興交付金
を活用し、鶏卵の加
工施設（洗卵設備）
を整備。

2019年～

○ 2016年８月に一般社団法人Agricolaを設立するとともに、2017年４月に就労継続支援
A型事業所「Farm Agricola」を設置し、当初から農福連携の取組を開始。

（写真）

採卵鶏での有機JAS認証を受ける
○ 2019年７月、就労系障害福祉サービス事業所の設置・運営法人として全国で初めて、
採卵鶏での有機JAS認証を取得。

（写真）

飼育する鶏の数が4,200羽に達する

2020年～

○ スペシャルニーズを持つ方の雇用及び工賃水準を確保するため、段階的に鶏の数を増や
し、2021年9月には4,200羽に到達。
○ 入替となる鶏の一部は、剣淵町の業者に依頼し、燻製にして商品化。

（写真）

〇 2021年から、1haのほ場で有機デントコーンを栽培し、有機飼料の自給を開始。
農林水産省主催の
農福連携育成研修
で、障害福祉サー
ビス事業所職員向
けの講師を務める。

国産の有機飼料による養鶏、鶏卵加工品の製造・販売

今後の
展望

○ 近隣市の農家から子実とうもろこしを購入したり、有機大豆を自家栽培する
などして、国産の有機飼料による養鶏を進めていきたい。
○ 就労継続支援B型事業所を設置・運営することで、より幅広くスペシャル
ニ ー ズ を 持 つ 方 々 を 支 援 し な が ら 、 マヨネーズなどの鶏卵加工品を製造・販売し、
経営の拡大に繋げていきたい。

（写真）
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7 社会福祉法人 七峰会

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

社会福祉法人七峰会が運営する多機能型事業所「就労サポートひろさき」では、平成19年の開設以来、
知的障害などを持つ施設利用者6名が、主にリンゴ生産法人への施設外就労により、通年で栽培作業等
を実施
取組の概要
基本情報






所在地：青森県弘前市
団体名：社会福祉法人七峰会
取組パターン：連携型（うち福祉側の取組)
選定表彰：
主力商品・イベント：豆腐製造・施設外
就労・受託加工作業・農作業

青森県
弘前市

○ 平成27年に設立した「弘果りんご園㈱」等から作業を請負。また、障害者就業・生活
支援センターの紹介により、ピーマン等の生産者１か所からも作業を請負ってる
○ 障害者は葉摘みや収穫した果実の運搬作業、リンゴの箱詰作業、収穫用コンテナの洗
浄のほか、比較的難度の高い１次摘果作業も実施
○ 弘果りんご園㈱の作業員から技術指導を受けるほか、障害者が市内りんご生産法人に
実習生として通い、技術の向上は図っている。

１

秋の収穫作業の様子
取組の成果

体制図

作業委託・技術指導

弘果りんご
園（株）
栽培・収穫・出荷作業等

多機能型
事業所
就労サポー
トひろさき

○ 高齢化、人手不足等によりリンゴの生産量低下や周年出荷への不安を
抱えているが、多くの障害者が携わることで、地域における担い手と
なっている。
○ 安定的な作業受託と広い作業幅により、工賃が安定し、農作業に携わ
る利用者の令和3年9月の平均月額工賃は51,841円と県のB型平均を
上回った。
○ 実習先での働きぶりが評価され、平成26年～27年に5名が雇用された。
所在地▶青森県弘前市熊嶋字亀田184番地1
連絡先▶TEL:0172-82-5770 FAX：0172-82-5730
E-mail:support.h@xvb.biglobe.ne.jp
ウェブサイト▶http://www.takushinkan.jp/1137.html
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【取組のプロセス】
働き手の減少
福祉のマンパワー
の活用

2016年～

農福連携のモデル
事業

弘果りんご園のス
タッフからの技術
指導。

2017年～

やりがいの向上
給料アップ

2021年～

農業者と障がい者
のマッチング

今後の
展望

きっかけ
弘前市のりんご産業は、高齢化、担い手不足により慢性的な人材不足という課題を抱
えている。一方、福祉の現場では障害者の働く場の開拓と工賃向上が課題となっていた。
この問題に対し、平成28年に市が掲げた「多様な人材の自立支援による地方創生計画」
により、障害者の働く場として農業が注目され、障害者の働く力と可能性をりんご産業
に生かしていこうという機運が高まったことを機に、弘前市自立支援協議会の就労支援
部会と協力企業である弘果りんご園(株)が連携して、「農福連携」のモデル事業が具現
化された。
福祉職員が作業
農業と福祉の連携
状況を確認！
りんごの作業内容は、摘果、摘葉、収穫、果実の運搬作業等があり、農業従事者は
障害者への接し方や指導方法について不安を抱いていた。
また、障害者も様々な困難性を抱えていることから、個別的な支援が必要とされた。
そのため、作業の技術指導を受けた福祉職員が間接的に関わって作業指導を行うこと
で、それぞれが抱える不安を解消し効果的に作業を進めることができるようになった。
担い手不足の一助に
継続して作業に携わることで障害者の作業技術の向上と、仕事に対する自信とやり
がいにつながっている。
また、その仕事ぶりから信頼を得ており、作業依頼が年々増加傾向にある。
習熟度アップに伴って工賃も向上しており、施設外就労でりんご作業に携わる障がい
者の令和３年度９月の平均工賃月額は５１，８４１円と、青森県の平均工賃を大きく
上回っている。
さらに、仕事のやりがいは仲間から仲間へと伝えられ、仕事に携わる人財が広がって
いる。
ｗｉｎ‐ｗｉｎな関係に
現在、弘前市では就労支援窓口（JA等）の活用による情報の収集とデータベース化、
障害者の就労環境の向上では、レベルアップ研修会や現地検討会の開催、農福連携推
進セミナーの開催等、働きやすい環境づくりを目指し様々な取り組みがされている。

技術の向上！

りんごの収穫！
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こうや

株式会社耕野

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

岩手県
花巻市

平成24年2月に株式会社耕野を起業し、障害者就労継続支援B型施設の施設外就労として、葉物野菜の栽培・調
製作業を依頼する農福連携の取り組みを開始。障害者と健常者が同じ職場で作業し、経済活動と社会貢献を両立。

基本情報

取組の概要

 所在地：岩手県花巻市
 団体名：株式会社耕野

 取組パターン：グループ内連携型

(農業側から参入)
 主力商品：葉野菜（ベビーリーフ etc.）
根付き

○ 温室 ハウス 内での水耕プラントを活用したベビーリーフ等の葉物野菜の周年栽培を開始し、飲食
店向けの業務用の葉野菜を中心に生産拡大を図ってきた。
○ 当初は簡単な収穫後の残渣回収などの作業委託をしていたが、作業指示や作業方法を工夫す
ることで、現在では播種、定植はもとより、収穫、計量、包装までの生産全般を担っており、今では
スタッフ同様、貴重な戦力となっており、令和2年には新たに3名を受入れ、計6名で取り組んでいる。
○ 社内でも専門家による「障害者特性」について学ぶ研修会を開催し、障害についての意識を深め、
関わり方や接し方などについて理解するなど、スタッフの意識付けに取り組んできた。

ホワイトセルリの収穫と下葉処理の作業

体制図

（作業委託）

メンテナンス作業

取組の成果
社会福祉法人
岩手県社会福祉協議会

株式会社 耕野

収穫後の残渣回収

（仲介）

（施設外就労）
社会福祉法人 自立更生会 北上アビリティセンター、花巻
アビリティセンター、とばせ園、一般社団法人 ココ・アルバ

○ 想定以上に作業適性があり、生産性の向上が図ら
れ 、出荷数量の増加に繋がっている 。
○ 福祉事業所の職員の方々の指導もあり、作業が早
く、より正確に行われることに驚かされ 、スタッフも良
い影響を受けている 。
○ 十分な作業戦力になっており、今後の農業・農村
維持に役立っていくことを期待している。

鮮やかなベビーリーフ

所在地▶岩手県花巻市太田64-184
連絡先▶TEL：0198-29-5558 FAX：0198-29-5559
E-mail：info@kouya-leaf.biz
ウェブサイト▶https://kouya leaf.biz/
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【取組のプロセス】
～2012年
株式会社耕野を設
立し、起業開始。

きっかけ
株式会社

2012年～

株式会社耕野は働き手の確保を模索していた中、岩手県のマッチング商談会が
縁で福祉事業所へ作業委託を取組む
耕野を設立

○ 平成24年2月に株式会社耕野を設立し、温室ハウス内での水耕プラントを活用したベ
ビーリーフ等の葉物野菜の生産を開始。飲食店向けの業務用の葉野菜を中心に生産
拡大を図ってきた。
○ 働き手として戦力になると確信し 、障がい者就労継続支援Ｂ型施設の施設外就労として、
栽培・調整作業を依頼する農福連携に取り組み始めた。

岩手県「食の産業
クラスターネット
ワーク」のマッチ
ング商談会を活用。

ベビーリーフ等の周年生産を開始

2013年～
温室ハウス敷地に
に出入りする福祉
事業所の名前が
入った車両が地域
へのPRを担う。

野菜の種類により
手作業での定植

○ 平成25年3月に温室ハウス 1 号棟（ 1,272 ㎡＋水耕ﾌﾟﾗﾝﾄ設備）を 建設 。ベビーリーフ
等の周年生産を開始。
○ 平成28年4月に温室ハウス ２・ ３・４号棟（ 1,584 ㎡× ３ 棟）を建設。

2019年～

ＪGAP （青果物）認証農場 認定
○ 平成31年1 月 ＪGAP （青果物）認証農場 認定 （登録番号 030000006）

水耕栽培用の自動定植
機械のオペレーター

経済活動と社会貢献の両立
○ 様々な個性を持つ障害者に分かりやすいよう、今後は作業の平準化やマニュアル化を
進めることにより、収益性と障害者の働きがいを両立した労働環境整備や生活支援に
も目を向けることで、農業生産性の向上と労働力の確保、定住人口の確保に繋がる。

今後の
展望

○ 日々、作業改善の連続であり、障害特性に合わせた環境で淡々と作業を行うことので

社内での障がい者特性
についての定期研修

きる障害者。お互いの課題を解決に近づける可能性を感じる。今後も地域の福祉事業
所や関係機関との連携を図りながら、「農福」の連携に取り組む。
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有限会社内外ファーム 蔵王の恵農場

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

山形県
山形市

平成18年４月に開所した有限会社内外ファームは、降雪地帯の条件不利地において農福連携による高付加価
値商品の生産を行い、障害者の就労機会の確保、作業工賃の向上等を実現。
基本情報

取組の概要

 所在地：山形県山形市
 団体名：有限会社内外ファーム
蔵王の恵農場
 取組パターン：グループ内連携型
(農業側から参入)
 主力商品：パプリカ、青菜、チョロギ、
赤根ほうれん草、凍み大根 etc.

○ 就労継続支援A型事業所「蔵王の恵農場」は、利用者15名を担い手として常用雇用し農作業
の全てを実施。山形伝統野菜の生産・加工を行うなど地域資源の維持に貢献。
○ 就労継続支援B型事業所は、地域全体が高齢化や人口減少で労働力の確保が困難な中、地
域周辺農家の作業受託を行うなど荒廃農地の発生防止にも貢献。

１

特産野菜の原料生産

体制図

就労継続支援B型事業所

就労

作業受託

ハウスの除雪作業

取組の成果

有限会社内外ファーム
就労継続支援A型事業所

さくらんぼ農家の作業受託

蔵王の恵農場

地域農家

○ 高品質野菜の安定した生産・提供による信頼から、周辺農家からの耕作依頼
や市内の農産物加工工場からの原料生産依頼が増加。 ⇒ 就労者のモチ
ベーションUP。
○ 積極的に農作業を受託し、農作業に従事した障害者の延べ数は、1.8倍に
増加（平成30年度1,642、令和元年度2,955人、令和2年度3,119
人）。委託する農業者も11者あり、何れも県内トップの実績となっており、障
害者の自立に貢献。
所在地▶山形県山形市富神台12番地
連絡先▶TEL：023-644-5872 FAX：023-644-5864
E-mail：syamada@naigaigreen.co.jp
ウェブサイト▶http://www.naigaifarm.jp

24

【取組のプロセス】
降雪地帯の中間農
業地域における農
業の安定継続には、
高付加価値商品づ
くりが不可欠！

～2006年

きっかけ

就業先を探している障害者支援施設と協議する機会があり、夏季ジャガイモ
収穫選別支援を２年間経験した結果、障害者の就労が可能と判断。

有限会社内外ファームを設立

2006年～
地域全体が高齢化
や人口減少により
農業就業者の確保
が困難

○ 平成18年4月､有限会社内外ファームを設立。
｢お客様においしい野菜を、安全、安心にお届けする｣を目標に掲げ、標高600ｍに｢蔵王
の恵農場｣整備し、高原野菜の栽培を開始｡
○ 平成21年8月より障害者の雇用を開始。

障害者施設が生産したふる
さと納税返礼商品

就労継続支援A型事業所を設立

2014年～
労働集約型の畑作
農業を継続的に実
施

山形県農福連携推
進センターのマッ
チング支援を活用

○ 平成26年4月、『働く誇り』『食づくりの楽しみ』『届ける喜び』を理念に、自然豊か
な環境において野菜作りを行うことで、障害者の自立を推進。
〇 近年では周辺農家からの耕作依頼や市内の農産物加工工場から原料生産依頼を受けるほ
ど技術が向上。

2016～

大豆農家への除草作業支援

就労継続支援B型事業所を設立
○ 安定した生活を送るためのリズムやスキルを身につけて、就労に向けた様々な作業を経
験することで、働くことに自信が持てるよう積極的に推進。
〇 安定した農作業の増加により、就労者の賃金向上を実現。

養鶏業者への支援

共生社会の実現を目指して！

今後の
展望

○ 農業生産だけに特化した農業経営から、地域全体から支えられ支えることができる新た
な農業形態を目指す。
〇 障害者が、生涯の職業として活躍できる農業経営を目指す。
〇 地域各所で行われているマルシェに積極的に出店し、農福連携の普及啓発を推進。

マルシェへの出店
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社会福祉法人 月山福祉会

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

山形県
鶴岡市

社会福祉法人月山福祉会が運営する多機能型事業所「作業所月山」は、2011年から本格的に畜産事業に取り組み、現在、
知的障害者を中心とする施設利用者7名が、県特産「だだちゃ豆」の生産、果樹栽培とジャム製造、月山短角牛の飼育等
を通年で実施。

取組の概要

基本情報






所在地：山形県鶴岡市
団体名：社会福祉法人 月山福祉会
取組パターン：福祉完結型
選定表彰：2021年9月ノウフクJAS取得
主力商品・イベント：県特産品「だだ
ちゃ豆」、月山短角牛

○ 令和２年度から庄内町所有牧場を指定管理者として借受け、日本短角種46頭を放牧し
国産粗飼料（牧草）のみで飼育。翌年5月より「完全国産放牧草牛」として出荷開始。
○ 放棄されていた放牧地の草を牛が食べることによる「放牧地の再生」に寄与している。
○ 障害者は畜舎の清掃や給餌等を行っている。
○ 約4haの畑と100坪のハウス２棟で、県特産「だだちゃ豆」、落花生、かぼちゃなど
の野菜、庄内柿またブルーベリー、イチジク等を栽培し、ジャムに加工し販売。

１

写真
放牧場でのびのび過ごす牛

体制図
社会福祉法人
月山福祉会

写真
にんじんの収穫の様子

写真
畜舎で牧草を給餌する利用者

取組の成果
多機能型事業所
「作業所月山」
多機能型事業所

「スローワーク新町」
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ﾀｲﾑｹｱ事業

「アトリエ」
相談支援室「一柳」

○輸入飼料による飼育が多い現状で、国産の粗飼料のみでの飼育は貴重。更に
令和5年度には、全国的に珍しい、障害者が生産に携わった「有機JAS認証牛」
の認定取得を目指している。
○令和2年度から元公営放牧地44haを指定管理者として借受け、飼養頭数を拡大
○障害者が県の特産品である「だだちゃ豆」の生産に関わることで、障害者が
県特産品の生産量維持に貢献。
○農畜産業そのものの「質」で勝負することで、令和５年度には黒字化する見込み。
利用者の工賃向上の実現に取り組んでいる。
所在地▶山形県鶴岡市中野京田字壱柳4番地1
連絡先▶TEL:0235-24-8541 FAX：0235-24-8582
E-mail:ichiyana@sea.plala.or.jp
ウェブサイト▶http://www.gassanhukusikai.com/
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【取組のプロセス】
農家の高齢化
による多くの耕
作放棄地

2004年～

きっかけ

事業の中心だったリサイクル事業の業績が安定し、無機質から有機質な事業へ挑戦。荒廃
農地が多い地域で借地は容易だったため、畑作業から開始。

本格的な農畜産事業の開始
○3500万円の借入をし中古牛舎の取得。
短角牛の肥育・
繁殖農家の減
少による子牛
の高騰

消費者の食への
安全・健康志向
の高まり

2011年～

2017年～

○草だけで飼育できると聞いた岩手発祥「日本短角種」を買い付け。しかし岩手で
は配合飼料による飼育をしているとのことで、月山福祉会もそれに倣う。
○繁殖・肥育一貫経営の開始。

飼育方法の転換
○アンチエイジングで有名な医師・南雲吉則氏のアドバイスより、牧草だけでの飼育
にこそ短角牛の価値が生まれると気付く。
○同じく牧草のみで短角牛を飼育する八雲農場（八雲大学獣医学部）の小笠原秀毅
氏と牛による放棄牧場の再生と肉質に関する共同研究を開始。飼育に関して助
言いただく。

クラウドファン
ディングの活用

2020年～
放牧農家減少
による公営放
牧場の放棄

今後の
展望

大きな夢への挑戦！
○クラウドファンディングを活用し、放牧場運営に最低限必要な機材購入費1200万
円を達成。
○放棄されていた44haの庄内町放牧場を指定管理者として借り受ける。
○青果市場へ野菜の出荷を開始。（長ねぎ・にんじん・かぼちゃ）
○2021年スターゼンミートプロセッサー㈱より完全国産牧草牛の価値とそのおい
しさにご理解いただき、取引を開始。
○現在の飼育頭数は52頭
工賃向上で利用者の自立した生活を
○出荷頭数を徐々に増やし、年間飼育150頭、出荷頭数70頭を目指す。
○令和５年度には「有機JAS認証牛」の認定取得を目指し付加価値を上げていく。
○短角牛を中心に出荷額を増やすことで、利用者の工賃を向上し、自立した生活ができるようにすることが
最終目標。
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社会福祉法人 こころん

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

福島県
泉崎村

平成16年、ＮＰＯ法人「こころネットワーク県南」を設立（平成23年、社会福祉法人に移行）。精神障害を中心とする
施設利用者が、メインとなる養鶏のほか野菜栽培、加工、直売所の運営などを通年で実施。支援学校卒業生の積極的な受
け入れを行い、職業訓練の場、働く場としての農業として機能。地元の農業法人等と協力的な関係を構築し、一般就労へ
向けての訓練や支援に取り組む。

基本情報

取組の概要

 所在地：福島県泉崎村
 団体名：社会福祉法人 こころん
 取組パターン：福祉完結型
連携型(うち福祉側の取組)
 選定表彰：
・H29 ディスカバー農山漁村の宝
アクティブ賞（主催：農林水産省）
・H29 ふくしま地産地消大賞(主催：福島県）
・R2 ふるさとづくり大賞（主催：総務省）

○ 地域との連携をとりつつ、施設利用者たちの就労（就労移行）の場として新たな養鶏場や直
売所・カフェ「こころや」を整備し、こころんの6次産業型福祉農園（障害者は様々な仕事
が体験できる）に取り組む。
○ 平飼いによるストレスの少ない鶏が産む、殻が固く白身の盛り上がった新鮮たまご「ここた
ま」を販売。県内外のマルシェ（全国車椅子駅伝、ノウフク朝市ほか）に参加し、販路開拓
・拡大に取組む。
○ ①こころんファーム（農業、養鶏）②こころん工房（スイーツ）③こころや（直売）
④Ｃｏｃｏｒｏｙａｃａｒ（移動販売）など生産・加工・販売までを、こころんの
１
就労支援事業（6次産業化）として展開。

 主力商品：鶏卵（ここたま）、玉ねぎ、
菊芋、さやえんどう、オクラ etc.
直売所・カフェこころや

体制図

平飼い養鶏場

畑で活躍する利用者

移動販売

取組の成果
○ 施設利用者は、農業を通して体力や忍耐力が身についたほか、地域の人々と
触れ合う機会が多くなることで家族間のトラブルが減少し、明るさを戻す。
また、直売所の売上げの増加（JGAP取得により、その食材で作る直売所・
カフェのランチが好評）に伴い、利用者の所得も向上。
○ 農産物の売上 1,100万円（Ｈ27年） → 1,656万円（Ｒ元年）→ 2,269万円（Ｒ2年）
○ 直売所の売上 5,779万円（Ｈ27年） → 6,605万円（Ｒ元年）→ 7,858万円（Ｒ2年）
所在地▶福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸９
連絡先▶TEL：0248-54-1115
FAX：0248-53-3063
E-mail：izumizaki@cocoron.or.jp
ウェブサイト▶http://www.cocoron.or.jp
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【取組のプロセス】
2004年～
店舗経営を模索

きっかけ

・ＮＰＯ法人「こころネットワーク県南」を設立【平成16年～】
・「生活支援センターこころん」を開設【平成16年～】
・障害者自立支援法の就労支援事業を開始【平成18年～】
「直売所・カフェ こころや」を開所
○ 安全やおいしさにこだわったこころやの野菜や調味料、加工品の生産者、
加工品は地元 のこだわりのお店として定着。
○ 地域の農家や加工品の生産者、取引業者、消費者など多くの地域の人々
とのつながりが増え、障害者が自然な形で地域に参加できる直売所。

2006年～
雇用の場の提供
就業に自信
高齢化の進む団地
や仮設住宅などへ
の移動販売

企業と連携し商品
の開発と販売
6次産業化商品の推進

2010年～

こころんファーム開始
○ 農場は荒廃農地を借りて開拓し、無農薬、無化学肥料栽培の自然循
環農業を開始。 平成30年JGAP取得。
○ 施設外就労として、野菜農場の管理、フキ栽培、収穫の終わったトマト
ハウスの片付けや、果樹園の剪定後の畑の片付け作業などの作業に従事。

2018年

令和元年 JGAP(畜産)
を取得
農福連携の広がり
新しい地域コミュニ
ティづくり

今後の
展望

「直売所・カフェこころや」
の新鮮な農産物

こころん工房事業開始

2011年～

平成29年農山漁村振
興交付金を活用し養
鶏場等のハード整備
平成30年 JGAP(農産
物)を取得

障害のある人も地域で当たり前の暮らしをいとう地域の思い

○ 農場の野菜、卵を活用した6次産業化に取り組む製菓工房。
○ 牧場のジャージー牛のミルクなど、企業と連携し、こだわり抜いたお菓子
を生産。
こころんファーム養鶏場「平飼い」へ移行
○ 自然の中で歩き回れる平飼い。
○ 地元のお米を中心に遺伝子組み換えでないポストハーベストフリー
トウモロコシや、牡蠣殻など、安全な飼料を自家配合。
○ 最新の設備によって、鶏にとって理想的な環境で飼育。
○ 鶏舎の中にもみ殻やおがくずをまき自然発酵させることで、完全堆
肥として使用 令和元年JGAP取得。

「こころんファーム」
自然栽培米

農福連携は社会の資源
○ 福祉（障害者福祉）＝ 障害者の生活上の課題を解決していくことの支援。
○
○
○
○

農場におけるお米の品質向上と生産性の向上。
新しい6次産業化商品の開発。
料理教室などのワークショップの開催。
利用者の自立支援、地元経済の活性化。

「こころんファーム」
ここたま燻製卵（くんたま）
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12

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

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可（撮影制限あり）

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

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

取組の概要
〇
〇
〇
〇

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

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

茨城県
だいごまち
大子町

主な作業内容
牛舎清掃（17件）、飼料づくり（6件）、給餌（44日）など

せり市ヘルパー

大子市場での牛の世話（92頭）、競りの手伝いなど

ショートステイ

牧場での一時預かり（36件、のべ1,024日）

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

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

1979年～

1989年精神障害者
社会復帰施設
アミーゴ荘開設

○ 和牛専門職員を随時増員し、各種作業を指導

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

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

高齢畜産農家からの作業請負を開始

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

2006年～

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

大子町より医療法人として認定農業者に認定

2014年～

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

地域精神医療・福祉・農業・アートを創造的に実践

今後の
展望

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

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

群馬県
おおいずみ
大泉町

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

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

取組の概要
〇

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

１
誘引作業

ミズゴケ入れ・葉面洗浄作業

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

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

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

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

1998年～

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

きっかけ

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

花き栽培用の温室を整備

2004年～

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

グッドデザイン賞を受賞
企業の法定雇用率
が改正2.0％に

2011年～

2013年障害者自
立支援法が改正さ
れ、障害者総合支
援法が施行

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

バラつきのない高品質な胡蝶蘭の通年生産が可能。

〇

定着率アップのために保護者会との定期的な情報交換会等を開催

胡蝶蘭育成支援事業

社名変更：パナソニックハートファームアソシエイツ

2018年～

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

法廷雇用率が改定
2018年2.2％
2021年2.3％

オリジナル治具による支柱加工

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

共生の花を咲かそう。人と環境にやさしい企業を目指します

今後の
展望

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

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

埼玉県
熊谷市

くまがやし

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

基本情報

１

白菜畑での作業

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

体制図

取組の概要

オリーブ

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





取組の成果

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

社会福祉法人むさ
しの郷の生活寮
「年代寮」開所

1993年～

2003年～

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

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

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

農地面積：0.5ha
ビニールハウス：
1棟（432㎡）

農地面積：0.9ha
ビニールハウス：
1棟（1080㎡）

きっかけ

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

2006年～

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

2009年～

2015年～

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

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

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

今後の
展望

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

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

神奈川県
よこすかし
横須賀市

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

基本情報

取組の概要

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

１

横須賀市と協定を締結

体制図

指導スタッフへの作業依頼

よこすか・みうら岬工房
指導スタッフ（健常者社員）
農業者への業務報告

障害者社員

野菜の出荷・調製作業

取組の成果

農作業請負イメージ

農業経営体

野菜苗の定植作業

障害者社員への指導
・労務管理

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

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

きっかけ

社名変更

2017年~

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

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

2017年
群馬県富岡市に
とみおか繭工房を
開設

よこすか・みうら岬工房（長沢）を開設

2018年~
2019年
群馬県前橋市に
まえばし彩工房を
開設

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

よこすか・みうら岬工房（大矢部）を開設

2021年~

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

2021年
千葉県いすみ市に
いすみ絆工房を開設

今後の
展望

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

視察受入れ：不可 報道機関受入れ：可

長野県
まつもとし
松本市

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

基本情報






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

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

１

トマトジュースやケチャップの材料となる加工用トマト

加工用トマトの収穫作業

体制図

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

マッチング

組合員
（農業者）
請負契約

農福マルシェ

取組の成果

JA松本ハイランド
（本所・支所）

障害福祉サービス
事業所

トマト収穫作業の福祉事業者向け事前説明会

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

38

【取組のプロセス】

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

～2017年

JA青年部による農福連携モデル事業がスタート

2017年～

長野県の農業就労
チャレンジ事業を
受託。

きっかけ

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

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

ＪＡ松本ハイランドの事業として、支所に窓口を設置

2018年～

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

2019年～

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

2020年～

今後の
展望

長野県の事業を受託し、農福連携の推進に貢献

JAへの就労で拡大した農福連携の取り組み

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

「農業就労事業チャレンジ事業」
農業サポーターによる作業支援

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

視察受入れ：可（有料） 報道機関受入れ：可

静岡県
はままつし
浜松市

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

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

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

体制図

取組の成果

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

多機能型事業
所だんだん

障害者就労支援セ
ンターふらっと等

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

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

農家の減少
地域活力の低下

1996年～

きっかけ

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

2004年個人経営か
ら法人経営へ移行

農を通した働きの場づくり：農業・福祉・企業連携モデル構築へ

2005年浜松市ユ
ニバーサル園芸研
究会が設置（事務
局：浜松市）

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

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

○ 職場に精神保健福祉士・第2号職場適応援助者を配置し、指導・スキルアップ

ＪGAPを取得

2013年～

ユニバーサルデザインの機械開
発による作業の標準化

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

令和元年度農林水産祭で「多角化部門」天皇杯受賞

2019年～

ナビゲーションマップ

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

水耕部集合写真

「笑顔創造」ユニバーサルデザインによる農業経営

今後の
展望

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

41

18 一般社団法人 土の香工房

事業所：就労継続支援Ａ型事業所
｢ソーシャルファームドリーと緑の風｣

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

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

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

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

【連携団体】
農家（藤田農園、高田圃場）
株式会社棚田文化協会

枝豆スティック

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

【代表理事】
早津 薫
（管理者）

加工作業の様子

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

体制図
一般社団法人
土の香工房

新潟県
上越市

田中 颯人
（職業指導員：農業）
秋野 芳江
（経理担当）

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

きっかけ

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

福祉分野と農業分野の両面での対策の必要性を感じる

2015年～

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

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

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

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

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

上越市の農業計画
が策定される

地域課題の一役を担う

2019年～

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

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

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

託を受け、選別果作業を実施している。

誰もができる農業の仕組み

今後の
展望

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

［事業所：就労継続支援B型事業所おわらの里］
視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

富山県
富山市

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

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

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

体制図

桑の葉の収穫

取組の成果

社会福祉法人フォーレスト八尾会

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

作業所の新設

【農作業班】
おわらの里
（障害者の農作業等の補助・管理 等）

【連携団体】
構成員の農業者４名
（米・野菜・果樹提供、農作業委託）

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

1997年～

きっかけ

地域の福祉作業所として開所。農作物の栽培と直売を行う。

桑畑再生支援事業
中山間地の荒廃農
地の増加

加工品の売上の増
加・農家からの農
作物の受け入れ

2004年～

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

（写真）

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

2005年～
2012年～

平成29年度「農山
漁村振興交付金」
を活用し農作業場
を新設

6次産業化への取組

○ 2005年に菓子加工室を増築、桑菓子の製造・販売を行う。

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

（写真）

○ 加工品の売上が、事業全体の6割ほどにまで伸びる。

桑事業

2020年～

菓子加工室・食品加工室

リブランディング

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

（写真）

○ 富山県の土産品として、道の駅や県の物産館への販路開拓を行う。

桑の企業取引の減
少

「桑」を地域ブランドとして

今後の
展望

○ 関係人口を増やすための「食・人・伝統文化」をつなげる、ツアー企画

（写真）

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

事業所：就労継続支援B型 米ライフ

視察受入れ：可

報道機関受入れ：不可

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

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

体制図

【個人農家】

【介護部門】
・デイサービス
・居宅支援

田中 真由美
・就労受入 ・農業指導

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

１

無添加メンマ

米粉ドーナッツ

ハウス栽培の生姜で作った
ジンジャーシロップ

取組の成果

株式会社
愛昴

【事務局】
・事務処理
・会計
・企画 ・運営

石川県
河北郡
津幡町

【就労部門】
・就労支援
・相談支援

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

【取組のプロセス】

大型台風で田んぼ
の稲が倒れる被害。

2014年～

きっかけ

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

就労継続支援B型事業所

2016年
12月～
竹林整備の課題
自然栽培による水
稲の挑戦

米ライフ設立

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

商品開発開始
農村漁村事業の活
用（2017年）

2018年春

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

全国の優良事業所
への視察

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

製造及び販路拡大の体制構築

2021年～

○ 工賃向上

2018年：7,407円 2019年：9,155円

2020年：15,651円

○ 売上向上

2018年：95万円

2019年：360万円

2020年：1,000万円

〇 利用者数の増加

2018年：6.7人

2019年：6.2人

2020年：10.6人

冷凍カット野菜・惣菜事業の事業開始（予定）

今後の
展望

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

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

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

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






体制図

石川県
河北郡
内灘町

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

１

通年での小松菜収穫

枝豆の選別・袋詰

小松菜を商品化
『こまつなマフィン』

茎は食べやすい大きさに切り
パック詰め

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

2017年～

きっかけ

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

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

（写真）

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

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

2018年～

（写真）

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

農山漁村振興交付
金を活用

2021年～

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

農福連携の魅力を最大限に活かし、伝え広げ実行していく。

今後の
展望

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

事業所：就労継続支援A型事業所
「C&Cサービス」

視察受入れ：不可

報道機関受入れ：可

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

基本情報

取組の概要

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

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

 選定表彰：
令和３年 ノウフクJAS認証

大雪により倒壊したハウス

 主力商品・イベント：
しいたけ、ほうれんそう、こまつな、
ベビーリーフ

体制図

営農再開

しいたけ堆肥

無人販売

１

取組の成果
〇 令和3年で2名の雇用を確保。

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

福井県
福井市

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

中嶋 ひろみ
（会計補助 等）

〇 自分たちで育てた野菜を訪問で販売強化 10月までで350万円売上。

南部伸一郎、岡嶋美希、江守和逸ほか
（障害者の農作業等の補助・管理 等）

【連携団体】

公益財団法人
松原病院（精神障害者等）

〇 無人販売を設置

購入者が多く販売部門で1番の額となる。

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

2015年～

きっかけ

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

（農業拡張期）
2016年～
国からの農地再建
のための助成

丸紅基金からの助
成

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

（写真）

○ 10月、坂井市に新たに農地を借り、ベビーリーフなどの栽培に着手。

2017年～
2018年～

三菱自動車労組か
らの冷蔵車購入助
成

（ハウス倒壊と再生）
○ 2017年10月、台風でハウスが倒壊。

（写真）

○ 2018年10月、国の補助事業によりハウス再建。

（障害者雇用と販売の拡大）
2020年～

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

（写真）

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

ノウフクJAS
認証取得

今後の
展望

（地域ぐるみでの農業）

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

（写真）
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23 特定非営利活動法人ピアファーム

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

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

基本情報

取組の概要

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

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

体制図
特定非営利活動法人ピアファーム
（事務処理、会計、企画、運営）

【連携団体】
産直市場ピアファーム

日本なしの収穫作業

高品質のマスカット
なんと、一房１万円！

取組の成果

事務局
特定非営利活動法人
ピアファーム

福井県
あわら市

あわら・坂井のうふく連携協議会

梨ジュース

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

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

2008年
～

夢の果実農産物直売所営業開始、あわら市認定農業者の認定
2010年
～

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

2016年
～

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

（写真）

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

（写真）

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

2018年
～

ASIGAP認証取得、安全な農産物、環境に配慮した農業を進める

（写真）

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

令和2年、ASIAＧ
ＡＰ認証を取得。

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

きっかけ

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

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

今後の
展望

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

第２次観光農業公園の整備計画を策定

（写真）
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24 一般社団法人 岐阜県農畜産公社「ぎふアグリチャレンジ支援センター」

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

岐阜県
岐阜市

地域における障害者等の就労、担い手の確保や地域農業の維持のため、農業者と福祉施設の双方に対し、
総合的な支援を実施する岐阜県のワンストップ窓口を担う。
基本情報

取組の概要

 所在地：岐阜県岐阜市
 団体名：一般社団法人 岐阜県農畜産公社
「ぎふアグリチャレンジ支援センター」
 取組パターン：中間支援の取組
〇 岐阜県の農福連携ワンストップ窓口
〇 農業経営体と障害者施設との農作業受
委託をマッチング
〇 岐阜県、農林事務所、社会福祉協議会等
と連携し、農福連携の総合的な支援を実施
〇 農福連携推進マニュアルには、障害者
受け入れのポイントや農作業の切り出し、
障害者が作業する際の留意点などをわか
りやすく図解

① 農業者、障害福祉事業所などからの相談に対応
② 農福連携コーディネーターが、農業者や障害福祉事業所を個別訪問し、農作業に関
する請負契約の締結をマッチング
③ 農福連携の現場に農作業指導者を派遣し、円滑な実施を支援
④ 障害者の受入体験を行う農業者に対し、請負報酬又は賃金相当額を助成
⑤ 障害者を受け入れている農業者及び農業参入した障害福祉事業所に対し、作業環境
の整備に関する費用を助成
⑥ Webサイトに、わかりやすく図解
した「農福連携推進マニュアル」
を公表

作業請負（里芋収穫）

取組の成果（令和２年度の結果）

体制図

相談

談

者
支援

ぎふアグリチャレンジ支援センター
情報提供

支援

情報集約

〇 市町村
〇 農林事務所
〇 農業会議
〇（福）岐阜県社会福祉協議会

連携

〇岐阜県
（農業経営課・障害福祉課）

相談

相

作業請負（除草）

◆①相談業務
相談件数 ４７件、訪問件数 ３４件
◆②マッチング
農作業に関する請負契約の締結 1４件
◆③農作業指導者の派遣 障害者農業就労支援サポーター登録者 ３名、
岐阜県農業ジョブコーチ登録者 １０名
◆④農業者への助成
活用 ３件（受入体験）
◆農業大学校において、障害福祉サービス事業所の職業指導員等に
対する栽培技術の指導を実施。
所在地▶岐阜市藪田南５丁目１４番１２号（岐阜県シンクタンク庁舎内）
連絡先▶TEL:058－215－1503
FAX：058-276-1268
E-mail:agri-stock@gifu-notiku.com
ウェブサイト▶http://www.gifu-notiku.com/
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【取組のプロセス】

地元での農業参入、
農業法人の育成、農
福連携など、幅広い
分野での多岐にわた
る要望に一元的に対
応する窓口の必要性
2017年４月に、岐
阜県の外郭団体であ
る一般社団法人 岐阜
県農畜産公社内に、
「ぎふアグリチャレ
ンジ支援センター」
を設置
2018年4月に、同
センター内に、農福連
携のワンストップ窓口
として「農福連携推進
室」を設置
・農福に関する相談
・マッチング
・マニュアル公表
・サポーターの派遣
・障害者受入体験等
の助成などを実施
YouTubeに「のう
ふくチャンネルぎふ」
を開設
・ＰR動画「ノウフク
が農業と福祉の未来を
つくる」
・農作業動画「グリー
ンネギの調製」、
「にんにくの根切り」
などを公開

2014年～

きっかけ

2014年度頃から、岐阜県が農福連携を推進

「ぎふアグリチャレンジ支援センター」を設置

2017年～

○ 就農相談から研修、営農定着までの新規就農者のサポートに加え、移住就農や企業の農
業参入を支援する総合支援窓口
〇 就農にかかる農地情報の提供等就農へのアドバイス、資金面の相談や企業の農業参入、
農業法人の育成、農福連携など、幅広い分野での多岐にわたる要望に一元的に対応する。

作業請負（クリの青イガ拾い）

農福連携のワンストップ窓口として「農福連携推進室」を設置

2018年～

○ 農福連携パンフレット、農福連携推進マニュアル、農福連携事例集などを公表
〇 農作業受委託をマッチング

〇農福連携推進活動事業(助成事業)

〇 障害者農業就労支援サポーターの派遣
雇用（搾乳）

2020年～

よりきめ細かい推進体制の整備

○ 2020年8月に、農福連携に取り組む農業者等を現場で支援する「岐阜県農業ジョブ
コーチ」を養成する研修会を開催、派遣事業を創設。
〇 2020年4～11月にかけて、よりきめ細やかな推進体制づくりとして、農林事務所ごと
に行政、支援機関、教育機関を構成員とする農福連携地域連携会議を設置。

さらなる農福連携の推進と理解の醸成

今後の
展望

〇 農福連携に取り組むための環境整備や農産物のブランド力向上・販路拡大へのサポート
によるロールモデルづくりと県内外への情報発信。
○ 高齢化や担い手不足といった課題を抱える農業・農村において、多様な担い手の一員と
して誰もが活躍できる地域共生社会の実現。

作業請負（ハウスの片づけ）
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25 株式会社ＤＡＩ それいゆ
でぃえいあい

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

岐阜県
関市

平成28年からサトイモ生産者の組合に加入し、岐阜県特産品の「円空さといも」を生産。また、組合員から手間の
かかる調製作業を請け負うことで、組合員１戸当たりの栽培面積が15aから20aに増加。
基本情報

取組の概要

 所在地：岐阜県関市
 団体名：株式会社ＤＡＩ それいゆ
 取組パターン：グループ内連携型
（うち福祉側の取組)
 主力商品：円空さといも、黒にんにく、
美濃蜜芋（干し芋、焼き芋）

○
○
○

約１haの農地において、ニンニク、サツマイモ、タマネギなどを生産。ニンニクは
黒にんにくに熟成加工、サツマイモは干し芋や焼き芋に加工。
サトイモ生産者の組合員から岐阜県特産品の「円空さといも」の収穫作業、毛羽取
り、選別作業を請負。
関市内の農業者から借り受けた圃場30ａで、自社でも円空さといもの栽培を実施。

１
円空さといも
円空さといもの収穫作業

生産管理、農業部、
委託請負部

作業指導、
工賃調整等

めぐみの農業協同組合
中
濃
里
芋
生
産
組
合

作業請負契約
仲介
岐阜県中濃農林事務所
就労継続支援Ａ型/Ｂ型
事業所「それいゆ」

作業を委託した農家の方々と

取組の成果

体制図
【株式会社DAI】

調製作業（規格選別）

「生涯現役プロジェクト」に参画
関市
ふるさと納税返礼品に採用

〇 岐阜県特産品の「円空さといも」出荷のための調製作業を請け負う
ことで、組合員の経営に余裕が生まれた(組合員１戸当たりの栽培
面積が15ａから20ａに増加）。
〇 丁寧な作業が信頼を得て、農産物全体の売上高（加工品を含む）は、
337万円から715万円に増加（H27→R２）。
○ サトイモ関連作業に従事する障害者の平均賃金は約88,000円/月
（R２）と、岐阜県内A型事業所の平均を上回る。
所在地▶岐阜県関市平和通3丁目12番地
連絡先▶ＴEL：0575-23-1101 FAX：0575-23-1166
E-mail：dai-farm.non@biscuit.ocn.ne.jp
ウェブサイト▶https://www.dai-soleil.com
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【取組のプロセス】
2011年～
利用者の賃金確保
のため、野菜を作
るだけの農業から
移行する必要

年間を通して安定
した作業を確保す
る必要

ＪＡめぐみの、岐
阜県中濃農林事務
所等の支援

きっかけ

愛知県犬山市で株式会社ＤＡＩファームを設立。当初は、個人農家と連携し、
ビニールハウスでのイチゴの水耕栽培やシイタケの菌床栽培を行い、販売。

岐阜県関市に事業所を開設、社名を株式会社DAIに変更

2014年～

○ 平成26年4月、社名を株式会社DAIに変更。
○ 「地域の景観を守る」、「地域の特産品を創生する」、「地域の特産品を守る」という
目標を掲げる。

「地域の特産品を守る」
○ 岐阜県関市に事業所を開設するとともに、就労継続支援Ａ型事業所を開設。

2016年～

○ ＪＡめぐみの、岐阜県中濃農林事務所、中濃里芋生産組合と連携し、地域の特産品であ
る円空さといもの毛羽取り作業を請け負う。

地域の課題解決に
共に取り組む

○ 手間のかかる作業を依頼することで、生産者は栽培面積を拡大することが可能となり、
収穫量が減少していた円空さといもの栽培面積が増加。自社でも栽培を始める。

持続可能な地域づ
くりに参画

「地域の景観を守る」、「地域の特産品を創生する」

・2020年に古く
なった里芋の毛羽
取り機を新調
・１日あたりの作
業量をＵＰし、毎
年増える依頼にも
対応
・2021年現在、
９件の農家からの
依頼に対応

2017年～

施設外就労（ユズの収穫）

○ 就労継続支援Ｂ型事業所を開設。
○ 当初は荒廃農地を再生して野菜を栽培していたが、近隣農家が耕作しなくなった農地を
借りることで自社の耕作面積が増加（令和元年度末現在、約１ha）。
○ 自社で栽培したサツマイモやニンニクなどを自社で加工して販売。また、ニンニク加工
商品が関市のふるさと納税の返礼品に採用される。

「農福連携」からはじまる「地農連携」の形を創る

今後の
展望

関市「生涯現役プロジェ
クト」への参画
（サツマイモの収穫）

○ 地域の企業や農家、JA、農林事務所、行政と一体となって地域の課題に取り組むことで、
地域に仕事を作り、安心して永く住み続けることのできる地域を創る。
〇 地域の支えてとして活躍できる機会を拡大し、土と、人と、地域と、仕事と、分断され
た結びつきを「福祉」を通して再生し、地域の暮らしと経済づくりを支えていく。
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26 社会福祉法人 無門福祉会

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

福祉事業者が生産、出荷調製、加工、販売まで全てを行う。平成26年から無肥料・無農薬の自然栽培へ
切り替え、おいしく安全な野菜栽培、環境への配慮ができる魅力ある農業となったことで就労意欲の向
上につながり、６年間で耕作面積が約７haに増加。

愛知県
豊田市

取組の概要

基本情報
 所在地：愛知県豊田市
 団体名：社会福祉法人 無門福祉会
 取組パターン：福祉完結型

○ ７haの農地において、米、オクラ、ニンジン、ハクサイ等約30品目の作物を無農
薬・無肥料で自然栽培。また、養鶏農家で約300羽の飼育作業、菌床椎茸を年間
15,000菌床栽培。障害者は、農作業全般のほか、出荷調製、加工、販売まで実施。
○ 開所当初は、野菜が売れず、職員・利用者ともに作業意欲が低かったが、平成26年
に自然栽培に切り替えた。
○ 開所当初は、障害者には石拾いなどの単純作業を割り当てたが、飽きてしまうなどの
様子が見られたため、その後、比較的難度の高い収穫や選別作業などにも従事。

 選定表彰：第４回「ディスカバー農山漁村
(むら)の宝」優良事例選定（東海農政局）

 主力商品：自然栽培による農産物（米、
玉ねぎ、キュウリ等）の他、菌床椎茸

１

イチゴの虫取り作業

体制図
⇙就労/毎日

無門福祉会

・農業生産法人
みどりの里
（果樹、野菜）

自ら７haの農地で
自然栽培/菌床椎茸栽培

・高木養鶏
（飼育作業）

障がい者支援施設むもん

自然農福の力
（じゃがいも）

むもんカンパニー青い空
（就労継続支援B型・生活介護）

⇖就労/随時

取組の成果
⇒参加

農福連携自然栽培
パーティ全国協議会

（施設入所支援・生活介護）

むもんカンパニー
（就労継続支援B型）

サツマイモの収穫作業

・トヨタ自動車社員
ボランティア
・近隣の小学生
⇐支援/体験

○ 農業技術の高さが評価され、平成26年からは、市内の農業法人から
農作業の請負を開始。
○ 障害者が作業に習熟することにより、イチゴポットの土詰めは、１日
あたり100ポットから1,000ポットへと10倍の処理が可能になった。
○ 自然栽培へ切り替えにより、農業に手間をかけることで就労意欲
の向上につながり、６年間で耕作面積が約７haに増加。また、令和
元年度の売上高は、３事業所合計で約6,200万円。
所在地▶愛知県豊田市高町東山7-43
連絡先▶TEL:0565-45-7883
FAX：0565-45-7886
E-mail:info@mumon-fukushi.net
ウェブサイト▶https://www.mumon-fukushi.net/
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【取組のプロセス】
農福連携により
農業に取り組むが
うまくいかない
自然栽培に切り
替える

1988年～

2014年～

〇 1988年の開所以来、農作業に取り組む。
〇 開所当初は、野菜が売れず、職員・利用者ともに作業意欲が低かった。
〇 現在「むもんカンパニー」など３つの障害福祉サービス事業所を運営。

・自然栽培農家と
の連携を開始

・農業ボランティ
アを企業に呼び掛
け、トヨタ自動車
社員ボランティア
による農作業がは
じまる

農業での売上が伸び悩み、農業部門の廃止を検討する
中で、障害者との自然栽培を学び、取り組みはじめる。

開所以来、農作業に取り組む

・休耕地を借り受
け本格的に自然栽
培を開始

自然栽培による
農福連携を通じて
耕作放棄地の解消
を目指す団体「農
福連携自然栽培
パーティ全国協議
会」を設立

きっかけ

自然栽培に切り替え、魅力ある農業に変わりモチベーションアップ

2016年～

〇 2014年から、無肥料・無農薬の自然栽培に切り替え、おいしく安全な野菜栽培、環境へ
の配慮ができる魅力ある農業となり、就労意欲が向上。耕作面積と売上高の増加につな
がり、経営にも効果を上げる。
〇 農業は他の施設内作業にはない効果がある。作物の栽培には様々な作業があり、共同作
業を通じ、利用者と職員との関係性もよりフラットになる。

福祉事業者自らが休耕地７haを耕作

2017年～

〇 2014年から、農作業の場として、市内の荒廃農地の再生を開始し、約７haを福祉事業
者自らが耕作。障害者が、農地を維持する役割を担う。
〇 現在（2021）は、知的障害者を中心とした施設利用者99名が、野菜とコメの生産、加
工を通年で実施。

・地元小学校と一
緒にお米作りを始
める

障害者が「地域につながる」ことが「地域をつなげる」ことになる

今後の
展望

〇 地元の子どもたちに向けて、自然に触れながら食を楽しく学ぶ「こども体験農場」を
毎月１回実施。
〇 自然栽培による農福連携を通じて荒廃農地の解消を目指す団体「農福連携自然栽培パー
ティー全国協議会」を設立。障害者による自然栽培の農業を全国に広げていく。
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27 有限会社 Ｈ＆Ｌプランテーション

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

花き鉢物の生産を通年で行う農業法人。精神障害者１名をパート社員として雇用するほか、近隣の障害
福祉サービス事業所から、知的・精神障害者、生活保護受給者など数名を受け入れている。
基本情報






取組の概要

所在地：愛知県春日井市
団体名：(有)Ｈ＆Ｌプランテーション
取組パターン：直接雇用型
選定表彰：中日農業賞 中日賞
主力商品：植物苗
（ハーブ・花・野菜・多肉植物など）

○ 農地1haで、ハーブ、花、多肉食物、野菜等の苗を生産し、自ら販売も実施。
○ 障害者を農場の貴重な人材として直接雇用。
○ 農福連携の技術指導者「アグリジョブコーチ」(愛知県認定)がほ場で指導を行うこと
で、円滑な作業を実現。
○ 法人の代表取締役は、日本園芸福祉普及協会の認定資格である園芸福祉士を取得する
など、障害者の受入れに熱心に取り組む。

１

体制図

・植物苗生産
・農園作業
情報共有

障害者の所属していた
就労移行支援事業所

園芸福祉士
障害者

花苗の移動作業

花苗の施肥作業

取組の成果

(有)Ｈ＆Ｌプランテーション
アグリジョブコーチ

愛知県
春日井市

スタッフ

・園芸福祉活動
・地域活動
連携

NPO法人花と緑と健康
のまちづくりフォーラム

○ 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。
○ 障害者の所属していた就労移行支援事業所と連絡を密にし、障害者への
接し方の留意点を把握。その結果、ケガや病気の防止につながり、良い
労働環境を実現。
○ 地域のNPO法人と連携し、動物園や植物園の花壇の植栽作業や花材提供
等を年３回行い、障害者の作業による成果を地域に広めている。
所在地▶愛知県春日井市明知町794番地
連絡先▶TEL:0568-88-0858
FAX：0568-88-2696
E-mail:kasugai@h-and-l.co.jp
ウェブサイト▶http://www.h-and-l.co.jp/index.html
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【取組のプロセス】

2000年から、障
害者の受入れを開
始
NPO法人花と緑と
健康のまちづくり
フォーラムと連携
し、障害者の自立
支援に取り組む

2012年から、農
福連携の技術指導
者「アグリジョブ
コーチ」を導入

青パパイヤに関す
る専門サイトを
オープンするなど、
関連企業との連携
による横展開を図
る

2000年～

きっかけ

NPO法人花と緑と健康のまちづくりフォーラムの活動
を通じ、農福連携、園芸福祉活動を始める。

園芸福祉士を中心に障害者の自立支援に取り組む

2007年～

○ 代表者が日本園芸福祉普及協会の認定資格である園芸福祉士を取得し、園芸福祉活動の
地域への普及や啓発、障害者の受入れに熱心に取り組んでいる。
○ NPO法人花と緑と健康のまちづくりフォーラムと連携し、障害者の自立支援に取り組む。

2014年～

アグリジョブコーチがほ場で指導
○ 農福連携の技術指導者「アグリジョブコーチ」がほ場で指導を行うことで、円滑な作業
を実現。
○ 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。

2020年～

障害者の受入れを拡大
○ 精神障害者１名をパート社員として雇用。
〇 近隣の障害福祉サービス事業所から、知的・精神障害者、生活保護受給者など数名を受け
入れ。

2021年、愛知県
が実施する「愛知
県版農業ジョブ
コーチ養成研修」
の講師を担当

〇 花き鉢物の生産に携わる作業を委託することで、年間を通した受け入れを体制を実現。

営利活動と社会貢献活動の両立

今後の
展望

○ 社会貢献活動と営利活動の両立により、農場スタッフの“やりがい”と“達成感”を得る
ことにも繋がっている。
〇 今後も営利活動と社会貢献活動の両立をすすめる。
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28

一般社団法人 三重県障がい者就農促進協議会

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

三重県
津市

平成27年農業ジョブトレーナの養成を中心に活動すると共に、障害者による農業体験の実施、特別支援学校との連携、障害者が生産し
た農産物を用いた商品開発など、幅広い取り組みを展開し、福祉事業所や農業経営体をサポートすることで、農福連携を推進する。

基本情報

取組の概要

 所在地：三重県津市
 団体名：一般社団法人
三重県障がい者就農促進協議会
 取組パターン 中間支援の取組
・農業分野での障がい者就農への支援活動事業
・農福連携の推進のための情報発信事業
・農福連携ネットワークづくりの推進
 選定表彰
・第8回「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」
農林水産省 グランプリ
 主力商品・イベント
・農業ジョブトレーナ養成講座
・ワンストップ窓口の地域拠点づくり
・近隣マーケット連携のマルシェ開催

○ 農業ジョブトレーナーの養成講座を開催し、令和３年度で延べ４７４人を養成。福祉事業所
や農業経営体及び関係機関等の担当者として活躍している。
○ 特別支援学校との連携は、知的教育部門の特別支援学校９校すべてが、作業学習等における
農業実習実践校として、農業に取り組み、農業経営体を進路先として選択する生徒も育って
きている。
○ JA三重中央会と連携し、施設外就労のマッチングに取り組み、新たに農業に参入する福祉事
業所を支援
○ ワンストップ窓口の地域拠点づくりは農福連携に関する相談窓口を県内全域に広げるため東
紀州地域にも設定し、いつでも、どこでも相談できる体制を整備
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施設外就労による
JA津安芸のキャベツの収穫

●移行支援事業所 ●Ａ型・Ｂ型事業所
●特別支援学校 ●自宅

●雇用型就農体験研修
●施設外就労

項

農業経営体
●担い手不足の産地 ●新規就農者
●農業法人 ●農業参入希望福祉事業所

農業ジョブトレーナー
派 遣

一般社団法人 三重県障がい者就農促進協議会

●農福連携コーディネーターによる
参 入 支 援
●農福連携事業所による作業請負の
マ ッ チ ン グ

農業ジョブトレーナーの研修

令和２年１２月全国で１４番目三重県初

「ノウフクＪＡＳ認定事業者」の認証

連 携

※ 社会福祉法人 朋友が取得 ※

三重県 農林水産部
・雇用経済部 ・健康福祉部
・教育委員会 ・農業研究所
・農業大学校
・農業改革普及センター

市 ・ 町
・障がい者就業・生活支援センター
・ハローワーク
・若者就業サポートステーション・みえ
・社会福祉協議会

農福連携ネットワーク
・農福連携実施事業所
・農業ジョブトレーナー
・農福連携コーディネーター
・ＪＡ
・市、町協議会

目

動

実

績

単位

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R２年度

農業ジョブトレーナー
養成人数

人

41

59

34

72

154

福祉事業所の
農業参入実績

カ所

農業経営体における
雇用実績

カ所

障がい者が生産行程に携わった食品
農林規格（ＪＡＳ）として制定

ファーマーズマーケットでの
マルシェ開催
活

取組の成果

体制図
障害者

特別支援学校くろしお学園
地域伝統野菜高菜の収穫

障がい者就農人数

農業ジョブトレーナー養成講座修了者数
40

45

46

46

47

農業参入している福祉事業所の延べ数
14

17

18

20

22

障がい者を雇用している農業経営体の延べ数
人

540

586

613

621

636

福祉事業所及び農業経営体で農業に携わる障がい者の人数

所在地▶三重県津市桜橋2丁目142 三重県教育会館 1Ｆ
連絡先▶TEL:059-253-4187 FAX：059-253-3359
E-mail: mieshuno@dune.ocn.ne.jp ウェブサイト▶https://mieshuno.net
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【取組のプロセス】
2015年～

きっかけ

・平成27年10月1日設立

農福連携を推進する中で、農業経営体から「どう接していいかわからない」また、障がい
者からは「農業の経験がないから不安」などの声があり、双方がなかなか踏み出せないで
いる現状を痛感。双方の不安を払しょくするには、両者をマッチングし、就農に向け
サポートする人材が必要と考え、農業ジョブトレーナー養成講座をスタートさせた。

農業ジョブトレーナーの養成と障害者の就農支援

・雇用型就労体験研修実施
・キックオフイベント開催
・障害者就農支援
スキルアップ研修開催

2016年～
・農業ジョブトレーナー
養成講座開催
・農福連携マルシェの開催
・農福連携全国サミットin
みえ開催

〇 農業経営者と就農を希望する障害者（家族も含む）の双方にかかわり障害者がより働きやす
くなるよう支援・指導する「農業ジョブトレーナー」の養成講座を開催。
〇 令和２年度末で延べ３９６人を養成。初めて農業に携わる障害者や施設外就労に初めて取り組
む福祉事業所や農業経営体のサポーターとして、また、農福連携に取り組む福祉事業所や農業経
営体及び関係機関等の担当者として活躍している。

特別支援学校との連携

2017年～
・特別支援学校との連携開始
・施設外就労への支援

～農業が進路選択の一つに～

〇 高等部の職場体験実習に農業ジョブトレーナーを派遣し、生徒と農業経営者の双方をサポート
就職後も定着に向け、定期的に支援している。
〇 県教育委員会及び特別支援学校の協力のもと農業教育プログラムを作成。令和２年度は、知的教
育部門の特別支援学校９校すべてが、作業学習等における農業実習実践校として、農業に取り組
み、農業経営体を進路先として選択する生徒も育ってきている。

農福連携マルシェの開催・商品開発・販路拡大の取り組み
〇 コロナ禍で地域の催しが中止となり、ほとんどの福祉事業所で収入が減少しているが、近隣の
マーケット等との連携で、小規模のマルシェを開催。また、生産物の加工品の開発や、売れる作
物の栽培支援も行っている。

・新商品開発の支援
・新作物の作付指導支援

2020年～
・農福連携
ワンストップ窓口
設置

石ころやコンクリートの破片を取り除き
自分たちの実習園を作りました。

ワンストップ窓口の地域拠点づくり

〇 JA三重中央会と連携し、施設外就労のマッチングに取り組み、新たに農業に参入する福祉事業所
を支援

・JA三重中央会と
の連携

〇 農福連携に関する相談窓口を東紀州地域にも設定し、いつでも、どこでも相談できる体制を整備

農業サイドと福祉サイドのニーズを適切に把握しサポート

今後の
展望

〇 新型コロナ感染防止の観点から、オンラインでの農業ジョブトレーナー養成講座を開催してい
る。高校生や新規就農者、農福連携への参入を検討している福祉事業所の職員など予想以上の
参加があり、農福連携のすそ野が広がっているのを感じており、オンライン研修の充実を図っ
ていく。
〇 また、農業サイドと福祉サイドのニーズを適切に把握しサポートするには、それぞれの地域ご
とのワンストップ窓口が必要であることから、市町と連携し、地域拠点を創っていく。
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29

社会福祉法人 まつさか福祉会 八重田ファーム

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

ハウスでのイチゴ栽培を中心とした農作業を通年で実施。県内の障害福祉サービス事業所で初めて、
イチゴ生産でASIA GAP認証を取得。高品質なイチゴを生産することで、県農業の担い手として期待。
基本情報





所在地：三重県松阪市
団体名：社会福祉法人 まつさか福祉会
取組パターン：福祉完結型
主力商品：ASIA GAP認証イチゴ

三重県
松阪市

取組の概要
○ ハウス35aでイチゴを生産。また、約２haの露地でナバナ、金ゴマ、ニンニク、カ
ボチャ等を生産。イチゴジャム等への加工にも取り組む。
○ 離農した農業者から借り受けたイチゴハウスに、平成25年度「『農』のある暮らし
づくり交付金」(農林水産省)の補助を受け、高設栽培システムを組み込み、持続力が
ない障害者が作業しやすくしている。
○ 害虫の被害を受けやすいイチゴでは、農薬散布が重要であるため、虫の写真などを
ハウス内に貼ることで、利用者に害虫について知ってもらうとともに、品質管理へ
の意識向上を図っている。

１

ナバナの収穫作業

体制図

多機能型事業所
八重田ファーム
就労継続Ｂ型事業所
菓子工房Ｍ
生活介護事業所
ベルフレンド

加 工 品

加工品販売委託

農 産 物

ニンニクばらし作業委託

ま つさ か 福 祉 会

生活介護事業所

販売

販売

イチゴの収穫作業

取組の成果
・ 株式会社ぎゅーとら
・ 辻製油株式会社
・ 九鬼産業株式会社
・ 伊勢良食
・ ＪＡみえなか等
・ 近隣ファーマーズ
マーケット 13店舗
・ 道の駅 いいたかの店
・ ヴィソン

○ 平成30年度には、県内の障害福祉サービス事業所で初めて、イチゴ
生産でASIA GAP認証を取得。
○ イチゴの品質が認められ、平成30年には国際線機内食にも提供。
○ イチゴ導入当時より利用者ができる作業が増え、収穫作業にも従事。
○ イチゴ生産面積増加。県内大手スーパーと直接取引を開始。
○ 就労継続支援B型事業所の利用者の平均月額工賃は31,650円（令和2
年度）と、三重県の平均14,915円を大幅に上回る。
所在地▶三重県松阪市八重田町31-6
連絡先▶TEL:0598-63-1551
FAX：0598-63-1555
E-mail:mu-yaeda@mctv.ne.jp
ウェブサイト▶https://mukaiyaebell.or.jp/office/yaeda.html
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【取組のプロセス】
耕作放置の増加で
農地の借用が可能
になった。

2004年～
2006年～

隣町のイチゴ農家
が減ってきており、
空きハウスを借用

『農』のある暮ら
しづくり交付金
（農林水産省）を
受ける

高齢化の波があり、
近隣ハウスを借用
し規模拡大

ヤマト財団「ス
テップアップ」助
成金を受ける

きっかけ

向野園

自然の中で体を動かして過ごしていきたい。かけ

八重田分場誕生（定員12名）

○ 約2年畑に通いつめ地域の理解も深まった。
○ 事業所を建設できる土地を地域の人から声をかけてもらい売ってもらえた。

2008年～
イチゴ栽培を本格化

2013年～
2014年～

○ 離農したイチゴ農家から、ハウスを借り受けて栽培を開始。
○ 八重田町・隣町との交流（夕涼み会・収穫祭に参加）も始まる。

イチゴハウスの倍増（2014年定員20名）
○ 地域農家にイチゴの品質とイチゴ栽培の技術が認められる。

2020年～

○ 2013～2020年にかけ3軒の農家のハウスを借入することができた。
○ 収入はイチゴ栽培を始める前と比べ3倍以上となった。

将来的には6次産
業化を目指してい
る。

2次産業の強化

今後の
展望

○ 農作業だけでは特定の障害者になるため、加工作業を導入することで、屋
外作業が苦手な障害者も参加できる。現在のジャム・漬物・乾燥野菜の商
品を増やし、新しい商品にも挑戦していきたい。
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30

特定非営利活動法人 縁活（えんかつ）
（就労継続支援B型事業所「おもや」）

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

滋賀県
栗東市

NPO法人として認定農業者になり、障害者の力で特産品であるイチジクとこんにゃくの認知を拡大し、市の特産品の
栽培と製造の担い手として、地域農業をつくる一翼を担う。
基本情報

取組の概要

 所在地：滋賀県栗東市
 団体名：特定非営利活動法人 縁活
（運営主体）、就労継続支援B
型事業所「おもや」（事業所）
 取組パターン：福祉完結型
 選定表彰：
滋賀県働く障害者を応援する農福連携
モデル事業所（2018～2021）
 主力商品：イチジク、トマト、こんにゃ
く、水稲 etc.

○ 現在、知的障害者を中心とする施設利用者が、平成30年にイチジクやこんにゃく芋等の生産を通年で行う
とともに農山漁村振興交付金で整備した加工施設等により、こんにゃくを製造している。
○ また、開設したレストラン（オモヤキッチン）では、自然栽培で生産した野菜を提供するとともに、収益を増
やすため、加工により作物のロスを減らす。
○ なお、福祉事業を営むNPO法人として認定農業者になるなど、市の特産品の栽培と製造の担い手として、
期待が高まっている。令和２年度より栗東市の農業委員にも任命を受け、地域農業をつくる一翼を担う。

１

農産物加工施設
こんにゃくの栽培

体制図
特定非営利活動法人 縁活
グループホーム たちきの実
就労継続支援B型 おもや
オモヤ☆キッチン

オモヤキッチン

取組の成果

再生された荒廃農地

こんにゃくの栽培（kg）
300

○ H28栽培開始のこんにゃく芋は100㎏(H29)、
300㎏(R02）へ増加。
○ H26開始の荒廃農地の再生は、30a(H26)、
50a(H28)、100a(R01)と順調に増加。
所在地▶滋賀県栗東市霊仙寺１丁目3-24
連絡先▶TEL：077-598-5368 FAX：077-598-5367
E-mail：omoya@aria.ocn.ne.jp
ウェブサイト▶http://enkatsu.or.jp

100

H29

R2
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【取組のプロセス】
人口増と過疎化が
進む二極化の中山
間地域で、障害者
との共生を考える
なか、農福連携で
の解決に向けた
チャレンジ

2011年～

きっかけ

事業所開設

地域特産の農作物の栽培、地元に根差した活動を開始

地域特産を活かした加工品製造に着手し、収益向上
〇 NPO法人縁活によって設立された就労継続支援B型事業所おもやで、栗東市が産地
で、単価の高い果実であるいちじくの生産を開始し、徐々に経営規模を拡大。

2015～

自家レストラン「オモヤキッチン」をオープン

（ いちじく）

○ 野菜は12種類もの多品種を少量生産することで、直売所での販売品目を増やせる
ほか、作物のロスを減らして収益を増やすことを考えたレストランを開設。

平成30年、子どもと
のこんにゃく芋植え
付け体験や収穫・加
工体験

福祉事業を営むＮＰＯ法人として認定農業者へ

2017年～

（オモヤキッチン）

○ 荒廃農地を再生した約2haの田畑で、イチジク（ハウス４棟）のほか、自然栽培に
よる水稲とトマト等の野菜（ハウス４棟）、コンニャク芋を栽培しており、市の特
産品の栽培と製造の担い手として、期待が高まっている。また、2020年度より栗東

平成30年「農山漁
村振興交付金」を活
用して、特産品であ
る「栗東産コンニャ
ク」の製造等のため
の施施と休憩所を整
備。

市の農業委員の任命を受け、地域農業をつくる一翼を担う。

2019年～

（写真）
（ 自家生産の野菜）

○ 農福＋商工連携で100%栗東産こんにゃくを自社の加工施設で引き続き製造、販売
を行っていく。また、栗東市内の中山間地域の活動を広げるため「栗東農のある暮
らし協議会」を立ち上げ、地元住民参加型の取り組みを目指す。

今後の
展望

○ 店頭販売をさらに広げつつ学校給食などを通じて地域住民に栗東産こんにゃくを提
供して地元の特産品としての認知を広げ、子どもたちには食育や体験の交流を通じ
て食や農業の関心を高め、そして、栗東に暮らすすべての人に農業や食の取組を展
開し地域課題の解決を図ることで栗東への愛着を育んでいきます。

（ 利用者による水稲収穫風景）
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31 さんさん山城

視察受入れ： 可

（社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会）

報道機関受入れ： 可

京都府
京田辺市

聴覚障害者やひきこもり状態にあった者等が宇治茶の手摘みやエビイモの手掘りなど高品質な京都の伝統野菜
の生産と加工作業を通年で従事しており、農福連携の普及啓発に取り組む。
基本情報

取組の概要

 所在地：京都府京田辺市
 団体名：さんさん山城（社会福祉法人京都
聴覚言語障害者福祉協会）
 取組パターン：福祉完結型
 選定表彰：
・R2 グッドライフアワード 環境大臣賞
（NPO・任意団体部門）（主催：環境省）
・R1 ディスカバー農山漁村の宝選定
・H31 スウィーツコンテスト 最優秀賞
「京の彩り」濃茶大福（主催：京都府） etc.
 主力商品：宇治抹茶、
京都えびいも、田辺ナス、
万願寺とうがらし etc.
濃茶大福

体制図

○ 宇治茶の手摘みやエビイモの手堀りなど、高品質な京都の伝統野菜等を生産。また、これらを活用し付加
価値性の高い加工品の開発、販売も行う。
〇 併設のコミュニティカフェでは、メニュー作りから接客、調理まで障害者が中心となり行う。
○ 令和元年にノウフクＪＡＳ(第１号)認証の取得。令和２年、新たに仲卸業者との取引が始まり、祇園の
料亭や高級ホテルに食材を卸すなど、販路が拡大。ＪＧＡＰ認証も取得し持続可能な農業を推進。
○ 取引先の企業や料理人と連携し、児童養護施設の入所児童を対象に「さんさん食育プロジェクト」を展開
１

田辺ナスの収穫作業

宇治茶の手摘み作業

さんさん山城コミュニティカフェ

取組の成果
○ 野菜、加工品、コミュニティカフェなどの売上げは
570万円(Ｈ26)から1,500万円(R2)へ増加。

売上げ（万円）
1,500
570

○ さんさん山城を利用する障害者の年間延べ人数も
3,486人(Ｈ26)から5,848人(R2)へ増加。

H26

R2

所在地▶京都府京田辺市興戸小モ詰18-1
68
連絡先▶TEL：0774-39-7113 FAX：0774-65-4102
E-mail：shinmen@kyoto-chogen.or.jp
ウェブサイト▶http://www.kyoto-chogen.or.jp/communityplaza/sunsunyamashiro/

【取組のプロセス】
都市開発と高齢化
で農業の衰退が著
しく、障害者が地
域の一員として活
躍・貢献できる仕
事として農業に
チャレンジ

2011年～

きっかけ

事業所開設

地域特産の農作物の栽培、地元に根差した活動を開始

地域特産を活かした加工品製造に着手し、収益向上

2014～
平成28年 地産地
消に取り組み「京
都やましろ食材提
供店」認定

〇 規格外のえびいもを活用した「えびいもコロッケ」や手摘みの高級宇治抹茶を使った
「濃茶大福」 「濃茶クッキー」など、付加価値性の高い加工品を開発し、販路を拡大。
地域の人気商品に。
（ えびいもコロッケ）

市民が集うコミュニティカフェをオープン

2017年～

○ さんさん山城産の新鮮野菜をふんだんに使った日替わりランチをワンコインで提供。
毎日多くの市民で賑わう。開店から3年でランチ提供数3万食を突破。ランチ以外の時
間帯もカフェを開放し、障害のある人もない人も子供から高齢者まで多種多世代の人

平成30年 全国初、
障害者のキャリア認
証制度「チャレンジ
アグリ」を開講

平成31年「農福連携
等推進会議」に有識
者として参画

達が集う、今や地域になくてはならない場所へ。

（子連れでも安心のカフェ）

農福連携を世界に発信

2019年～

○ HPを英語、中国語（簡体、繁体）、韓国語の4言語対応に。農福連携を世界に発信。
○ 令和元年6月に韓国済州島で開催された「SDGｓ済州国際会議」で取組実践を報告。

（写真）

国連高官ら世界各国の関係者から高い評価。
○ これまで築き上げた地域との関係や作業ノウハウを活かして、人手のかかる農作業な

（ 日替わりワンコインランチ）

らびに農地管理など、地域が抱える農業課題を地元の福祉事業所間で共有・連携を行
い解決に繋げていくシステムを構築

今後の
展望

〇 障害者だけでなく引きこもりや触法者などの受け入れも行い、「誰もが社会の一員と
して活躍できる農福連携」を実践。
〇 各方面の研究機関と連携をはかり「農福連携」が学問分野の一つとなって、障害者も
高等教育機関で学ぶことができ、ひいては障害者が地域で活躍できる社会を創造。

（ SDGｓ済州国際会議）
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社会福祉法人 よさのうみ福祉会
（就労継続支援B型事業所「リフレかやの里」）

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

京都府
与謝野町

規格外品に着目した農産加工による地域活性化として、外部の農業者から規格外品を買い付けたうえで、農産加工
品を製造し、その加工品を農家に売り戻す活動を実施。
基本情報

取組の概要

 所在地：京都府与謝野町
 団体名：社会福祉法人よさのうみ福祉会
（運営主体）、就労継続支援B型事業所
「リフレかやの里」（事業所）
 取組パターン：連携型(うち福祉側の取組)
 選定表彰：特になし
 主力商品：九条ネギ、ジャガイモ、カボ
チャなどの野菜etc.

○ 社会福祉法人よさのうみ福祉会が運営する多機能型事業所で、現在、就労継続支援B型事業所では、
施設利用者16名が、野菜生産と農産加工に通年で取り組む。
○ 近隣の農業者をはじめ、府外の農業者等広く、主に規格外の生産物を預かり農産加工品を製造、その加
工品を農業者に売り戻す活動を実施。このことが、農産物の付加価値を高め、障害者の工賃向上
に貢献。また、食材廃棄の減少にもつながっている。
○ 農地3.6haにおいて、九条ネギ、ジャガイモ、カボチャなどの野菜をハウス７棟と露地で栽培。

１

農産物加工場
未利用規格外の農産物

取組の成果

体制図

○ B型事業所利用者の平均月額工賃は最高約

社会福祉法人よさのうみ福祉会
障害者支援施設
就労移行支援事業所
就労継続支援Ａ型事業
就労継続支援Ｂ型事業所
生活介護事業所
生活訓練事業所

農産物加工場の様子

55,000円(R2)（京都府平均は約17,195円(R1)）

農産物加工品
京都府平均との月額工賃
の違い（千円）
55
17

○ 農産物加工品の売上高は、年間約2,400万円を計上。
本法人

リフレかやの里

所在地▶京都府与謝郡与謝野町字金屋1730番地
連絡先▶TEL： 0772-43-1730 FAX： 0772-43-1733
E-mail：refre@yosanoumi-fukushikai.or.jp
ウェブサイト▶ http://refre.yosanoumi-fukushikai.or.jp/

京都府平均
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【取組のプロセス】
障害のある人の将
来の生活の場の整
備・充実を図るた
め、社会福祉法人
設立。

1980年～

きっかけ

事業所開設

地域特産の農作物の栽培、地元に根差した活動を開始

休耕田を使った農作物栽培などの事業
〇 事業のなかで得たヒントをもとにそのノウハウを生かし、規格外の農作物を使った
加工品製造の事業をはじめた。

2011年～
農産物加工場で、ジュースやジャムなどの加工品を製造している

規格外品を活用し、
食材廃棄の減少を実
現。

○ 自社で生産した野菜の規格外品に加え、外部の農業者から規格外品を買い付け、
漬物、ジュース、ジャム、ソース、缶詰などを製造して売り渡し、当該農業者
が独自のブランドで販売。また、野菜は学校給食の原料としても安定的に販売。

障害者就労継続支援
事業の事業指定を受
けており、地元の障
害者の雇用創出に貢
献している。

（農産物加工場）

厚生労働大臣賞を受賞を契機に飛躍
○ 農産加工品は、厚生労働大臣賞の受賞を後押しに地域でも一般に販売されるよう
になり、福祉施設の利用者の賃金のアップにもつながる。

この取り組みは、生
産者、加工品製造に
携わる福祉施設の利
用者、消費者による
連携により、地産地
消の農福連携による
地域活性化のモデル
となっており、メ
ディアでも取り上げ
られている。

今後の
展望

（写真）
（ 農産物加工の様子）

○ 事業所だけではまだ余力があるため、近隣農業者において、施設外就労として農作
業も実施。ネギの定植や草刈り、野菜の出荷作業などを通じ障害者が農業者と触
れ合うことで、地域農業の活性化にも貢献。

（ 農産物加工品）
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視察受入れ： 可

ハートランド株式会社

報道機関受入れ： 可

大阪府
泉南市

難しい判断は機械を上手に活用して効率化を図りつつ、高度な機械の導入による養液栽培で、農産物の安定
的な生産を実現。
基本情報

取組の概要

 所在地：大阪府泉南市
 団体名：ハートランド株式会社
 取組パターン：直接雇用型
2014年ディスカバー農山漁村の宝」
 主力商品：サラダホウレンソウ・サラダ
小松菜・パクチー等を水耕栽培。

○ 文具やオフィス家具等を製造販売するコクヨグループの特例子会社であり、農地所有適格法人。
○ 現在は、知的障害者5名・精神障害者2名を含む従業員1７名が、養液栽培によりサラダホウレンソウ等
を通年で栽培。
〇 24時間コンピュータ管理を導入して、ハウスの温湿度管理を行うとともに、覆土灌水機や自動包装機を
導入して効率化を図ると共に、難しい判断が必要な育苗についてはコンピューター管理の苗テラスを活用
して安定的な生産を実現。

１

作業しやすく工夫された収穫の様子
水耕栽培の様子

体制図
コクヨ（株）

８つの子会社

2つの特例子会社が、コクヨ㈱と8つの子会社をグループ適用によりカバー。

コクヨＫハート（株）
（身体・精神障害者）

ハートランド（株）
（知的・精神障害者）

コンピューター管理の苗テラス

取組の成果
○ 授産施設との連携で、障害者の仕事力を示す施
設外就労受け入れ延べ人数は3,500人(H20)
が6,000人(R2)に増加している。
○ 視察人数も同様に増加している。

サラダホウレンソウ

企業内授産延べ人数（人）
3,500
H20

所在地▶大阪府泉南市幡代2018番地
連絡先▶TEL： 072-480-0567 FAX： 072-480-0321
ウェブサイト▶ https://www.kokuyo.co.jp/heartland/
https://www.facebook.com/kokuyoheartland
https://www.instagram.com/kokuyoheartland

6,000

R2
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【取組のプロセス】
就労率が低い知的
障害者等の雇用促
進のための職域と
して農業に着目し、
農業分野にないビ
ジネスモデルを確
立したい

2006年～

きっかけ

特例子会社として農地取得、農業用ハウス設置、水耕栽培施設を導入し創業

開墾農地を使った農作物栽培などの事業
〇 操業に向けて、農業用ハウスや水耕栽培施設の整備等を行う。泉南市幡代で農地購
入4,100㎡。農業生産法人になる。
〇 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者。

高品質農産物提供の
ため、毎日タンクの
ｐH測定、徹底した
洗浄等を実施。

働きやすくするため、
①挨拶の励行、②全
体終礼で一日の業務
の振返りのほか、
月間MVPでモチベー
ション向上

（収穫・選別の様子）

2009年～
大阪府ハートフル大賞受賞

○ 安定的かつ持続可能なビジネスモデルとなるため、経営努力の継続、農産物の販売

（大阪府H.P.より）

先を確保や障害者が主人公の会社となるべく、作業の分業化、工夫、終礼の実施等、
障害者の主体性を尊重のほか、福祉施設の企業内授産の拡大等が認められ、受賞。

2014年～

企業内授産が拡大（100名／週の障害者が作業参加）。
○ 水耕栽培による障害者雇用を行う企業、社会福祉法人の視察受け入れ、アドバイス
や販路紹介等を行い、ハートランド株式会社の取り組みが広がるように努力。

（ 農産物の包装作業）

○ 障害者を雇用し、農業に取り組んでいる企業のネットワーク化に努める。
・受け身でなく、社
員１人１人の自立で
きるように。
障害者がリーダーと
なり、指導できる環
境へ。

○ 営業黒字を目指し、経営改善を行い、利益構造の確立に努力する。
○ 経営の安定と、「障害者が主人公」の会社経営を継続。障害者雇用における農業の

今後の
展望

可能性について、FacebookやInstagramを活用し、情報発信を続ける。

（ 定植作業の様子）

〇 コクヨグループと連携し、社会的課題であるダイバーシティ＆インクルージョンの
世界を広める。
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視察受入れ： 可

株式会社 いずみエコロジーファーム

報道機関受入れ： 可

大阪府
和泉市

生協を軸とした取組を展開し、生協が求める品質を満たす農産物は生協が買い取ることによる販路確保のほか、生
協店舗で出た食品残渣を堆肥化して使用するなど、生協を軸に生産・販売・消費の循環を生み出している。
基本情報

取組の概要

 所在地：大阪府和泉市
 団体名：株式会社いずみエコロジー
ファーム
 取組パターン：グループ内連携型
(農業側から参入)

 選定表彰：令和2年度「食品産業もったい
ない大賞」農林水産省
 主力商品：きゅうり、小松菜等を栽培。

○ 平成22年、大阪いずみ市民生活協同組合が設立した農地所有適格法人。平成24年に、就労継続支
援A型事業所「ハートランド事業部」を設立して、障害者を雇用。現在、知的障害者を中心とする利用者
が、露地・ハウスの野菜栽培に通年で取り組む。
○ 生協を軸として取組を展開し設立４年目で黒字化。生産物の約90％を生協に出荷している。生協で出
た食品残渣を堆肥化し、圃場の土作りに使用することで「食品リサイクル・ループ」にも取組んでいる。

１

食品残渣由来の堆肥
（ハートコープエコ）
農場の全景

体制図

ハートコープエコ使用の農産物

取組の成果
○ 設立時(H24)の9人からスタートした障害者雇用
者は、18人(R02)と増加している。

大阪いずみ市民生活協同組合

○ 視察人数も同様に増加している。

農作業の様子

企業内授産延べ人数（人）
18
9

○ ノウフクJASを取得し(R01)、小松菜の年間出荷
（株）ハートコープいずみ
（特例子会社）

（株）いずみエコロジーファーム
（ハートコープで生産の堆肥利用）

リサイクルたい肥（ハートコープエコ）を活用した農産物の生産・加工・販売を行う。

量が、35.2万袋から45.6万袋(R02)に増加。

H24

所在地▶大阪府和泉市善正町1030番地
連絡先▶TEL： 0725-99-8057 FAX： 0725-54-3280
E-mail：h-kanzaki@izumi.coop
ウェブサイト▶ https://www.izumi.coop/coopsaien/#company

R2
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【取組のプロセス】
1974年に「大阪
いずみ市民生活協
同組合」は、主婦
を中心とした消費
者の活動により誕
生。

2010年～

きっかけ

生協の食品残渣を堆肥化

その堆肥で野菜を育てる食品リサイクル・ループ

株式会社いずみエコロジーファームの設立
〇 大阪いずみ市民生活協同組合が農地所有適格法人として設立し、廃棄ゴミゼロ、食
品残渣の再資源化をめざし、リサイクル事業や食品残渣の再生利用事業を担う。

障害者運転のトラク
ターによる耕耘から
収穫、袋詰め作業ま
でのすべての作業を
実施。（機械運転は
試験合格者のみ）

（農作業の様子）

2012年～

就労継続支援Ａ型事業所「ハートランド事業部」の設立

○ 障害者の自立支援と雇用促進を目的に設立され、ハートコープいずみが生産するリ
サイクルたい肥（ハートコープエコ）を活用した農産物の生産・加工・販売を行う。
○ 農地所有適格法人として農作物を栽培し、いずみ市民生協や地元の直売所へ出荷。

2019年～

（農作業の様子）

ノウフクJAS認証取得

○ 小松菜、キュウリ、ほうれん草、春菊についてノウフクJAS認証を取得。ノウフク
JAS認証取得後、出荷量が毎年大幅に増加傾向。
○ 残留農薬チェックの上、殆どの生産物を大阪いずみ市民生活協同組合に出荷 。
・受け身でなく、社
員１人１人が自立
できるように。
・障害者がリーダー
となり、指導でき
る環境へ。

（ ノウフクJASのロゴマーク）

○ いずみ市民生協グループ全体で、リサイクル資源の再資源化や食品残渣の堆肥化の

今後の
展望

促進により、組合員の環境活動への意識向上にもつながり、更なる発展が必要。
○

設立４年目に黒字化を達成したものの、引き続き黒字経営を維持するとともに、大
阪いずみ市民生活協同組合と連動して、さらなる事業分野の開拓を進めていきたい。

（ ノウフクJAS農産物）
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特定非営利活動法人街かど福祉
街かどあぐりにしなり よろしい茸工房

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

大阪西成区のイメージを変えよう“にしなりが変われば大阪が変わる” 生活弱者と言われる人たちで新しい産業を
創り、“にしなりムーブメント”を起こし、地域の活性化と共に美味しい食材を大阪の食卓へ。
基本情報

大阪府
大阪市

取組の概要

 所在地：大阪府大阪市
 団体名：特定非営利活動法人街かど福祉
街かどあぐりにしなり よろしい茸工房
 取組パターン：連携型(うち福祉側の取組)
 選定表彰：
・福祉未来創造大賞2018
ソーシャルビジネスプラン部門特別賞
（主催：NPO法人DeepPeople)

○ 就労継続支援施設A型利用者とB型利用者の障害者19名（高齢者、生活困窮者等含む）及び職員
10名で菌床生しいたけの製造に取り組む。
○ 栽培した生しいたけは、梅田、難波、天王寺等大阪市内の飲食店を中心に小規模スーパー、産直市場
のほか、“ぐるなび”へ毎日配達。企業とのコラボ企画で、「芽しいたけのチップス」、 「しいたけのペジポタスー
プ」、「よろしい茸の炊いたん」を商品化。
○ 農山漁村振興交付金（農福連携対策）により、農業版ジョブコーチ３名の人材を育成。

１

 主力商品：シイタケ

よろしい茸工房全景

体制図

シイタケの栽培状況

各種店舗での販売状況

取組の成果

シイタケ売上高（千円）
15,500

○ シイタケの売上げは、取組当初(H25)の
ＮＰＯ法人
街かど福祉

就労継続支援Ｂ型 ｉ・ワークひまわり
就労移行支援

ｉ・ジョブひまわり

就労継続支援Ａ型 街かどあぐり にしなり よろしい茸工房

ロート製薬
子会社

ＲＯＨＴＯ ＲＥＣＩＰＥ 旬穀旬菜

5,058千円(Ｈ25)から15,500千円(R02)へ増加。
○ 施設面積も、495㎡(Ｈ25)から627㎡(R02)へ
増加、菌床栽培施設も１棟から２棟へ拡大。
所在地▶大阪市西成区北津守4-9-5
連絡先▶TEL：06-6567-1007 FAX：06-6567-1008
E-mail：toyota@iwork-himawari.com
ウェブサイト▶http://www.yoroshitake.com

5,058

H25

R02
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【取組のプロセス】
頑張れば自らの手
で対価を得られる
という働く喜び、
楽しみを知っても
らいたいとの考え
でスタート。

2004年～

就労継続支援B型から就職を！というコンセプトでスタート

就労継続支援B型事業所

2012年～
スキルがあっても、
コミュニケーショ
ンが苦手で就職が
難しいため、自立
促進に向け新たな
働き場所として、
街なかで農業がで
きないものか検討。

きっかけ

iワークひまわり開設

〇 障害者の作業を行うための施設を開設するほか、ワークショップ等の活動も始める。
〇 体調管理やスキルアップに取り組む「施設内訓練」、安定して長く働くための「職場
定着支援」等、トータルサポートを心がける。
（ iワークひまわりの外観）

就労継続支援A型事業所

2016年～

街かどあぐり

にしなり
よろしい茸工房

開設

○ 行政に対して、障害者、生活困窮者等も働くことが出来て、西成のイメージを一新し、
地域活性化となり得る都市型農業として菌床栽培施設での菌床しいたけ栽培を提案。

動画で作業マニュ
アルの作成により、
利用者にとってス
ムーズに作業が出
来るよう工夫。

○ その結果、賛同が得られ、街なかでの農業が始まった。

（工房内の障害者スタッフ）

よろしい茸ひまわり子ども食堂開設

2020年～
府立西成高校のビ
ジネス体験及びな
にわ高等支援学校
の農業コースへ菌
床の提供等や栽培
体験の提供を実施
中。

○ 北津守地域や近隣のこども達とのつながりが増えることを目的として、北津守地域で
初めてのこども食堂を開設。
○「街かどあぐり にしなり よろしい茸工房」が運営。

（写真）
（子ども食堂のメニュー）

○ マスコミ各社の取材や各種イベントへの積極的な出店等による大阪産しいたけの認
知度拡大と販売促進の為のプロモーションECサイトに力を入れ、コロナ禍の非接触

今後の
展望

販売へとシフト変更も考えている。
○ 区内小学生の見学と実習の受入を継続しており、感想文が何よりの楽しみであり、
引き続き継続していく。

（小学生の見学と実習の様子）
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36

特定非営利活動法人 島根県障がい者就労事業振興センター

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

農業経営体と障がい福祉サービス事業所のマッチング・技術研修・組織化支援など総合的な実施と事業所職員及び

島根県
松江市

利用者の能力向上をバックアップ

基本情報

取組の概要

 所在地：島根県松江市
 団体名：特定非営利活動法人
島根県障がい者就労事業振興センター
 取組パターン：中間支援の取組
 主力商品：なし
作業の様子を
動画で紹介

http://shimane-noufuku.net/

◆ 農福連携コーディネーター（県の普及指導員ＯＢ）２名を配置し、
農作業請負や商品開発などについて、農業経営体と障がい福祉サービス
事業所をマッチング。
◆ 県の研究ほ場で行った実証調査によって得られた手法の活用と、継続的
な研修・事前演習の実施により事業所職員・利用者の技術向上を支援。
◆ 農業を行う事業所には、技術指導者である「農福連携サポーター」が、
１
事業所職員へ農業知識向上・技術習得に向けた支援を実施。
◆ 関係機関・団体と連携し、県内を7つの地域に区分する圏域を単位とし
た施設外就労のマッチングを行う組織化を推進。
◆ 農福連携ポータルサイトを開設し、障がい者による農作業の様子を
YouTube動画で公開。

体制図

取組の成果

双方を結びつけるチャンネルがない
○作業受委託（施設外就労）
○雇用・就労移行
○加工・栽培の受委託、共同商品開発
○施設内農業、耕作引き受け
＜障がい者施設＞
＜特別支援学校＞

＜農業経営体＞
マッチング
支援活動
島根県障がい者就労事業振興センター
＜農福連携コーディネーター＞

連携

行政（島根県、市町村）
関係機関・団体

◆ 事業が浸透し、マッチング件数は、平成25年度の３件から令和２年度には延べ５６件へと増加。
◆ サポーターは、令和２年度には1６名が登録され、延指導回数は1２事業所で179回。
◆ 事業所が確かな技術を身につけた結果、シャインマスカットの管理作業を委託した２名の生産者
が、県品評会の最高賞を受賞。また、販売収入の増加や、障がい者が、摘粒作業時にうどんこ病を
発見し、速やかな防除につながるなど、農業経営面でも効果。
◆ 令和３年４月に益田市の農福連携を推進する「施設外就労サポート組織」が設立され、ぶどう・
ケールの施設外就労が拡大。
◆ 事業所の農業部門の売上総額は、令和２年度には、約３億５千万円・売上総額の２１.２%（県工賃
実績調査）まで拡大。
◆ 農福連携の浸透により作業委託希望が増え、受託事業所が不足する状況。

所在地▶島根県松江市東津田町1741－3 ２F
連絡先▶TEL:0852－67－2671 FAX：0852－67－2672
ウェブサイト▶http://shimane-noufuku.net/

E-mail:info@yu-make.net
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【取組のプロセス】
2012年

きっかけ

農業・障がい福祉双方の課題解決を図るため、県施策に「農福連携」を
位置づけ事業展開

＜課題＞
○障がい福祉側：
就労の場の確保、
工賃向上等

島根県農福連携事業による農福連携の開始
○ 実施主体：島根県

○農業側：担い手
確保、労働力の確
保、農地保全等

○ 運営主体：公益財団法人しまね農業振興公社
○ 農福連携コーディネーターを２名（農業・福祉分野各1名）配置し、農福連携を推進

島根県農業技術センター「農福連携現地実証調査」の実施
○2012年～2015年
実証研究
○2016年～
現地実証、普及啓発

2012年～

○ 現地実証（ぶどう、トマト、イチゴ、その他野菜の作業性を確認
○ 障がい者が作業しやすい栽培方法・道具・作業環境の改善
○ 施設外就労の実施に向けた事業所職員の技術向上研修の実施
研究ほ場実証

地域、産業、学校
教育、関係機関・
団体との連携

農福連携特化から、全産業と福祉の連携を行う体制に移行

2015年～

○ 特定非営利活動法人

島根県障がい者就労事業振興センターの設立

○ 地域連携（農福連携を全産業と福祉の連携）の一環として実施
○ 農業分野の農福連携コーディネーターを１名（２０１８年～２名）を配置
ぶどう袋掛け事前練習

○センター事業
・農福連携サポー
ター制度
・農福連携障害者
チャレンジ事業
・障害者作業能
力ステップアッ
プ事業

課題と今後の取り組み
○ 施設外就労が浸透し、農業側からの要請に福祉側が十分対応できない状況が発生
○ 施設外就労を中心とした農福連携の拡大

今後の
展望

○ 農福連携の相互理解促進と実施可能な事業所の拡大（啓発、研修会、マッチング活動等）
○ 事業所職員・利用者の能力向上（センター事業の実施、技術研修等）
○ 点的実施から面的拡大を図るため、地域の実情に応じた組織化の推進

センター主催研修
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37 有限会社 岡山県農商

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

岡山県
岡山市

障害者との交流活動を契機として農福連携の取組が徐々に発展。利用者のスキルアップを目標とし、工賃
向上に注力。
基本情報
 所在地：岡山県岡山市
 団体名：有限会社岡山県農商
 取組パターン：グループ内連携型
（農業側から参入)
 主力商品：
青ネギ、カットネギ、乾燥ネギ、
ミニトマト、さつまいも

取組の概要
○

岡山県岡山市にある有限会社岡山県農商は、農業法人化した平成11年に、知的
障害者の雇用を開始。その後、同社は、平成20年にＮＰＯ法人岡山自立支援
センターを設立を期に就労継続支援A型事業所「ももっ子おかやま」など複数
の障害福祉サービス事業所を相次いで開設。現在、自社施設のA型利用者約６
７名、B型利用者20名を施設外就労業務委託として、青ネギ・トマトの栽培、
加工等を通年で行う。

○

平成元年に農業を開始した当初は、家族経営で青ネギ栽培を行っていたが、平
成9年に、近くの障害福祉サービス事業所の障害者や住民との交流を深めるこ
とを目的として、サツマイモによる芋煮会を開始。地域交流活動で障害者と接
点を持ったことをきっかけとして、農福連携を開始し、その後のステップアッ
プにつながっていった。

体制図

１

取組の成果
◆

有限会社岡山県農商
◆
◆

特定非営利活動法人岡山自
立支援センター

就労継続支援Ａ型
事業所

就労継続支援Ｂ型
事業所

◆

地域交流活動で障害者との接点をもち、農福連携を開始。まずは、障害者の直接雇用を
開始した後、自社で障害福祉サービス事業所を相次いで設立することで障害者という
働き手を確保するなど、取組がステップアップした。
働く障害者の数は、平成21年には10人だったが、令和3年10月現在で87人と、12年間
で約９倍に拡大。
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、令和2年の売上げ高は2億円と、10年間で約1.9倍に増加。
岡山県立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。

所在地▶岡山県岡山市北区中原497－2
グループホーム

連絡先▶TEL:086-275-1115

FAX：086-275-0003

E-mail:nosho1115@nifty.com ウェブサイト▶ http://kennosho.com/
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【取組のプロセス】
地域交流活動で
障害者との接点を
もち、農福連携を
開始

1997年～

きっかけ

1997年から地域の障害者と地域住民との「農」を通じ
た交流

前身の平成いもの会を設立
自社で障害福祉
サービス事業所を
設立し働き手を確
保し、取組がス
テップアップ
一連の作業を分離
する事や繰返し根
気強く教えること
で障害者の雇用を
拡大する事が可能
となった。
達成感を引き出す
ことで障害者の症
状の改善にも役
立っている。

1999年～

○ 平成9年
○ 平成20年

農事組合法人

有限会社

特定非営利活動法人

岡山県農商設立

（写真）

岡山自立支援センター設立

「NPO法人岡山自立支援センター」を設立

2008年～

○ 有限会社

岡山県農商から委託した青ネギやミニトマトの栽培・収穫・出荷作業を周

年供給体制で実施
○ 就労継続支援A型事業所

2011年～

2020年の売上げ
高は2億円と、10
年間で1.9倍に増
加。

（写真）

ももっ子おかやま開設

取組体制の拡充
○ 2011年から生産を始めたミニトマトの栽培・選別作業やカットネギの加工など単純作業

（写真）

を分担することで障害者が混乱しないように配慮
○ 社員旅行など楽しみを持てるようにしていることで障害者の達成感を引き出す

利用者のスキルアップが目標

今後の
展望

○ 取組が難しいイチゴを取り入れるなど利用者のスキルアップに貢献
○ 幅広い作物を取り入れるのでは無く利用者がスキルアップできる作物に特化して導入を
検討。
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38 株式会社おおもり農園

視察受入れ：少人数可

報道機関受入れ：可

岡山県
岡山市

イチゴ農業者の生産性向上に寄与と、働きやすい環境を実現し障害者の方へ将来の地域農業の
後継者となることができる農業技術を指導
基本情報
 所在地：岡山県岡山市
 団体名：株式会社おおもり農園
 取組パターン：グループ内連携型
(農業側から参入)
 主力商品：イチゴ・冷凍イチゴ／香料・
着色料不使用のカクテル用シロップ／業
務用イチゴピューレなど

取組の概要
○ 岡山県岡山市にある株式会社おおもり農園は、平成14年の就農以来、
イチゴ栽培を実施している。平成23年には、NPO法人杜の家及び就労
継続支援A型事業所「杜の家ファーム」を設立。現在、障害者約17名
の内6名から10名が施設外就労でイチゴ栽培等を行う。
○ イチゴは年間作業時間が特に長い作物であり、夫婦二人の作業では限
界があったが、育苗から収穫までの期間 障害者５～10名の労働力を
１
組み合わせることで、苗の生産から株の手入れや防除も行うことで規模
拡張と労働時間の短縮を実現。
○ 杜の家ファームとの連携によるノウフクJAS取得でのSDGｓの取り組
み（平等・働き甲斐など）

体制図
杜の家ファーム

業
務
委
託

作
業
指
導

情
報
共
有

おおもり農園

取組の成果
◆イチゴは、年間作業時間が特に長い作物であるが、自ら障害福祉サービス事業所を設立することで、
作業者を安定的に確保できるようになり、作業負担が軽減。休日を取得できるようになった

ユニット

ユニット

◆ 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。

イチゴ出荷
作業

イチゴ管理
作業

◆ イチゴ栽培の安定的な請負とその他の施設外就労との組合せにより、令和2年度の平均月額工賃は
約8万9千円と県内A型賃金（81,054円）と約7千円以上も上回る。

所在地▶岡山市中区兼基111-1
連絡先▶TEL: 086-279-8391
FAX： 086-237-3077 E-mai ： info@npomori.com
ウェブサイト▶ https://omorifarm.jp/
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【取組のプロセス】
2002年～

○中四国農政局主催のシンポジウム「クローズアップ
農の福祉力」け

きっかけ

農業の開始
小さな農家は親の
介護や自身の体調
不良で栽培規模の
縮小や経営そのも
のの存続が難しい

農林水産省 都市
農業機能発揮対策
事業・福祉農園地
域支援事業の活用

2009年～

○ 2002年

岡山市中区にイチゴハウス1,000㎡竣工。兼業農家として事業開始

○ 2003年

イチゴと葉物野菜で専業農家となる。

（写真）

農福連携を開始
○ 2009年

障害者施設より施設外就労の受入を始める。

○ 2011年

就労継続支援A事業所杜の家ファームとして障害者雇用開始

西日本豪雨災害

規模拡大と斜陽
日本農林規格ノウ
フクJAS

2019年～

○ 2015年

高齢よる離農イチゴ農家施設受け入れ・

○ 2016年

都市農村機能発揮対策事業及び福祉農園地域支援事業によるイチゴ栽培施設完成

〇 2018年

西日本豪雨により被災

一部復旧断念

離農イチゴ農家施設受け入れコロナ過に

より葉物野菜撤退
〇 2021年

イチゴでのノウフクJAS取得

将来の地域農業の後継者を育てる

今後の
展望

○ 障害者の方にはただ作業をしてもらうだけで無く、将来の地域農業の後継者になれる

（写真）

よう様々な農業技術について指導をしています。
○ 農主は事業を多くの方に知ってもらう事で農業の発展に寄与できればば幸いと考えている。
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社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ のんきな農場阿武事業所

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

障害者でも高品質なものを製造でき、農業の労働力になりえる。単なる作業受託ではなく、事業所とし
て原材料生産を行うことを重視し、生産者となることで農業の持続化が可能となると考え実践。
基本情報
 所在地：山口県阿武郡阿武町
 団体名：社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ
のんきな農場阿武事業所
 取組パターン：連携型（うち福祉側の取組)
 選定表彰：
・H27 ディスカバー農山漁村の宝 第２回
全国選定 プロデュース賞（主催：農林水産省）
・H29 ６次産業化優良事例表彰 奨励賞
農福連携賞（主催：６次産業化推進機構）
・H30 地産地消活動優良活動表彰
優秀事例（主催：共同通信社）
 主力商品：冷凍ボイルカット野菜

取組の概要
○ 山口県学校給食会との連携
・知的・精神・発達などの障害者で冷凍ボイルカット野菜を製造。主に山口県学校
給食会へ販売。県内ほぼ全ての小・中学校で使用されている。
・製造過程で障害者が目視検品を行っており、異物混入はほぼない。
・障害者が育てた野菜（特に規格外野菜）を使用した商品を提供していることが話題
となり、食育にもつながり学校の栄養士からピートオーダー。
・協力農家は捨てていたものがお金になり、かつハウス内の
清掃を障害者が事前に行うなど、多くの作業に従事してくれる
１
ことから作業工程が楽になり作付け回数が増えるという
Win-Winの関係を構築。
○ 農事組合法人福の里との連携
・田植え時（130ha）の、ハウスからの苗出し・田植機への受け渡し・苗箱洗
浄などの作業への役務提供。また、一部草刈りの受託。
・共同商品開発や、障害者がハゼ干しを行い付加価値の高い天日干し米の販売。

体制図

社会福祉法人EGF

取組の成果
山口県学校給食会

役務提供・買い取り

商品化・納品

（農）福の里

地域農家

連携栽培・技術提供

山口県
阿武町

県内すべての小・中
学校給食へ

○ 規格外野菜の仕入れにより、農家の所得向上・作業負荷の軽減に寄与。
○ 学校給食用に販売を行うことにより、県産野菜使用率の向上や食育・
地産地消の推進に寄与。
○ 令和２年の平均工賃は取組前の約２倍（約1６千円）であり、県平均
（15千円）を上回る。
○ 毎日活動することにより地域に活気が生まれるとともに、障害福祉に
対する理解が生まれた。
所在地▶山口県阿武郡阿武町福田上1326
連絡先▶TEL：08388-5-0050 FAX：08388-5-0070
E-mail：egf@athena.ocn.ne.jp
ウェブサイト▶http://e-g-f.jp/
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【取組のプロセス】
空き家の増加
耕作放棄地の増加
地域活力の低下

2008年～

きっかけ

特定非営利活動法人のんきな農場（就労継続支援Ｂ型事業所）を開設し、
主としてイチゴ・メロン・ハウス野菜栽培に取り組む。

社会福祉法人の認可取得

2010年～

○ 平成22年、社会福祉法人の認可を取得し、社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ設立。
○ 平成26年、６次産業化団体として認定される。

（写真）

年2ｔのりんご
ペーストの生産
６次産業化の基礎

６次産業化ネット
ワーク交付金事業
の活用

新たな事業所の開設

2016年～

○ 平成28年、のんきな農場阿武事業所（就労継続支援Ｂ型事業所）を開設。6次産業認定団
体として、６次産業化・農福連携に取り組む。

（写真）

○ ６次産業化ネットワーク交付金事業が急遽大幅減額になったが、事業の重要性と継続性か
ら民間借り入れを増額し、実施。

協力農家が10軒
130haのすべての
田植え補助

2020年～

認定農業者として認定
○ 地域のほうれん草農家からB級品の収穫依頼が激増

ハゼ干し米の共同
生産

（写真）

○ 令和２年、認定農業者として認定される。
〇 農事組合法人福の里との連携強化

Wiｎ-WINの関係性の構築。

田植え・草刈りと切っても切れない関係性。

障害者が地域農業の継承者に成り得ることを確信して

今後の
展望

○ 社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆの目指す農福連携とは、単なる農作業の請負ではなく、障害者が地
域農業の継承者となること。
○ 常に５年後・10年後の地域の状況を予見しながら日々活動を実施し、障害者の就労の場の
拡大、居場所づくり、社会参加へ繋げていく。
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特定非営利活動法人 香川県社会就労センター協議会

視察受入れ： 可

報道機関受入れ： 可

就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃が全国比より安価であったこと、農業者の高齢化が進み県内の農産
物生産量の維持・拡大が困難であったことなどから、にんにく収穫作業への障害者の活用を推進。
基本情報

取組の概要

 所在地：香川県高松市
 団体名：特定非営利活動法人
香川県社会就労センター協議会
 取組パターン：中間支援の取組
 選定表彰：R元 ディスカバー農山漁村の宝
第６回地区選定

香川県
高松市

個人部門（主催：農林水産省）

令和２年度ノウフクアワード2020審査員特別賞

 主力商品：にんにく、たまねぎ、青ねぎ、
アスパラガス、ブロッコリー、レタス

○ 香川県は、NPO法人香川県社会就労センター協議会に対し、共同受注窓口に係る業務
を委託し、平成23年度から、特に農業者と障害福祉サービス事業所のマッチングを開
始。
○ 農福連携専任コーディネーターを１名配置。コーディネーターは、スケジュール調整
や農作業の請負報酬の交渉など、当事者に代わって多岐に渡る業務を実施。
○ 全国でも珍しく、センター自体が農業者及び障害福祉サービス事業所とそれぞれ契約
を締結。両者が直接契約を締結しないことで作業量や時期に応じて、複数の取組主体を
柔軟にマッチングしている。
１
○ 令和元年度から農作業の現場で指導助言等を行うジョブコーチを配置し、現場での指
導、助言や実技協力を実施している。

にんにくの収穫作業
にんにくの収穫作業

体制図

さつまいもの毛むしり作業

取組の成果
○ H28,R2に香川県の最低賃金が上昇した為、にんにく農家との値上げ
交渉を実施。施設と農家の間に立ち作業を見直す事やマニュアルを活
用する事で、新規作業や参加施設の増加に役立ち、農業収益と施設の
工賃向上に寄与。
○ 令和元年に農福連携支援員やジョブコーチを委嘱し、参加施設に役立
つ支援活動が開始された。
○ 令和２年度はコロナの影響で県内最大の農家から支援依頼がストップ
し た が 過 去 最 高 工 賃を 記 録 し た 令 和 元 年 度 16,695 円 に つ ぐ 工 賃
16,664円を記録し利用者へ貢献。
所在地▶香川県高松市元山町1193番地2
86
連絡先▶TEL：087-813-1420 FAX：087-813-1421
E-mail：t-abe@selp.or.jp ウェブサイト▶http://www.yorokobi-selp.com/

【取組のプロセス】
障害者施設等での
授産事業・地域福
祉の発展を推進

1983年～

きっかけ

県内にある身体障害者施設及び知的障害施設の５施設を会員とした香川県
授産施設協議会を発足。かけ

協議会の名称変更、NPO法人格の取得

1996年～

○ 平成８年、香川県社会就労センター協議会へ名称変更。
○ 平成22年、法人格を取得し、特定非営利活動法人 香川県社会就労センター協議会へ。

コーディネーター
を中心に「共同受
注」の展開

共同受注窓口業務開始
各種県事業の活用

2011年～

利用者の工賃向上

○ 平成23年、障害者就労施設における受注促進事業を実施。
共同受注窓口として業務を開始。

引きこもり当事者会による
レタスの定植作業

各種事業の継続的取り組み

2012年～

○ 平成24年（～平成26年）、香川県受注窓口機能強化推進事業を実施。
○ 平成26年、香川県障害者優先調達推進事業を実施。
○ 平成30年（～令和２年）、農作業支援強化事業を実施。

アスパラの定植作業

○ 令和２年～、農山漁村振興交付金のうち農福連携対策を実施。

地元農家の作業支援は地元施設で

今後の
展望

○ 引き続き、地元農家への作業支援は地元の施設が参加し、不足なら近隣施設に応援依頼。
○ 地域に農業法人ができ、年中何かの作業依頼があれば施設は安定した支援を実現でき、
地域に貢献できる。にんにく農家の増加で作業時期が重複し施設と更なる連携強化が課題。

青ねぎ洗浄・コンテナ投入作業
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視察受入れ：可

社会福祉法人 南高愛隣会

報道機関受入れ：可

長崎県
雲仙市

昭和53年入所授産施設「雲仙愛隣牧場」開設後、地域特性を活かした農業（養豚、養鶏、肥育牛）中心の
事業を開始、多様な者を受け入れ障害者等の社会参画を実現。
基本情報





取組の概要

所在地：長崎県雲仙市
団体名：社会福祉法人南高愛隣会
取組パターン：②福祉完結型、③連携型
選定表彰：

・H25 若雌 銅賞

（主催：全国和牛登録協会長崎県支部県南支所）

◯
◯
◯

・H30 アスパラガス生産躍進賞

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

（主催：島原雲仙農業協同組合）

１

・R元 島原雲仙農協・３市和牛共進会若雌
一等二席（主催：島原雲仙農業協同組合）
・Ｒ３ ながさき農林業大賞 特別賞
（主催：長崎県）

 主力商品・イベント：

和牛仔牛、対馬地どり、アスパラガス、

体制図

多機能事業所あいりん（Ｂ型＋自立訓練）

〈連携等〉
技術の向上
と普及販促

◯

地元ＪＡ

Ｂ型事業所 WORKうんぜん

企業

生活介護事業所 TERRACEおおぞら

長崎県・雲仙市

販 路

近隣農家等

アスパラガス収穫

取組の成果

【社会福祉法人南高愛隣会】

施設外就労
施設外支援

対馬地どりの雛の入雛

共進会で受賞の牛と

秋の収穫祭、地どりフェア

・全国の有名レストラン
・学校給食・県庁レストラン
・弁当の食材等

◯

障害者等が、地元の農業分野における貴重な働き手となっており、
派遣農家数及び派遣日数の増加により労働力不足の解消に寄与し平均
工賃の増加を実現。
令和２年度
平成２７年度
アスパラガス売上

2,506千円

Ｂ型工賃平均

23､393円

５年間

7,761千円
34,004円

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

所在地▶長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2504番地
連絡先▶TEL：0957-77-3985 FAX：0957-77-2227
E-mail：mｰuno@airinkai.or.jp ウェブサイト▶http://www.airinkai.or.jp/
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【取組のプロセス】
大規模農家から農
作業の派遣依頼
（農家への施設外
実習）

1977年～

きっかけ

〇大規模農家から労働力不足による派遣依頼、一方、障害者の農
業（就労）の開拓が必要。

入所施設「雲仙愛隣牧場」開設

1978年～

牛肉の貿易自由化

1989年～

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

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

障害者自立支援法
施行

2006年～

◯ 平成30年地元ＪＡから「躍進賞」を受賞するなど地域農業の活性化に努め、更に工

・触法障害者支援
の開始

賃向上に向け20アールから28アールへハウスを拡大。

・本格的に県下で
事業展開

長崎対馬地どり振
興協議会立ち上げ

工賃向上を目的としたアスパラガスの本格栽培（ハウス）開始

2018年～

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

今後の
展望

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

視察受入れ：不可

報道機関受入れ：応相談

熊本県
大津町

当農園は、さつまいも栽培30年の農業者が前身。後継者の就農後、平成28年に法人化。
法人化と合わせ、新卒の障害者１名を雇用するとともに、町内の就労継続支援A型事業所に作業を依頼し、障害者の就
労の場を提供。

基本情報

取組の概要

 所在地：熊本県大津町
 団体名：株式会社なかせ農園
 取組パターン：①直接雇用型、③連携型
 選定表彰：
・Ｈ３０ ビジネスコンテスト最優秀賞
（主催：日本農業経営大学校）
 主力商品・イベント：青果品の「蔵出し
ベニーモ」、加工品「冷し焼きいも」、
「半熟干し芋」etc

蔵出しベニーモ

半熟干し芋

○ 11haのほ場でさつまいもを専作しており、青果のほか、干し芋のOEM製造・販売も
実施。シンガポールへの輸出（１３０万円：令和２年）にも取り組む。
○ 障害者の雇用は、特別支援学校高等部の学生を職場実習で受け入れたのがきっかけ。
仕事の飲み込みが早く、収穫等の機械作業の補助も含め、多くの作業に対応。
○ 就労支援事業所に請け負ってもらう主な作業は、苗床での苗切り、収穫したサツマイ
モのつる切り、機械を用いた選別作業など。
○ 苗切り作業は、イモの苗を切って、コンテナに入れる作業。この作業を苗を切るだけ
の人、切った苗をまとめてコンテナに入れる人に作業を細分化している。

１

水はけの良い火山灰土のほ場

体制図

貯蔵倉庫の内部

芋の重さによる選別作業

取組の成果
◆ 人材確保が困難な中、就労支援施設との連携により経営規模拡大。

（株）なかせ農園
役員
４名
社員
２名
パート ２名
※ 社員のうち１名
は障害者
○ さつまいもの生産
・加工・販売

作業委託

地元の福祉事業所（就
労継続支援A型事業所）
支援員
利用者

作業実施

１名
４名～
１０名

平成２３年

さつまいも
栽培面積

４ｈａ

令和 ２年

１０年後

１１ｈａ

◆ 就労支援事業所に作業を依頼することにより、障害者４名（（主に
知的1名、精神2名、身体1名※雇用契約はないため人員変動あり）が年
間６～８ヶ月程度作業に従事。多くの障害者に長期間、就労の場を提供。
所在地▶熊本県菊池郡大津町大字岩坂578
連絡先▶TEL:096-221-7829
FAX： E-mail:info@nakase-nouen.com
ウェブサイト▶https://www.nakase-nouen.com
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【取組のプロセス】
・こだわりの「さ
つまいも」の通年
出荷を目指す

2011年～

きっかけ

○ 規模拡大を考えるも、挿苗など手間が掛かるが労力の確保が困難。
○ 特別支援学校高等部の学生を職場実習で受け入れたところ、仕事の飲み込みが早
く、貴重な人材と認識。

後継者がＵターンし、就農。経営規模を拡大
◯ さつまいも栽培30年の専業農家の後継者としてＵターン就農。

（写真）

◯ 儲かる農業の模索と規模拡大、通年出荷への取組。

・ピンチをチャン
スに
・施設整備を機会
にブランド化

2016年～

・価格競争に巻き
込まれないよう差
別化を

2017年～

熊本地震で被災した倉庫の新規整備と法人化。
障害者の職場研修受入と雇用開始。
◯ 「土蔵」の熊本地震での被災をチャンスとみて、最新式のサツマイモ専用貯蔵庫を
整備するとともに、経営基盤の強化、信用度の向上等のために法人化（株式会社へ）。
◯ 特別支援学校高等部の学生を職場実習として受け入れ、その成果を観て雇用開始。

２年の準備期間を経て、Ｇ－ＧＡＰを認証取得。
障害者就労の増加と栽培面積の拡大
◯ 平成12年から取り組む輸出、大手スーパーへの出荷に係る製品安全認知が向上。

（写真）

（写真）

◯ きめ細かな作業工程管理により、作業の効率化等の副産物。結果として規模拡大に道。
◯ 作業工程の細分化管理等と規模拡大の方向と相まって、障害者の就労が増加。

・業務内容の明文化
&IT化によって効率的
な事業運営と幅広い人
材が活躍できる場に

◯ テストマーケティングも兼ねてシンガポールや台湾での輸出販売にも取り組む。

今後の
展望

障害者事業部門としてのノウハウ確立と独立
（就労継続施設の自社設立）
◯ ITを活用した各作業ごとのマニュアル等の整備による生産性向上。
◯ 自社での就労継続支援施設等設立による障害者雇用拡大と幅広い人材活躍の受け皿に。
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43 全国農業協同組合連合会大分県本部

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

大分県
大分市

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

基本情報

取組の概要

 所在地：大分県大分市
 団体名：全国農業協同組合連合会大分県本部

 取組パターン：中間支援の取組
 選定表彰：（菜果野アグリ：更生保護事業
の表彰（福岡県・佐賀県より））
 主力商品：完熟かぼすサワー（収穫作業）
にら豚丼（収穫・調製作業）

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

※福祉事業所と菜果野アグリで作業を実施。

１

全農おおいたホームページ
（労働力支援）

体制図
調整

作業
依頼

作業
依頼

調整

ニラのそぐり調製作業（大分市）

取組の成果
共同受注事務局
（福祉事業所）

全農
おおいた

ＪＡ

生産者

ピーマン出荷調製作業（JA選果場）

請負

生産者
菜果野アグリ

請負

◯ 農作業依頼に対して全農おおいたがコーディネートを実施。

○ ノウフク連携と補完し合う形で、障害者が担えない作業の部分は健常者
がサポートすることで障害者の活躍の場が大幅に拡大。
○ コロナ渦で困窮する方々や他業界からの人材を受け入れることで国内農
業に対する国民理解の醸成に寄与。
令和2年度

平成27年度

作業件数

29件

受注金額

1,270万円

５年間

2,470万円

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

FAX：097-545-0487

E-mail：hisatsune-toshimichi@zennoh.or.jp

37件

92

ウェブサイト▶http://www.ot.zennoh.or.jp

【取組のプロセス】
農福連携を含めた
トータルでの労働
力支援

2015年

きっかけ

農業者の高齢化・後継者不足・地方人口減少に伴う
労働力不足に対応。

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

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

2018年

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

大分子ども支援ネットとの連携
生活困窮者就労訓
練事業所の認可の
取得

2019年～

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

田園回帰を可能にすることによる地方創生

今後の
展望

○ 人口減少化の日本において、生産年齢人口にカウントされる人材は全て戦力とする必
要がある。農業に関わるハードルを下げ、働くハードルを下げることで一直線に専業
農家を目指せない人でも田園回帰を可能とする。
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44

株式会社南風ベジファーム

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

（株）南風ベジファームは、平成２６年５月に、農業の６次産業化事業者として認定された農業生産法人。
過疎化や少子化が進む地域において、農業で地域を支えることは重要なことであり、農業の維持・振興と併せて、
ハンディを持った方々が活躍する場を提供し、共に働くことで地域を支えることを目指す。
基本情報

鹿児島県
南さつま市

取組の概要

 所在地：鹿児島県南さつま市
 団体名：株式会社南風ベジファーム
 取組パターン：④グループ内連携型
 選定表彰：
・Ｈ２９「ディスカバー農山漁村」九州農政局選

定（主催：九州農政局）
・Ｈ３０ そうしんビジネスイノベーション大賞
（主催：鹿児島相互信用金庫）
・令和元年「ディスカバー農山漁村」第６回全国
選定（主催：農林水産省）
・Ｒ３ 「かごしま・人・まち・デザイン賞」
（主催：鹿児島県）
・Ｒ３「第16回南日本経済賞」（主催：南日本新
聞社）

◆ 約6haの農地で赤シソ、高菜、ジャガイモ、ダイコン等を生産。生産した農産物は、自社で惣
菜等に加工・販売。高菜の一部は、外部の漬物業者へも販売。
◆ さつまいもの苗植え作業は、機械化が難しく人手を要するため、人手の確保が困難になった近
隣農業者から、約10ha分を請け負い、障害者等の10名が作業。
◆ 他方、自社で生産する高菜は、収穫作業の機械化が難しく、人手を要するが、収穫以外の作業
は機械化が可能なため、さつまいもの苗植えを請け負っている近隣農業者に約5ha分の作業を
依頼。

１

かんしょの苗植え作業

 主力商品・イベント：赤しそ・高菜・梅・大
根・らっきょう・にんにく・ハーブ

農業生産法人

【株式会社 南風ベジファーム】
農作業及び
食品製造作
業受発注

障害者就労支援事業所
「南風ｉ」
【一般社団法人 南風】

地

域

◆漬物等の加工技術を有し、販路が確保されていることもあり、着実に野菜
生産、加工事業の規模拡大が図られ、利用者数が増加。
農作業等に係わる利用者数

連携
作業受委託
総菜販売等

白菜の加工作業

取組の成果

体制図
（作物栽培、食品製造、
農福連携カフェ）

赤しその栽培風景

平成27年
18名

令和２年
45名

スーパー

◆ 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
請負、高菜栽培の依頼に取り組み、地域農業者と相互の協力体制を構築。

農

所在地▶鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075-35
94
連絡先▶TEL:0993-77-3932 FAX：0993-77-3933
E-mail: contact@nanpuu-vege.comウェブサイト▶http://www.nanpuu-vege.com/

家

【取組のプロセス】
2013年～
・原料農産物を作る
農家が高齢化等によ
り減少。
・安定経営のために
は自社生産が必要。

○ 食品加工の会社を営んでいたが、原料となる農産物を作る農家が高齢化等により減少
することを危惧。
○ 自社農地での農産物生産と食品加工を６次産業の会社としてスタート。

就労継続支援事業所「南風ｉ」を開設

2015年～

「南風ベジファー
ムって、何の会社
なの？」の問いか
けに見える形で答
える。

農業法人の事業拡大のための課題である「人手不足」解決のため、
就労継続支援事業所を社屋内に開設し、農作業等を中心に通年就労
（施設外就労）の場を提供することとした。け

農業生産法人株式会社南風ベジファーム設立

・業務を拡大した
くても人手不足が
ネック。
求人を出しても応
募者は来ない。

・他の人がやりた
がらないけど、誰
かが『欲しい』と
思っていることを
行う！

きっかけ

○ 農業部門、加工部門とも規模拡大を検討したが、人材確保が困難という現実。
○ 一方、地域には働く意欲のある障害者が多いことを知り、課題解決と障がい者の労
働意欲を繋ぐ就労支援事業所を社屋内に開設。（Ｈ27年利用者：Ａ型14名,Ｂ型４名）

第２加工場等を整備し、自社栽培野菜を使った総菜製造にも着手

2018年～

2020年～

○ 地元スーパーの「総菜コーナーに納品する会社が県内に無い。」という声に応える。
○ 総菜販売が加わり農産物販売等も含め、売り上げが約53百万円（H29）⇒ 約182百万
円に増大。

農福連携カフェ｢agricafe nanpuu｣開設、福祉部門を一般社団法人化
○ 会社のイメージを明確化するために農福連携カフェをオープン。
○ ショップも併設し、地域産品の販売により、地域農業等との連携強化。
○ 福祉部門を分社化、一般社団法人南風を設立し、障害者福祉サービス部門を強化。

今後の
展望

地域とともに成長する会社を目指し、障がい者とともに挑戦！
○ 施設利用者送迎用の自社所有バスを活用して、高齢者宅に迎えに行き、カフェで食事を
摂って貰い、スーパーで買い物をしてから自宅に送るという「高齢者支援」を行う。
○ 今後も「会社も障がい者も地域もWin-Winの関係を築く。」をモットーに、展開する。
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45 社会福祉法人白鳩会

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

鹿児島県
南大隅町

昭和47年の設立以来、現在は約130名の知的障害者を中心とした施設利用者が20種類以上の農産物の生産、
養豚等の畜産から解体・食肉加工、直売所(兼)レストランの接客に至る様々な作業に従事し、安定した高賃金を実現。
基本情報
 所在地：鹿児島県南大隅町
 活動地域：中間農業地域
 団体名：社会福祉法人白鳩会 花の木農場
 取組パターン：グループ内連携型（福祉側から参入）
 選定表彰：
・H27 ディスカバー農山漁村の宝 第２回
全国選定（主催：農林水産省）
・H29 南日本文化賞（主催：南日本新聞社）
・H29 瑞宝双光章（中村隆重）（秋の勲章）
・ノウフクアワード2020グランプリ受賞 etc.
 主力商品：茶、にんにくをはじめ20種類以上
の生鮮野菜、精肉・食肉加工品、総菜、パン
etc.

体制図
(社福)白鳩会

かごしまエリア

花の木農場（南大隅町）

鹿児島市内

・お茶(生産・加工・販売)

▶花の木カノン生活介護、短期入所、放課後等デイサービス

・養豚（繁殖）
加工
・解体・精肉
・ハム・ソーセージ
・惣菜
・パン製造

▶花の木デイズ

▶おおすみの園(法人本部) ・トマト、花卉
▶花の木ファーム
・水耕（サラダホウレンソウ・ルッコラ）
障害者Ａ型6名、B型50名

▶第２花の木ファーム
障害者Ａ型6名、B型50名

・お茶、花卉
・施設の美化

子豚・肉の売買契約

▶（農）根占生産組合 障害者雇用3名
分離
・
独立

・お茶生産
・水稲
・ニンニク
・養豚（肥育）

お食事処 花の木

ショップ・レストラン

Beehive おおすみ

アンテナショップ（鹿屋市）

障害者B型27名

・ピーナッツ豆腐
・ジェラート
・アイスキャンディー
・お菓子製造
・給食業務（委託）
・移動販売

農作業の請負契約

・牛（繁殖）
・水耕
サラダホウレンソウ
ルッコラ
CaféterraceHANANOKI
地域交流拠点・カフェ

Beehive ほほえみ

アンテナショップ（南大隅町）

物流
・
販売

○ 20種類以上の農産物を生産し、障害者等の通年作業を確保。また、繁殖牛や養豚の畜
産も行い、解体精肉、食肉加工品は併設した直売所(兼)レストランで販売・提供。
○ 法人内230名のうち、農作業に従事する利用者は130名(Ｒ２)。茶の乗用摘採機や管
理機等の操作技術を持った障害者も多数存在。
○ 矯正施設出所者及び少年院出院者も在籍し、過去の受入や退所者を含めると30名以上
の受入実績。近年は法務省及び矯正施設等とともに矯正と農業・福祉が抱える課題
（ギャップ）の解消のために連携を強化。

１

茶の収穫、機械操縦は障害者

にんにく皮むき作業の様子

加工場での作業

取組の成果
(社福)白鳩会

おおすみエリア

取組の概要

加工・製造・販売
・花の木農場ブランド

▶tavolaHANANOKI

アンテナショップ・カフェ（鴨池ニュータウン）

▶HANANOKIFarmlab
カフェ（中心市街地）

▶FARMAERS TABLE HANANOKI
カフェ（イオンモール鹿児島内）

○ 利用者にはA型平均9.9万円/月、B型平均2.1万円/月と県内平均を上回る賃金を
実現（Ｒ２）。
○ 地域の農地を引き受け３８haにまで拡大。うち1１.９haは荒廃農地を再生し地
域農業の維持にも貢献。
○ 茶事業では有機JASやASIAGAPの認証も取得し、障害者とともに持続可能な農
業にも挑戦。農場内に開設した直売所兼レストランは地域住民と障害者の交流
拠点機能も担っている。
所在地▶鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北9466-8
連絡先▶TEL：0994-27-4737 FAX：0994-27-4744
E-mail：jusan@hananokifarm.jp ウェブサイト▶http://shirahatokai.jp
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【取組のプロセス】
養蚕業の衰退（山
林・桑畑を手放す
所有者も）
地域活力の低下

～1972年

きっかけ

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

おおすみの園開所、農場設立へ

1973年～
農業生産面の強化

○ 昭和47年、当時地場産業が第一次産業しかない地域ということもあり、野菜を作
り、豚を育てることが目の前の仕事。障害者へ就労の場を提供するために農場運営
を開始。
○ 昭和53年 農業を本格化させるために農事組合法人根占生産組合を関連組織として
別途設立。農産物を生産拡大。
○ 昭和56年 大隅授産センター（現・花の木ファーム）を開所

（写真）

○ 平成10年からアンテナショップBeehiveを大隅エリア、鹿児島エリアで展開。
高齢化により地域
農業者が減少。
障害者が地域農業
を支える労働力と
して期待される。

2000年～

2015年～

6次産業化への取組、交流拠点機能の強化など事業の展開期へ

（写真）

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

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

農山漁村振興交付
金福祉農園等支援
事業の活用（H29
～30）

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

発達上の課題を持つ触法者の受入に向けて法務省との連携

今後の
展望

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

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

沖縄県
南城市

地域内の事業所と連携し、障害者が作業の一部を担うことで人手不足を解消。他者との連携や個性を大
切にし、多様な人材の受入れ・育成や産地づくりに取り組む。
基本情報

取組の概要

所在地：沖縄県南城市
団体名：株式会社 みやぎ農園
取組パターン：連携型(うち農業側の取組)
選定表彰：
・H26全国環境保全型農業推進コンクー
ル 奨励賞
・H29沖縄県農林漁業賞 畜産部門
 主力商品：
平飼い卵、露地野菜
（ショウガ、オクラ等）、
加工品（マヨネーズ、
ジンジャーシロップ等）






加工品(マヨネーズ)

○ 約13,000羽の平飼い養鶏（約30a）と微生物資材を活用した
露地栽培（約50a）、約80戸の契約農家から出荷される農産物
の販売、農産物の加工・販売等を実施。
○ 地域の就労継続支援Ａ型事業所から、精神障害をもつ利用者
を中心に10名程度を施設外就労として受入れ、選卵作業や
農産物の袋詰め、畑の除草作業を担っている。
○ 作業工程を細分化し、音に敏感な障害者を喧騒な養鶏場から
農産物出荷場に配置換えするなど、得意分野を継続的に作業でき
るように工夫。
○ ＧＡＰの考えを取り入れ、整理整頓を心がけ障害者も作業の
し易い環境づくりに努めている。
○ 農林水産省の「農の雇用事業」を活用した新規就農者の育成
や、多様な人材を受け入れた人づくり・産地づくり・地域づく
りに積極的に取り組んでいる。

卵の選別作業

出荷される農産物

取組の成果

体制図
株式会社 みやぎ農園
※(株)ファームミヤギ含む
作業委託

農産物袋詰め作業

施設外就労

合同会社 Four-leaf くろーばー

○ 障害者に作業の一部を分担することで人手不足が解消、社員が養鶏
や食品加工に集中できるようになった。
○ その結果、高い技術を維持し、契約農家への営農指導や人材育成の
他、JICA事業でのブータンへの養鶏技術移転等の多様な取組を実施。
○取組当初(2017年度) ⇒ 2020年度の取組実績の推移
就労障害者数 ３人 ⇒ 10人
耕作面積
32ａ ⇒ 50ａ

所在地▶沖縄県南城市大里字大城2193番地
連絡先▶TEL：098-946-7646 FAX：098-946-7764
問合せフォーム：https://www.miyaginouen.com/contact
ウェブサイト▶https://www.miyaginouen.com
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【取組のプロセス】
「毎日の暮らしに
おいしさと幸せ
を」をコンセプト
に、地域に根ざし
た農業を開始

1988年～

○ 1988年(S63)、鶏をケージに入れない平飼いにより養鶏をスタート。
○ 創業者（現会長）が試行錯誤を重ね、国内の平均的な養鶏場での飼育羽数より圧倒的に少
ない羽数での平飼い、自家配合した発酵飼料、微生物資材を用いて鶏糞を堆肥化させた鶏
舎の床等の工夫により、臭みのなく安心安全な美味しい卵を追求。
○ 2008年(H20)に法人化、沖縄県認証特別栽培確認事業所として農家の栽培履歴の確認開始。
○ 2013年(H25)、農の雇用事業（農水省）を活用した新規就農者の育成を開始。多様な人材
による産地づくりや地域の活性化に積極的に取り組む。

2017年

JICAの「草の根
技術協力事業」を
活用し、有機農業
を推進するブータ
ンでの鶏卵の生産
性を上げるため、
「微生物を活用し
た養鶏農家育成事
業」を開始

平飼い養鶏

地域の就労支援Ａ型事業所から障害者の受け入れを開始
○ 当時、野菜の出荷作業にあたり、23名の職員だけでは人手が不足していたところ、市内に
設立された就労継続支援Ａ型事業所を運営する法人から障害者を施設外就労として受入れ、
作業の一部を担っていただき、人手不足が解消。

教育機関と連携し
た人材確保・育成
に取り組む
地域農家と福祉施
設とのマッチング
の取組を開始

○職員だけでは人手が不足していたところ、地域にＡ型事業所を運営する
法人が設立されたことをきっかけに、障害者の受入れを開始。かけ

近代養鶏とは別の方法を模索し、平飼い養鶏をスタート

農水省の「農の雇
用事業」活用によ
る人材育成や、
「中山間地域所得
向上推進事業」を
活用して地域活性
化に取り組む
畑の問題を見える
化、何をすべきか
を示すため、GAP
を推進。日本生産
者GAP協会のGAP
審査員の資格を２
名が取得

きっかけ

出荷される卵

地域農家と福祉施設のマッチング等、新たな取組の展開へ

2019年～

○ 養鶏の飼養管理の強化や、耕作地の作業の見直しに伴い、畑での作業委託を模索したが、
現在は障害者に担っていただく作業場所として地域の農家とのマッチングを開始。弊社だ
けでなく、地域農家と繋ぐことで障害者に安定した仕事と施設外での交流機会を提供。
○ JICAの草の根技術協力事業を活用し、ブータンへの養鶏技術移転を開始する。

地域の農家

多様な人材と連携した地域に根ざした「美しいむらづくり」を

今後の
展望

○ 2020年(R2)には生産部（養鶏、耕作）を分社し、(株)ファームミヤギを設立、グループ
会社として施設外就労を継続。圃場及び養鶏場も拡大する予定であるため、事業所と人員
の調整を行い、作業の多様性を拡大していく。
○ 働きづらさを抱える方の農業分野での就労や、産地の価値・魅力の向上等、農業の地域貢
献の取組にも引き続き取組んでいく。
○ 持続可能な循環型農業を目指し、地域と一体となって地域に根ざした事業を行う「美しい
むらづくり」構想の実現を目指す。

ブータンの鶏舎
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社会福祉法人 みやこ福祉会（運営主体）
就労継続支援A型事業所 野菜ランドみやこ 他（事業所）

視察受入れ：可

報道機関受入れ：可

沖縄県
宮古島市

島内で年中入手できる貴重な野菜として、葉物野菜の水耕栽培を通年で実施。地域の食生活のニーズに
対応した商品を提供することで障害者の安定就労を実現。安心して暮らせる地域社会の構築を目指す。
基本情報

取組の概要

所在地：沖縄県宮古島市
団体名：社会福祉法人 みやこ福祉会
取組パターン：福祉完結型
選定表彰：
・H30障害者雇用優良事業所
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
理事長 努力賞
・R1地方版ディスカバー農山漁村の宝
選定
 主力商品・イベント：
葉物野菜（リーフレタス、水菜、サラ
ダほうれん草等）、地元野菜を活用し
たビュッフェレストラン等





○
○
○
○
○
○

「野菜ランドみやこ」は、平成22年から社会福祉法人みやこ福祉会によって運営さ
れる就労継続支援A型事業所で、現在従業員として20名を雇用。
鉄骨ビニールハウス約30ａにおいて、リーフレタス、水菜、サラダほうれん草など
の葉物野菜を水耕栽培。播種から収穫までは約１ヵ月であり、年間12作。
利用者は、９時半～16時半まで、播種、定植、袋詰め等の作業を行い、毎日出荷。
野菜ランドみやこが軌道に乗ったことで、平成27年度にＢ型事業所「トマトランド
みやこ」を開設、特殊な栽培システムを導入し、大玉トマト等の栽培を開始。
作業工程ごとに、視覚的に理解できる写真パネルを利用したり、誰でも簡単に作業
１
できる播種パネルを活用する等、知的障害のある方が効率良く作業出来るよう工夫。
規格外の野菜は、グループ内のＢ型事業所「ビュッフェレストラン太平山」で提供。

野菜ランドみやこのみなさん

体制図

○

メロンランドみやこ、相談支援事業所みやこ

○
○

アダナス（就労継続支援Ｂ型） パン工房、レストラン

グループホームみやこ（共同生活援助事業）
障害者就業・生活支援センターみやこ

生活介護事業所みやこ（生活介護事業）

定植作業の様子

島内で常時、安定した価格で手に入る貴重な野菜として、注文に生産
が追いつかないほどの人気で、地域の食の安定に繋がっている。
年間を通して作業があることで、障害者の安定的な就労を実現。
水耕栽培による農福連携の先進地として、JICA等から視察を受入れ。

○取組当初からの実績の推移
賃金(A型)：(H22)約7.2万円 ⇒ (R1)約9.0万円 (※R1県平均：約7.0万円)
工賃(B型)：(H27)約1.1万円 ⇒ (R1)約1.7万円 (※R1県平均：約1.6万円)
農作業に関わる障害者数：(H22)18人 ⇒ (R1)23人

野菜ランドみやこ（就労継続支援Ａ型）

（障害者就業・生活支援センター事業）

苗テラス（育苗施設）

取組の成果

みやこ学園（就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型）
社
会
福
祉
法
人
み
や
こ
福
祉
会

播種パネル

ポットファームシステム
によるメロン栽培

所在地▶沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地の１
連絡先▶TEL：0980-73-1717 FAX：0980-73-8005
E-mail:miya-gaku@cronos.ocn.ne.jp
ウェブサイト▶http://www.miyakofukushikai.jp/yasailand.html
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【取組のプロセス】
働く場や入所施設
が乏しく、障害者
が在宅を強いられ
ている状況
福祉的就労から一
般就労への移行に
結びつけるため、
A型事業所の設置
が急務

2001年

2001年～

○ 2001年(H13)、島内での養護学校卒業後の就労が難しい中、障害者の働く場の確保のた
め、社会福祉法人として発足、島内初の知的障害者通所助産施設「みやこ学園」を開園。
○ 在宅障害者や保護者からのニーズに応えるため、2004年(H16)に分場アダナスを開所。

「野菜ランドみやこ」を開設、葉物野菜の周年栽培を実現

2010年～

福祉的就労の工賃
アップの必要性
社会福祉施設等施
設整備費(厚労省)
を活用し、新アダ
ナス施設を整備

○島内で暮らす障害者の働く場の確保と地域ニーズに
応えるため、周年栽培可能な野菜の生産を開始。

障害者の地域での就労を可能にし、地域での生活を支援

島内で常時手に入
る新鮮な野菜への
ニーズ
社会福祉施設等施
設整備費(厚労省)、
障害者作業施設設
置等助成金
(JEED)を活用し、
野菜ランドみやこ
等を整備

きっかけ

○ 作業能力はあるものの一般企業に就労出来ない方を雇用する就労継続支援Ａ型事業所の設
置運営が急務であると考え、2010年(H22)に「野菜ランドみやこ」を立ち上げた。
○ 当初は、宮古島の気候を活かした農業を検討していたが、作業時期の偏りや他の農家との
競合を考慮し、葉物野菜やトマトの養液栽培による周年栽培を実現。
○ 2015年(H27)には、福祉的就労の工賃アップのため、個々の能力が十分発揮できるよう
構造化された作業環境と採算性の高い栽培システム(ポットファーム)を整備した「トマト
ランドみやこ」(B型事業所)を設立、大玉トマトを栽培し県内大手スーパーへ出荷。

野菜ランドみやこでの栽培状況

メロンランドみやこのみなさん

「レストラン太平山」オープン、地域の方との交流の場を提供

2018年～

農水省の農山漁村
振興交付金（農福
連携対策）を活用
し、育苗施設の
LED照明等を整備

○ 2018年(H30)、地域や法人で生産している野菜を食材とした料理を提供する「ビュッ
フェレストラン太平山」(B型事業所)をオープン。接客員と客の関係で地域交流の場を生
み出すほか、普段障害者の方と触れあう機会のない地域住民の障害への理解が深まった。
○ 2020年(R2)、トマトランドみやこを「メロンランドみやこ」に変更。コロナ禍の影響受
け出荷が滞っているトマトに代わり、贈答品としての需要が期待できるメロン栽培を開始。
○ 法人の設立から2021年で20年を迎え、事業所は６ヵ所に利用者は103名に拡大。農業に
携わる障害者数も、H22年当初の18人から24人(R2)に増加。
○ 低コスト栽培などの工夫により収益を伸ばし、県平均を上回る賃金・工賃を実現。

アダナスの外観
(レストラン、パン工房)

障害者のニーズを受け止め、日本一住みやすい宮古島を目指す

今後の
展望

○ 障害をもつ方やその保護者が安心して住める地域社会の構築のため、本人の「こうした
い」「こうありたい」をニーズと受け止め、目に見える形で地域の環境を整備していく。
○ 「この島で生まれてよかった」と実感できるように地域全体と協力して障害者を支援し、
小さな宮古島が日本一住みやすい島となるよう、引き続き取り組んでいく。

レストラン太平山のみなさん
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