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株式会社エール にじのいろ

青森県
弘前市

○ 平成27年4月に産業廃棄物関連の作業を主とする就労継続支援A型事業所「にじのいろ」を開設。その後、自立
支援等を目的とした新たな仕事として農業に着目し農作業受委託を開始。平成30年度には耕作放棄地を取得し、
令和2年度より本格的に農業を開始。
基本情報





取組の概要

所在地：青森県板柳町
活動地域：平地農業地域
団体名：株式会社エール にじのいろ
主力商品：ピーマン

○ 就労継続支援A事業所「にじのいろ」は、耕作放棄地5,000㎡を取得し、JAや地元農家の協力
を経て野菜栽培に適した土づくりから開始。
〇 積雪地域での周年栽培、生産数量及び収益向上を目指し、農山漁村振興交付金を活用して
ビニールハウスを設置し、AI搭載の全自動養液土耕システムを導入。
○ 積雪の多い冬季期間も農作業を行う事が出来、障害者の雇用確保に貢献。

１

ピーマン苗定植作業中

体制図
株式会社エール

作業指導

定植3ヶ月後

収穫作業中

取組の成果

就労継続支援A型事業所にじのいろ
JAつがる弘前
弘前中央青果株式会社
有限会社渋谷種苗店

○ 周年作業が可能となり新たな作業が生まれたことで障害者の就労意欲が高まり、
出勤率が70％程度の者も90％まで上昇。
○ 平均賃金も開設当時月56千円（平成27年）から67千円（令和元年）と
年々増加。
○ 耕作放棄地の活用や地元との交流により地域活性化に貢献。
所在地▶青森県北津軽郡板柳町大字横沢字東宮元12-12
連絡先▶TEL：0172-55-6682 FAX：0172-55-6683
E-mail:megumi@nijimo-iro.jp
ウェブサイト▶http://nijino-iro.jp/

【取組のプロセス】
株式会社エールを
設立

2015年
2月～

2015年
4月～
自立支援等を目的
とした新たな仕事
として農業を検討

きっかけ

一人の利用者の希望がきっかけで、自立支援等を目的とした新たな仕事
として農業を検討。

就労継続支援A型事業所

にじのいろ開設

○ 一般企業などで働くことに不安を覚えたり、困難である障害者の方に対して「お仕事の
場」を提供することを目的に開設。
○ 当初は産業廃棄物関連の作業を主に実施。

農作業受委託を開始

2016年～

〇 その後、地元農家の請負作業を本格的に開始（野菜関係）。

収穫終了後の片付け作業

〇 障害者に向いている農作業を模索しつつ、全スタッフともに農作業のノウハウを一から
習得。

2018年、耕作放棄
地5,000㎡を取得

農山漁村振興交付
金を活用し、ビ
ニールハウス、
AI搭載の全自動
養液土耕システム
を導入

○ 地元農家の請負作業を体験的に開始（リンゴ関係）。

2019～

本格的に農業を開始
○ ビニールハウス等の施設整備により、積雪地域での周年作業を可能にし、障害者の雇用
確保に貢献。

収穫中の記念撮影

○ 耕作放棄地を有効活用することで、近隣のりんご畑の害虫発生を抑制することが可能と
なり、地元産直施設への積極的な出荷などにより地域交流が生まれ共生社会の実現に貢献。
〇 ノウフクJAS取得に向けたセミナーを受講。

ピーマンの計量作業

～障害者の誰もが働ける『お仕事の場』を提供～

今後の
展望

○ 農業へのチャレンジにより障害者の出勤率が向上。
〇 障害者の自信、やりがいを持たせるため、JA等と連携しながら、ノウフクJASの取得を
目指す。
ピーマンの出荷作業
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こうや

株式会社耕野

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、葉野菜の栽培・調整
作業を依頼する農福連携の取り組みを開始。障がい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





所在地：岩手県花巻市
活動地域：平地農業地域
団体名：株式会社耕野
主力商品：葉野菜（ベビーリーフ etc.）

取組の概要
○ 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いる 。
○ 社内でも専門家による「障がい者特性」について学ぶ研修会を開催し、障がい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）

定植パネルの回収

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/

【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
ビーリーフ等の葉野菜の周年栽培を開始。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～

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。

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。

2019年～

Ｊ GAP （青果物）認証農場 認定
○平成31年1 月 Ｊ GAP （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

今後の
展望

○ 様々な個性を持つ障がい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、収益性と障がい者の働きがいを両立した労働環境整備を進めていき
たい。
○ 日々、作業改善の連続であり、障がい特性に合わせた環境で淡々と作業を行うことの
できる障がい者。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。

社内での障がい者特性
についての定期研修
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一般社団法人松島のかぜ

宮城県
松島町

○ 就労継続支援A型事業所を平成25年８月から運営。主に農業・漁業を通して通所による就労の機会を提供し、
障害者の一人ひとりに合った仕事を提案。
基本情報





所在地：宮城県松島町
活動地域：平地農業地域
団体名：一般社団法人松島のかぜ
主力商品：米、ナス、ミニトマト
牡蠣（むき身）

取組の概要
○ 「一般社団法人松島のかぜ」は、障がい者が自立した社会生活を営むことが出来るように、一般就労に必要な
知識や能力向上に必要な訓練を適正かつ効果的に行い、主に農業・漁業を通じた通所による就労の機会を提供。

etc.

○ 現在、身体・知的・精神障害を持つ18名（定員20名）は有限会社FF磯崎が経営する農地（56ha）と牡
蠣養殖場(むき身10tを生産)で就労。地域のベテラン農業者や子供たちも参加して障害者と共に農作業等を行っ
ており、地域内の頼もしい労働力を提供する組織として定着。
○宮城県庁での産直販売会では、障がい者が自ら育てた米や野菜、生牡蠣を対面販売するほか、地域のＪＡや
漁協のイベントでの出店では、牡蠣ご飯や焼きハゼなどの調理販売も行う。

田植えの苗補給作業

体制図

キュウリの袋詰め作業

農作業のあと、地域の方々と記念写真

取組の成果

障がい者就労支援

○ 利用者が安定的な就労者となることで、地域の農業と漁業の産出額は震災
以前のレベルに回復し、その再生に大きく貢献した。
50百万円（平成25年）→100百万円（令和元年）
○ 農業漁業の他に配達作業などを通じて接客術も学んでおり、10名の一般就
労移行者を生んでいる。

一般社団法人
松島のかぜ

連携

有限会社
ＦＦ磯崎

○ 農業漁業で年間を通じた作業があり、5時間勤務ながら利用者は安定した工
賃（月額７～10万円）を得ている。
所在地▶宮城県宮城郡松島町磯崎字釜12
連絡先▶TEL：022-352-3256 FAX：022-352-3257
E-mail：matushimanokaze@gmail.com
ウェブサイト▶https://matushimanokaze.jimdofree.com/

【取組のプロセス】

震災により、離農
が続出し、半農半
漁を生業としてい
た磯崎集落は、極
端な労働力不足。

～2013年

きっかけ

震災後の農漁業復興のため、松島町と宮城県の指導を得て設立。

就労継続支援A型事業所として漁業家法人に労力提供開始

2013年～

○ 平成25年8月1日に設立し就労継続支援Ａ型事業所として、農漁家法人の有限会社ＦＦ磯

崎に対し、障害者就労による労働力提供を実施。

○ 東日本大震災により松島町内で働く障害者のほとんどの方が失業したこと、また、震災
をきっかけとした離農と労働力不足が背景となり、松島町と宮城県の指導を得て設立。
宮城県庁での産直販売

一般就労への移行者、１人目が誕生

2017年～

○ 平成29年4月に、１名が一般就労に移行。また、職安要請で、閉鎖される多賀城市A型事
業所から５名受入れ。
○就労に必要な知識や能力向上に必要な訓練を適正かつ効果的に行い、一般就労への移行に
向けて支援する。
ひとめぼれの精米袋詰め作業

優良な職業訓練の
場として町内外に
広く認知されてい
る。

2019年～

一般就労への移行者、10人目を達成
○ 令和元年７月には、10人目を達成。利用者は農業漁業の作業技術だけでなく、産直販売
会やイベント出店、ホテル・旅館・飲食店への配達作業などを通じて接客術も学んでおり、
それにより、10名（H29：5名、H30：3名、R2：2名）の一般就労移行者を誕生させてお
り、優良な職業訓練の場として町内外に広く認知されている。
青森県への1泊研修旅行

安心して楽しく健康的に働ける最高の環境作りに注力
○農業と漁業のそれぞれの分野で年間を通して様々な仕事があるので、障害者の一人ひと
りに合った仕事を提案している。

今後の
展望

○自分たちが作ったものがたくさんの人たちの食卓にならび、体をつくり、笑顔や命を支
えているつながりを感じることができる。
○連携しているＦＦ磯崎と共に、地域交流イベントに出店販売等で参加し、地域活性化に
大きく貢献。

仲間と働く感想を語る利用者

ちょうかい

05 株式会社鳥海フォス

秋田県
にかほ市

○ 株式会社鳥海フォスは、平成22年にＡ型事業所の許可、令和2年4月には就労継続支援B型事業所の許可を
受け、障害者の一般就労に向けて、作業訓練から自立支援にいたるまでの一貫した支援を行う。
基本情報





所在地：秋田県にかほ市
活動地域：平地農業地域
団体名：株式会社鳥海フォス
主力商品：米、自社栽培したイチジクを
利用した「イチジク・ジャム」

自社栽培のイチジク

取組の概要
○ 「顔の見える安心安全な農産物の生産」、農繁期における農家さんへの「施設外就労」、自社生
産のイチジクの「加工販売」、更には空き缶回収等の「リサイクル事業」、など４部門を基軸に、障害
者の自立と社会参加の促進を目指して事業を展開。
○ 障害者の適性をより的確に見出し、各種企業との連携を図り、一般企業への就労を進め一人で
も多くの障害者の社会参加を目指す。
○ 利用者数は21名。

田植え作業

体制図

稲刈り作業

農産物収穫祭での販売作業

取組の成果
○ 施設外就労は地域の農家から安定労働力として評価され、人材センターより
労働量が確保し易く、賃金も安く（時給500円）真面目であると評価される。
○ 昼間の人口が少ない時間帯で、地域の方々との交流は集落に賑わいを醸成
し、全体的に活気が出てきた。
○ 利用者の出勤率は高く、自立の意欲が出てきた。
所在地▶秋田県にかほ市畑字福田51
連絡先▶TEL：0184-44-8878 FAX：0184-44-8243 E-mail：chokai-foth@apost.plala.or.jp
ウェブサイト▶https://chokai-foth.amebaownd.com/

【取組のプロセス】
～2010年
【人材育成目標】
人に愛されること
人に褒められること
人の役に立つこと
人に必要とされること

きっかけ
株式会社

2010年～

株式会社鳥海フォスは「障害のある人の自立と社会参加は社会全体の課題」
と認識。
鳥海フォス設立、A型事業所認可

○ 平成22年7月に株式会社設立。同年11月にA型事業所として認可。
○ 障害者の適性をより的確に見出し、各種企業との連携を図り、一般企業への就労を進め
一人でも多くの障害者の社会参加を目指す。

就労継続支援多機能型許可

2017年～
【障害者意識の克服】
・あいさつの徹底
・ジョブコーチの徹底
管理スタッフの「やっ
て見せる」、手を引い
て「して見せる」の継
続により作業の習慣化。

2020年～

播種作業（施設外就労）

○ 平成29年1月、就労継続支援多機能型として許可された。定員はＡ型10名、Ｂ型20名。
○ 平成30年からは地域特産物のイチジクの栽培を始め、これを原料とした加工品の開発・販
売を手がけるなど、多岐にわたる農業経営を展開している。

就労継続支援Ｂ型事業所許可
○ 令和2年4月、就労継続支援Ｂ型事業所として許可された。定員は20名。

イチジク除草作業

○ 同年 9月に、事務所を移転。（旧小出小学校）

農業と福祉、ますますの連携強化を

今後の
展望

○ 現在、コロナ渦で、地域住民等の交流等、利用者の活動が一部制限されているが、アフ
ターコロナを見据えて、全国的にひろがる新たなライフスタイル（田園回帰、半農半Ｘ）
の流れをくみ取り、ますます農業と福祉の連携強化を進めていきたい。
○ 近年の経済状況下においては、障害者の就業は厳しい状況にあるが、障害者の適性をよ
り的確に見出し、各種企業との連携を図り、一般企業への就労を進め一人でも多くの障害
者の社会参加を目指している。

イチジクの栽培
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有限会社内外ファーム

蔵王の恵農場

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
 活動地域：中間農業地域
 団体名：有限会社内外ファーム
蔵王の恵農場
 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14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委託を行うなど耕作放棄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

作業受委託

ハウスの除雪作業

取組の成果
○ 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。

有限会社内外ファーム
就労継続支援A型事業所

さくらんぼ農家へ作業受委託

蔵王の恵農場

地域農家

○ 積極的に農作業を受託し、農作業を従事した障害者の延べ数は、1.8倍に
増加（平成30年度：1642人、令和元年度：2,955人）。委託する農業者
も10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

【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、夏期ジャガイモ
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。
障がい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

○ 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。
大豆農家への除草作業支援

山形県農福連携推
進センターのマッ
チング支援を活用

2016～

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

07

社会福祉法人 こころん

○ 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

福島県
泉崎村

取組の概要

 所在地：福島県泉崎村
 活動地域：平地農業地域
 団体名：社会福祉法人 こころん
 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）
 主力商品：鶏卵（ここたま）、玉ねぎ、
菊芋、さやえんどう etc.

○ 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（障がい者は様々な仕事
が体験できる）に取組む。
○ 鶏の健康を考えた平飼いにより、ストレスのない鶏が産む、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なごみの家（惣菜工房）
④こころや（直売）⑤Ｃｏｃｏｒｏｙａｃａｒ（移動販売）など生産・加工・販売までを、
１
こころんの就労支援事業（6次産業化）として展開。

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（J-GAP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（平成27年） → 1,656万円（令和元年）
○ 直売所の売上 5,779万円（平成27年） → 6,605万円（令和元年）
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

【取組のプロセス】
2004年～
店舗経営を模索

企業と連携し商品
の開発と販売

2010年～

2011年～

6次産業化商品の推進
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
令和元年 JGAPを取得

障がい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

・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～】

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

きっかけ

2018年

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」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、障がい者が自然な形で地域に参加できる直売所。
こころんファーム開始
○ 農場は耕作放棄地を借りて開拓し、無農薬、無化学肥料栽培の自然循
環農業を開始。
○ 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。

「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
○ 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。
農福連携は社会の資源
○ 福祉（障がい者福祉）＝ 障がい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」
のナツハゼの実

