
○「ユニバーサル就労による耕作放棄地再生事業」により、取組以降、
約25haの耕作放棄地を再生。

○連携する就労継続支援Ｂ型事業所の利用者延1,855人が就労し、直近
の工賃時給額が対前年3.5％増加。

○「いちご観光農園」、「ミニトマト園」、「さつまいも圃場」及び関
連施設の整備により地域雇用を創出。

○上述の農産物を原料としたスイーツの開発及び販売。
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○ NPO法人山陰福祉の会と連携し「ユニバーサル就労による耕作放棄地再生事業」に障がい者の農業就
労を連携させた耕作放棄地の解消及び、県平均工賃の３倍を支給可能な農福連携システムの構築を行う。

⚫ 所在地：鳥取県米子市
⚫ 地域指定：都市的地域
⚫ 団体名：株式会社シルクファーム
⚫ 選定表彰：

・H29 クボタｅプロジェクト
（主催：株式会社クボタ）

・R元 ディスカバー農山漁村の宝 第６回

地区選定 奨励賞（主催：農林水産省） etc.

⚫ 主力商品：いちご、ミニトマト、

さつまいも

基本情報

○平成27年度以降、米子市内の耕作放棄地を整備・改修し、圃場や農業施設等を設置。
○NPO法人山陰福祉の会と連携し、当該法人が運営する就労継続支援B型事業所の利用
者が、農産物の生産・選果・パック詰め等の施設外就労を実施。

○令和元年度から農福連携事業に関わり、(株)クボタの協力を得て障がい者就労の利便
性・安全性・効率性を高める目的でスマート農業システムを導入して就労環境を整備。

○グループ会社（(株）KOGANE）が農場で生産された農産物を原料としたスイーツ商
品を開発し、境港市で運営する飲食店３店舗で販売。

○農福連携活動を、報道によって県民等に積極的な活動周知を実施。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶鳥取県米子市富益町4670番地7

連絡先▶TEL：0859-21-5220 FAX：0859-21-5221

E-mail：kenichi_kinutani@silkfarm.jp

ウェブサイト▶http://silkfarm.jp/

株式会社シルクファーム
鳥取県
米子市



【取組のプロセス】

農福連携の取組み開始

○ 平成29年、株式会社日南シルクファームを設立。

○ 平成30年、特別支援学校の卒業生２名を雇用。また農福連携活動をさらに推進するため、
特定非営利活動法人山陰福祉の会と連携。独自の「農福連携就労システム」を構築。

2015年～

2017年～

2018年～

2020年～

今後の
展望

きっかけ
急増する耕作放棄地解消のため「ユニバーサル就労による耕作放棄地再生事業」
を開始。耕作放棄地の受け皿として株式会社富ますシルクファームを設立。

農福連携の開始

○ 圃場の草刈り、玉ねぎの選別、さつまいもの販売など、農福連携を開始。

○ 令和元年、株式会社クボタの協力を得てスマート農業システム導入。労働負荷を低減し、
障がい者等が就労しやすい環境を整備。（ミニトマトでのANSポット栽培導入は中四国初）

○ 令和元年、NPO法人山陰福祉の会が設置・運営する「ノウフクスーパー」での農産物販売。

株式会社の合併、名称変更

○ 令和２年、株式会社シルクファームを設立。

○ ミニトマトの本格的な収穫、選果の農福連携を開始。

○さつまいもやその他の農作物で、連携強化を図る。

農福連携の更なる推進

○ ノウフクJASの認証を取得し、生産・製造等に係る障がい者の「自信とやりがい」の創出。

○ 耕作放棄地の活用増加により農福連携活動を拡大し、障がい者の就労人数の増加。

○ 障がい者の農業関連技術の習得を促進し、農業への一般就労移行。

○ 「農福連携モデル県・先進県」となるよう、農福連携の県内浸透。

空き家の増加
耕作放棄地の増加

地域活力の低下

年間を通して農福
連携を継続するシ

ステムつくりを構
築

生産部門に関わる
農福連携に携わる

利用者数が述べ約
1,000人

株式会社クボタの
協力



○ LED植物工場で生産される野菜は無農薬・低細菌・安心安全な野菜として「とれたて
菜」のネーミングでスーパー・直売所で広く販売。

○特別支援学校の農業実習性を受入れ、一般就労に役立てている。
○設立当初から勤続している障がい者も多く定着率が高い。
○令和元年の売上高は取組当初の約4.8倍（約107百万円）へと増加しており、平均給与
についても売上高に比例して上昇（約1.2倍、約10万円）している。
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○ 湯梨浜町の廃校を改修した施設で主に野菜・キノコの生産や、完全密閉型人工光利用による植物工場
での高付加価値・高品質の野菜生産のほか、地域特産である二十世紀梨の栽培補助などを実施。

⚫ 所在地：鳥取県東伯郡湯梨浜町
⚫ 活動地域：中間農業地域
⚫ 団体名：株式会社

センコースクールファーム鳥取
⚫ 選定表彰：

・H29 障がい者就労支援功労賞

県知事表彰（主催：鳥取県）

・R2 ディスカバー農山漁村の宝 第７回

地区選定（主催：農林水産省）

⚫ 主力商品：

葉物野菜、舞茸・椎茸、

二十世紀梨

基本情報 取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350番地

連絡先▶TEL：0858-35-5238 FAX：0858-35-5268 E-mail：ta-ohnishi@sknet.senko.co.jp

ウェブサイト▶https://www.senko-sf.jp/

株式会社センコースクールファーム鳥取
鳥取県
湯梨浜町

鳥取県中部総合事務所               JA鳥取中央農業人材センター 

福祉保健局障がい者支援課      

 

JA鳥取中央                     グループホーム 

選果場・加工施設                  障がい福祉サービス事業所 

農家 農業法人                   就労継続支援 AB型事業所 

                             特例子会社（センコースクールファーム）                                        

 

 

障害者支援センターくらよし 

ハローワーク倉吉 

〇ビニールハウス水耕栽培により十数種類の葉物野菜（レタス等）を生産。リーダーの指示
のもと、は種～育成・収穫～梱包・出荷までの作業を障がい者が主に従事。

○施設内で舞茸・椎茸の菌床栽培（菌床の製造・培養～育成・収穫～梱包・出荷）を行って
おり、長年携わっている障がい者は順調に作業をこなしている。

○東郷二十世紀梨地域連携栽培プロジェクトと連携し、新たな販売形態（梨オーナー制度）
に取り組み二十世紀梨の減少に寄与している。また、梨の交配・摘果～収穫・剪定及びＪ
Ａ梨選果場での選果作業に障がい者が従事し、労働力不足を補っている。

○らっきょう・白ネギの出荷最盛期には、近隣農家から依頼される根切りや皮むき作業及び、
選果場での作業、また芝生の除草作業などに障がい者が従事している。

○各種作業工程別に手順書等を作成し作業ミスを防止するよう工夫。また、作業開始前には
必ずミーティングを行い、作業内容を理解し安全に作業できるよう取り組んでいる。

ハウス野菜収穫

白ネギ皮むき

きのこ接種

らっきょう根切り



【取組のプロセス】

地域密着型企業として設立、地元に貢献できる取組を開始

○ 平成23年、特例子会社として認定

○ 平成24年、中部とっとりタケノコ振興会の事務局として、タケノコ加工事業を開始。

○ 平成26年、梨プロジェクトの一員として、耕作放棄された梨園で梨栽培を開始。

（写真）

2010年～

2011年～

2016年～

2018年～

今後の
展望

きっかけ
センコー株式会社の新規事業として農業に参入するために、鳥取県及び湯梨浜
町と進出協定を結び、障がい者雇用を目的とした特例子会社を設立。

蓄積した栽培ノウハウを生かし、高度な生産へ挑戦

○ 平成28年、完全密閉型人工光利用による植物工場を建設。高付加価値・高品質野菜の生
産開始。

〇 平成28年、梨オーナー制度を実施、センコーグループ従業員を中心にオーナーを募集

○ 平成30年、キノコ菌床製造設備を新設。

さらなる地元への貢献、商品の付加価値向上を求めて

○ 平成30年、梨オーナー制度の拡大（湯梨浜町ふるさと納税返礼品登録など、オーナー数

は開始当初から3倍増） 。

○ 令和2年、鳥取県、（社）氷温協会と連携『氷温熟成舞茸 鳥取の宝』を開発。

〇 令和2年、『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』に選定。

地域密着型企業として

○ 安全・安心を意識した生産管理のもと、地域社会の持続的な発展への貢献を推進。

〇 生産量拡大により障がい者を含む、地元雇用の増加に貢献。

○ 鳥取大学指導のもと、水耕ハウス設備や完全人工光型植物工場での栽培実証実験を行い、
生産性がより向上する設備の研究を継続。

（写真）

耕作放棄地の増加
地域活力の低下

高齢化、後継者不
足などの地域農業

の課題解決の為、
タケノコの水煮加
工作業、梨畑での

作業を障がい者中
心に実施。延べ
200人以上が作業

さらに地元との連
携を強め、雇用の

場を拡大

高度設備導入によ
り、作業を単純化、

簡素化し、より安
全に誰もが作業に
従事できる体制を

整備



○受託農地の拡大に伴い栽培品目及び面積を拡大。たまねぎは斐川町の
たまねぎ栽培面積の１割以上、キャベツ及び白ねぎは地域トップクラ
スの栽培面積であり、産地の維持発展に貢献。

○令和元年の平均工賃は約26千円であり、県平均（約20千円）を大き
く上回る。

○収穫祭（太陽の里まつり）には、
地域より毎年多数の来園者があり、
地域交流の一翼を担っている。
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○ 農業は、作業内容を細分化することで重度の障がい者にも作業提供が可能。自らの活動の舞台を「地
域農業」とし、施設利用者が「地域の一員として、一人一人が輝ける」ことを目的としている。

⚫ 所在地：島根県出雲市
⚫ 活動地域：中間農業地域
⚫ 団体名：社会福祉法人 喜和会

障害者支援施設 太陽の里
⚫ 表彰剪定：R2 ディスカバー農山漁村の宝

奨励賞（主催：農林水産省）

⚫ 主力商品・イベント：
たまねぎ、キャベツ、白ねぎ、トマトの
ミックスソース、味噌
・収穫祭（太陽の里まつり）

基本情報

○就労継続支援Ｂ型
「農産班」
・地域振興作物（たまねぎ、キャベツ、白ねぎ等）の拡大に精力的に取り組む。
販売はほぼ全量を地元JAに出荷し、産地の維持・発展に貢献。

・地域特産の「出西生姜」の生産を農家から引継ぎ、産地維持に努力。
「食品加工班（6次産業化）」
・トマトのミックスソースや味噌等の加工品製造および販売。

「作業請負班」
・せわやき隊と称し、高齢農家や大規模農業法人の作業請負を実施。

○生活介護
・B型から野菜の調整・出荷作業等を受託。厨房で使う給食用野菜を栽培。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶島根県出雲市斐川町名島90番地

連絡先▶TEL：0853-72-9125 FAX：0853-72-9122

E-mail：kiwakai2@bridge.ocn.ne.jp

ウェブサイト▶http://taiyounosato.or.jp/ 

社会福祉法人喜和会 障害者支援施設太陽の里
島根県
出雲市

             

障害者支援施設 太陽の里             

                                                

       就労継続支援B型       

                           JAしまね 

               農産班        地域農家、営農組合 

                         島根県就労事業振興センター 

                            

              食品加工班         ≪福福連携事業所≫ 

              （ミックスソース）      

（トマトソース）新商品開発（専門家派遣）              

              （味噌、焼肉のたれ） 

            作業請負班 

              （施設外支援） 

              （せわやき隊）              

生活介護 

 



【取組のプロセス】

新たな事業体系へ移行

○ 平成21年、障害者支援施設太陽の里（施設入所支援、生活介護、就労継続支援Ｂ型）とし
てスタート。

○ 平成24年、就労継続支援Ｂ型の活動を農業に特化。栽培品目・耕作地の増。

1986年～

2009年～

2014年～

2016年～

今後の
展望

きっかけ
知的障害者授産施設「太陽の里」開設。農耕班・木工班・下請班に分かれ
て作業。斐川町地域は県内でも有数の農業地帯に位置しており、地元農家
から農作業の手伝いを依頼されることが多かった。

せわやき隊の活動開始

○ 平成26年、ＪＡ斐川を通じて、全世帯にせわやき隊（農作業受託）のチラシを配布。

○ 平成27年、キャベツ、白ねぎの作業受託（収穫～出荷）を実施。

福福連携（5事業所）により、トマトのミックスソース加工数量が拡大。

視察の受入れ、情報発信

○ 平成28年、県内外から農福連携の視察受入れ増加。

○ 平成30年、農業新聞、NOSAI通信、月刊誌（さぽーと）取材などにより情報発信。

初代施設長の思いをつないで

○ 職員が作業環境や工程を工夫することで、障害を持った方々が活躍する仕事はきっとある。

○ この思いをもとに「障害を持った人たちに就労の場を！」

せわやき隊による堆肥広げ

プロジェクトメンバー

白ねぎの収穫

・下請作業はバブル崩壊

後、衰退してきた

・JA野菜部会に加入し、

玉ねぎ栽培の指導を受け、

取り組む

・太陽の里の農業が地域

から認められ農地引き受

けが増え、生産拡大につ

ながる

・地域の転作を補う

・せわやき隊の受託件

数が増加。年間延べ2千

人以上の利用者が参加

・大型農家、営農組合

との連携により作業量

増加

・農福連携補助金を活

用し、機械、鍋の整備、

金属除去器の導入

・農地や農産物の拡大

により産地交付金を受

ける

・赤い羽根共同募金に

より、白ネギ根切り皮

剥ぎ機を導入

効率化、新商品の開発

○ 令和元年、受託農地を事業所周辺に集約。（農地中間管理機構仲介）

○ 令和 2年、職種を超えた若手職員チームがヘルシー志向のトマトソースを新たに開発。



○他の農業法人でも、弊社の取組みをきっかけに福祉関係者と連携して
みたいとの相談が増加。

○農業は「障がい者にはできない」との声を「障がい者でもできる」に
変えることができた。

○令和元年の売上高は取組当初の約2.4倍（約34百万円）へと増加して
おり、平均給与についても売上高に比例して上昇（約10倍、63千
円）している。

28

１

○ 高齢者・障がい者の社会参加機会の拡充の為の生産基盤を創出し、善意的な購買ではなく商品が良い
から購買が進むモノづくりを実践。笠岡湾干拓地において青ネギを中心に通年栽培を実施。

⚫ 所在地：岡山県倉敷市
⚫ 活動地域：都市的地域
⚫ 団体名：合同会社ど根性ファーム
⚫ 選定表彰：

・H30 ６次産業化優良事例表彰 奨励賞

農福連携賞（主催：６次産業化推進協議会）

・R元 ディスカバー農山漁村の宝 第６回

地区選定 ビジネス部門（主催：農林水産省）

⚫ 主力商品：青ネギ、カットネギ

基本情報

○就労継続支援A型事業所「リンクスライヴ」と農作業、カット加工等で連携し農業を
拡大。

○カットネギの販売チャンネルを業務用に特化し、梱包単位を500ｇ・１kgの２択に統
一することで作業を単純化。数字が読めない障がい者でも梱包できるように工夫。

○障がいや能力の多様性を考慮し、全てを機械化して効率化を図る訳ではなく、座位で
作業できるラインを設置するなど、非効率でも自分のペースで作業できる環境を形成。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶岡山県倉敷市茶屋町2102-14

連絡先▶TEL：086-420-1500 FAX：086-428-0946

E-mail：yamada@soushinkai.com

ウェブサイト▶http://dokonjou-farm.com/

合同会社ど根性ファーム
岡山県
倉敷市



【取組のプロセス】

ＮＰＯ法人の設立

○ 平成23年、特定非営利活動法人未来想造舎和－久（わーく）を設立。就労継続支援Ｂ型事
業所として作業開始。

○ いろいろな野菜を作ったけれどどれも売り物にならず、作業にもならず。

2010年～

2011年～

2012年～

2014年～

今後の
展望

きっかけ
株式会社創心會にて、高齢者のリハビリ後の社会参加の場として居場所づくり
の為に農作業体験を開始。

合同会社ど根性ファームの誕生

○ 平成24年、農業へ本格参入するため、特定非営利活動法人未来想造舎和－久（わーく）か
ら農作業を独立させ、合同会社ど根性ファームを設立。

○ 平成24年、大規模農業実施のため笠岡市の笠岡湾干拓地へ農業参入。青ネギの生産開始。

６次産業化（カットネギの加工・販売）を開始

○ 平成26年、カットネギの加工・販売を開始。6次産業化に伴い売上高も増加へ。

○ 平成29年、連携する障害福祉サービス事業所が、就労継続支援Ｂ型事業所→就労継続支援
Ａ型事業所へ事業形態を変更。

常識にとらわれず「無理」を「可能」に

○ 今後とも、堂々と日の当たる場所で活躍し、どんどんチャレンジし、自分の特性を知る努
力をし、失敗し成長を促進していく。

○ インクルーシブな地域を共に連携し創造していく。

トラクターもない。
桑とスコップと手

押し耕運機からス
タート

居場所を作るには
作業を安定化し毎

日作業が必要。

売上を伸ばし、作
業の選択肢を増や

すことが雇用につ
ながる。

平成30年度豪雨
被災農業者向け経

営体育成支援事業

豪雨後のネギ畑

復活したネギ畑



○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。

○令和元年の平均工賃は取組前の約２倍（約14千円）であり、県平均
（15千円）に近づきつつある。

○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、障がい福祉
に対する理解が生まれた。
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１

○ 障がい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。

⚫ 所在地：山口県阿武郡阿武町
⚫ 活動地域：山間農業地域
⚫ 団体名：社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ

のんきな農場阿武事業所
⚫ 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

基本情報

○山口県学校給食会との連携
・知的・精神・発達などの障がい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。

・製造過程で障がい者が目視検品を行っており、異物混入はほぼない。
・障がい者が農業に取組み、規格外の野菜を使用し、安心安全な商品を提供している
ことが物語となり、食育となって学校の栄養士から
リピートオーダー。

・協力農家は捨てるものがお金になり、かつ障がい者が
ハウス内を完全に綺麗にするので、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・田植え機への受け渡し・パレット洗
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、障がい者がハゼ干しを行い付加価値のついた天日干し米の販売。

取組の概要

取組の成果体制図

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/

社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ のんきな農場阿武事業所
山口県
阿武町

社会福祉法人EGF

（農）福の里 地域農家

連携栽培・技術提供

役務提供・買い取り

商品化・納品

山口県学校給食会

県内すべての小・中
学校給食へ



【取組のプロセス】

社会福祉法人の認可取得

○ 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）

2008年～

2010年～

2016年～

2020年～

今後の
展望

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。

新たな事業所の開設

○ 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。

○ 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。

認定農業者として認定

○ 令和２年、認定農業者として認定される。

○ 地域のほうれん草農家からB級品の収穫依頼が激増 Wiｎ-WINの関係性の構築。

〇 農事組合法人福の里との連携強化 田植え・草刈りと切っても切れない関係性。

障がい者が地域農業の継承者に成り得ることを確信して

○ 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、障がい者が
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、障がい者の就労の場
の拡大、居場所づくり、社会参加へ繋げていく。

（写真）

（写真）

（写真）

空き家の増加
耕作放棄地の増加

地域活力の低下

年2ｔのりんご
ペーストの生産

６次産業化の基礎

ハゼ干し米の共同
生産

協力農家が10軒
130haのすべての

田植え補助

６次産業化ネット
ワーク交付金事業

の活用



○農業における障がい者の活躍が、衰退を続ける農業に貢献できること
を実証。

○障がいがあっても、職業人として農業に従事することができることを
実証。

○６次産業化による連携により、就労継続支援Ｂ型事業所の業務増加・
工賃向上に寄与。

○令和元年の平均賃金は約129千円であり、全施設の県平均工賃（35千
円）を大きく上回る。
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○ 障がい者雇用農園を設立し、障がい者と共にトマトの生産及び販売を開始。さらには近傍の障がい者
就労支援センターと協働し、ドライトマトの製造・販売を開始。令和２年にはノウフクＪＡＳ認定取得。

⚫ 所在地：徳島県板野郡北島町
⚫ 活動地域：都市的地域
⚫ 団体名：はーとふる川内株式会社
⚫ 選定表彰：

・H25 障害者雇用優良企業（主催：徳島県）

・H27 高齢・障害・求職者雇用支援機構
理事長賞（主催：高齢・障害・求職者雇用支援機構）

・H30 ディスカバー農山漁村の宝 第５回

地区選定（主催：農林水産省）

・R2 障害者雇用に関する優良な中小事業主に

対する認定（主催：厚生労働省） etc.

⚫ 主力商品：トマト、ドライトマト

基本情報

○平成26年、障がい者の新規職域開発としてハウストマトの生産・販売を開始。
○平成27年、障がい者就労支援センターと協働してドライトマトの製造・販売を開始。
○平成29年、「とくしま安２GAP」の認証を取得し、安全な職場整備と安心安全なトマトを
市場に送れるようになった。

○令和２年にノウフクJAS認証事業者となり、全国的な農福連携の啓発を目指している。
○知的障がい者の職域として取組を開始。その後、精神障がい者や発達障がい者の就労の場
として活用できることが分かり、個々の障がい特性に応
じた支援や指導を行うことで、職業人として農業に従事
することが可能となった。

○ドライトマトは、「当社の障がい者が育てたトマト」を
「障がい者支援センターの障がい者が加工」し「当社の
障がい者が販売」する農福連携６次産業化を実現。

○農福連携等応援コンソーシアムや農福特例子会社連絡会
の会員となり、農福連携の普及活動を推進。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶徳島県板野郡北島町高房字居内1-1

連絡先▶TEL：088-678-5276 FAX：088-678-5295 E-mail：hf_info@otsuka.jp

ウェブサイト▶http://www.heartful-kawauchi.co.jp/

はーとふる川内株式会社
徳島県
北島町

・商品購入

・商品販売
・農福連携
PR

顧客

はーとふる川内株式会社

障がい者就労支援センター

トマト栽培・選果・袋詰め

ドライトマト製造・袋詰め（農福連携）

販売農福連携
障がい者雇用（ ）



【取組のプロセス】

グループ会社からの提案、技術提供によりトマトの生産・販売に着手

○ 平成26年、農地を賃借し、障がい者雇用農園を開設。ハウストマトの生産・販売を開始。

当初は知的障がい者の職域として取り組みを開始したが、精神障がい者・発達障がい者も
就労を通じて活躍している。

（写真）

2011年～

2014年～

2016年～

2017年～

今後の
展望

きっかけ
大塚製薬株式会社の特例子会社として設立。
知的障がい者のための新たな職域開発としてアグリ事業に注目。

農福連携６次産業化の構築

○ 平成28年、同じ地区内にある障がい者就労支援センターと協業し、「当社の障がい者が育
てたトマト」を「障がい者就労支援センターの障がい者が加工」し「当社の障がい者が販
売」する農福連携６次産業化を構築。

各種認証の取得

○ 平成29年、とくしま安２ GAPの認証を取得。安全な職場整備・安心安全なトマトを提供。

○ 令和２年、ノウフクJASの認証を取得。

〇 同年、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定（もにす認定）取得。

農福連携の全国的普及へ

○ 農福連携等応援コンソーシアムや農福特例子会社連絡会への参画を通じ、全国的な農福連
携の普及活動を推進していく。

○ ノウフクＪＡＳ生鮮食品の流通・需要を通して農福連携の啓発を継続していく。

（写真）

（写真）準備中

農業の担い手が
なく、約1haの
農地を80歳の女
性が一人で管理
する農地を活用
したい

栽培ハウス
(2,824㎡)を竣工
障がい者3名を雇用

障がいのある社員
の働く場の安全、
生産物の安全、環
境保全を目的とし
てＧＡＰ取得

栽培ハウス
(3,456㎡)を増設

障がい者就労支
援センターとド
ライトマトを商
品開発
ドライトマトを
通じ、農福連携
と6次産業化に
着手

ノウフクＪＡＳ認
証を取得

地権者と徳島県
阿波市との協定
で、農地を借用



○にんにく農家は作業単価が５年間で２度値上げとなったが、作業を最
優先で対応することから好感を得ている。

○マニュアルの活用は、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。

○平成30年の平均工賃は約16千円であり、全国平均(約16千円)と同額。
○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。
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○ 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がい者の活用を推進。

⚫ 所在地：香川県高松市
⚫ 活動地域：都市的地域
⚫ 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
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 個人部門（主催：農林水産省）

⚫ 主力商品：にんにく、たまねぎ、青ねぎ、

アスパラガス

基本情報

○就労センターは、毎月下旬に農家から翌月の依頼内容を確認。募集文及びカレンダー
を会員である障害福祉サービス事業所（以下「施設」）へ送付。

○施設は、カレンダーの参加予定日の枠に作業人数・時間等を記入し、就労センターへ
提出。

○就労センターは、翌月のスケジュール表を作成し、農家及び施設へ送付。
○施設は、現地で作業を実施し、終了後作業報告書を就労センターに提出。
○就労センターは、施設から請求書が届けば、下旬納期で農家に請求書を郵送。月末に
手数料を差引き施設に支払う。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶香川県高松市元山町1193番地2

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/

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

にんにくの収穫作業 にんにくの収穫作業 さつまいもの毛むしり作業



【取組のプロセス】

協議会の名称変更、NPO法人格の取得

○ 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。

1983年～

1996年～

2011年～

2012年～

今後の
展望

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

共同受注窓口業務開始

○ 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。

各種事業の継続的取り組み

○ 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。

○ 令和元年～、農福連携事業を実施。

地元農家の作業支援は地元施設で

○ 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。

○ 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。問題は、にんにくの作業時期との重なりと施設の作業時間。

障害者施設等での
授産事業・地域福

祉の発展を推進

コーディネーター
を中心に「共同受

注」の展開

利用者の工賃向上

各種県事業の活用

アスパラの定植作業

引きこもり当事者会による
レタスの定植作業

青ねぎ洗浄・コンテナ投入作業



○障がい者等の受入れが農業のみにとどまらず、林業・水産業へも波及。
○就業定着も進み、担い手としての能力向上も見られることから規模拡
大する農家もみられる。

○働く障がい者等が体験談を共有することで相互理解が深まり、ピアサ
ポーターの役割を考えるようになってきた。

○令和２年の障がい者等の就労者数は71人であり、取組当初の約4.5倍
となっている。
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○ 「障がいがあっても仕事ができる！障がい等の有無に関係なく、すべての人が生きがいを持って自分
らしく生活できる社会の実現」を目的に、農業分野と福祉分野の支援体制・連携の確立に取組んでいる。

⚫ 所在地：高知県安芸市
⚫ 活動地域：中山間農業地域
⚫ 団体名：安芸市農福連携研究会

JA高知県安芸地区安芸営農経済
センター

⚫ 主力商品：ナス、ユズ

基本情報

○毎月の定例会を通じ、就労している障がい者等一人一人の問題を共有し解決に向け、
関係機関との情報共有・情報交換を積極的に実施。

○就労を希望するがハローワークなどで断られ一般就労は難しいとされた方を、関係機
関やJA高知県安芸地区無料職業紹介所で受入れ可能な農家に紹介し、実際の作業体験
を通じて就労につなげている。

○労働力としての施設外就労ではなく、働く仲間として農家と障がい者等が直接つなが
る関係が構築されている。

○農作業の細分化や安芸農業振興センターの農作業動画を作成するなど、わかりやすく
簡単に作業できるよう工夫。

○農閑期には一般社団法人
こうち絆ファームが就労の
受け皿となっている。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶高知県安芸市幸町1-16

連絡先▶TEL：0887-34-8325 FAX：0887-35-8512

E-mail：aki-einokikaku@ja-kochi.or.jp

ウェブサイト▶https://ja-kochi.or.jp/

安芸市農福連携研究会 ＪＡ高知県安芸地区安芸営農経済センター
高知県
安芸市

ＪＡ職員による農福連携勉強会 雇用拡大に向けた研修会



【取組のプロセス】

安芸市農福連携研究会の発足

○ 平成30年、安芸市農福連携研究会発足。以降、下記の取組みを継続的に実施中。

・定例会

→毎月開催し、関係機関との情報交換を積極的に実施。

・講演会＆説明会＆研修会

→安芸市における農福連携の仕組みづくりと障がい者理解についての講演、実際に障が

い者等を雇用している農家の体験発表などを実施することで、取組みに対する理解の

醸成。

・視察研修及び視察受入

・農業体験

→農作業や集出荷場の作業を実際に体験することで就労定着。

2013年～

2018年～

2019年～

今後の
展望

きっかけ
自殺対策のためのネットワーク会議を発足。会議を重ねることで関係機関の
連携が深まり、自殺以外の課題にも対応できる体制が整い始めた。かけ

農業就労支援サポーターを導入

○ 令和元年、農業就労支援サポーターを導入。障がい者等の心のケアや農家の支援を担うこ
とで、就労定着につながっている。

台風の目となり活動継続へ

○ 安芸市から始まった「農福連携」が台風の目となり、県内各地域へ、さらには日本全国へ
広がり「すべての人が生きがいを持って自分らしく生活できる社会の実現」に向け、安芸市
農福連携研究会は活動を継続していく。

喫緊の課題である
自殺対策から検討

が始まった

会議を重ねるごと
に自殺以外の課題

にも対応できる体
制が整備された

不登校の子どもを
抱える家族を対象

に収穫体験を実施
引きこもりを未然
に防ぐ

高知県農業会議農
福連携推進支援障

がい者等施行就労
受入体験事業を利
用し収穫体験

高知県農業労働力
確保対策事業を活

用し「農福連携高
知県サミットinあ
き」を開催

雇用に向けた作業体験

農業就労支援サポーターの活躍

研究会メンバーによる
現場作業確認


