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１．はじめに
（1）支援の背景・目的
農福連携は、高齢化や就業人口の不足等により担い手の確保を課題とする農業と、農業を通じた障害
者の働く場の確保等により障害者の生活の質の向上が期待される福祉の双方がメリットを得るものとして、
平成 28 年 6 月 2 日閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、その推進が盛り込まれて
いる。また、令和元年 6 月に「農福連携等推進ビジョン」が取りまとめられ、農福連携について、「知られて
いない」、「踏み出しにくい」などの課題が挙げられるとともに、農福連携の裾野を広げていくため、令和 6
年度までに農福連携の取組主体を新たに 3,000 創出する目標が掲げられ、官民挙げてより一層の農
福連携推進の取組みが求められている。
農福連携は、その言葉の通り「農業」と「福祉」が連携して行われる取組であり、農業は地域条件・品目・
栽培方法等により、経営スタイルも様々である。福祉も同様に、障害者・高齢者・生活困窮者・触法者
等、対象者や目的は様々である。つまり、その実践スタイルは、限りなく存在し、農業経営体・社会福祉
法人・民間企業・特例子会社・農業協同組合・行政等、それぞれの取組主体によって解決すべき課題も
異なる。
農福連携に取組むにあたっては、農地・資金力の確保、栽培品目の決定、販売先の確保・開拓、栽培
計画の作成、人材の確保等、本格的に事業を開始し確立するまでには、実に多くの課題がある。
また、地域における農福連携の取組の加速や強化を目指す為には、その土地の気候風土を生かした農
産物の生産・加工の具体的な取組までの進め方や、自分たちの強みを活かした取組の仕方、具体的な
連携先に関する情報等、地域特有の課題に対して、ニーズを適切に把握して専門家に繋げる人と、ニー
ズをピンポイントで解決できる人つまり専門家が必要である。また、地元のネットワークを構築し、どのような
課題に対処したのかが重要であり、本事業による地域課題の解決が地域に与える影響としては、雇用の
創出や人材育成等、地域経済に貢献する可能性もある。
本報告書は、以上のような状況を踏まえ、農福連携の全国展開を推進するため、全国単位での推進拡
大に向けた普及啓発に関する取組の観点から、農福連携の取組の構想段階又は取組を開始して間も
ない取組主体の農福連携の確立を目的として、農業経営体、社会福祉法人、民間企業等の専門家に
よる人的支援を行った結果を記すものである。
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２．支援実施内容
（1）本事業の実施内容
①実施時期：2021 年 11 月 10 日～2022 年 3 月 31 日
②支援の内容
・福祉事業所等が直接農業に取り組む際の農地・技術・施設・機械等の確保に向けたサポート支援
・近隣の農家等とのマッチング、連携に向けた仲介・サポート支援
・農業経営面での相談対応

➂対象の取組主体
弊会や農林水産省が把握する取組主体から品目や業種の偏りがないよう留意し、社会福祉法人を必
須とした 12 団体を選定した。

2021 年 12 月 6 日（第 1 回有識者会議 現在）

2022 年 2 月 28 日（第２回有識者会議 現在）
選定した取組主体 12 団体のうち取組の構想段階の 3 団体を除く、9 団体の農福連携の取組パターン
を下記の図表のとおり、農業者が障害者を直接雇用するパターン（直接雇用型）、社会福祉法人が単
独で農業を行うパターン（福祉完結型）、農業者と外部の社会福祉法人の設置・運営法人が、農作
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業に関する請負契約を締結するパターン（連携型）、農業者が社会福祉法人及びその設置・運営法
人を設置（又はその逆）するパターン（グループ内連携型）に大別することができる。
【図表１】

（出典） 「農福連携事例集（ver.３）」（令和 4 年 2 月農林水産省）による。
その内訳は、以下の通りである。
取組パターン
①直接雇用型
・植村牧場(株)

➁福祉完結型

➂連携型

④グループ内連携型

・(同)がんばろう

・東京中央農業協同組合

・(同)レッドムーン・

・(福)つばさ福祉会

・(株)ピーカブー

・(一社)こうち絆ファーム

エコ工房四季

・(有)はたらく農園

・（株）スタートライン

2 団体

3 団体

1 団体

3 団体

(注)それぞれのパターンにおいて、民間企業や特例子会社が、「農業者」や「社会福祉法人」と同じ役割
を果たす場合を含む。

グループ内連携型

3

連携型

3

福祉完結型

2

直接雇用型

1
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選定した取組主体
所属

取組パターン

担当者氏名

乙幡農園

―

乙幡 陽太 氏

北区立たばた福祉作業所

―

島村 みづほ 氏

リハスワークあさか

―

大山 浩太 氏

グループ内連携型

宮村 昌吾 氏

東京中央農業協同組合

連携型

藤極 一幸 氏

（株）ピーカブー

連携型

石井 亮 氏

（同）レッドムーン

（一社）こうち絆ファーム

グループ内連携型

北村 浩彦 氏

（株）スタートライン

グループ内連携型

大関 英大 氏

福祉完結型

川合 啓之 氏

（同）がんばろう
（有）はたらく農園

連携型

野口 豪 氏

（福）つばさ福祉会エコ工房四季

福祉完結型

平原 正雄 氏

植村牧場（株）

直接雇用型

黒瀬 礼子 氏

④専門家の選定
取組主体に対して、現場の問題・課題を整理させ、手持ち資源を活用して、誰がどのような問題・課題を
いつまでに解決するのか等の支援内容ロードマップを専門家が作成する。
その専門家は、県の技術支援センターや農業協同組合の営農、障害者に仕事の組み立てができる社会
福祉法人の農業版ジョブコーチなどである。このように、専門家に求められる能力は、【図表 2】に示したス
キルであるとともに、身近に並走する形で取組主体の農福連携の課題を感じてもらうことが大切である。そ
れは、農福連携の推進のみならず、農業自体の維持発展につながる。
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【図表 2】専門家に求められる能力

対話力

取組主体が相談しやすい状況を作り、ニーズや課題の明確化を図ることができる。

⇒信頼関係を築く
判断力

取組主体の現状を客観的に分析することで、課題を明確にし、その中で優先的に
解決していく部分を見極めることができる。

⇒課題を見極める
取組主体の全体を見ながら、出来る限り早く、目に見える成果や小さな成功体験
提案力

を出すために、当該課題を解決できる方策を立てることができる。
また、その方策を取組主体が理解できるように説明し、納得を得ることができる。

⇒早めの成果で流れを作り、今後の展望を取組主体と共に考える

選定した専門家
所属

農福連携技術支援者

氏名

（特非）多摩草むらの会夢畑事業所

室伏 恭明 氏

Universal agriculture support （同）

金子 栄治 氏

（福） 同愛会幸陽園

石田 周一 氏

あさか野農業協同組合

小寺 勝行 氏

（株）ノースエイム

宮村 昌吾 氏

（特非）土と風の舎

渋谷 雅史 氏
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（株）おおもり農園

〇

大森 一弘 氏

江上料理学院

江上 種英 氏

（有）はたらく農園

野口 豪 氏

(一社)トウヨウミツバチ協会

高安 和夫 氏

（福）ゆずりは会菜の花

〇

小淵 久徳 氏

しんやさい京都

〇

石﨑 信也 氏

本事業で専門家として派遣した上記 12 名のうち、3 名が農林水産省認定の農福連携技術支援者で
あった。

➄有識者について
本事業の最終成果には、構想段階または取組を開始して間もない取組主体の農福連携確立を支援す
ることが求められている。
そこで、農福連携全般や人材育成、6 次産業化、販路開拓などの各部門から構成される有識者による
課題の把握、解決に向けた具体策の提示や専門家派遣についてのアドバイスが得られる場が必要であ
る。その為、農福連携の実践者や知見を持つ者による有識者会議を 2 回開催した。
なお、有識者については以下の方々である。

有識者
所属

氏名

（福）青葉仁会

榊原 典俊 氏

（一社）日本農福連携協会
（一社）空

熊田 芳江 氏

（一社）日本農福連携協会
千葉大学大学院園芸学研究院大学院

吉田 行郷 氏

園芸学研究科園芸学部
パーソルサンクス（株）

中村 淳 氏

（特非）長野県セルプセンター協議会

沖村 さやか 氏

8

⑥取組主体向けの調査
農福連携の潜在的な取組主体の掘り起こし並びに、スタートアップ中の取組主体に対して、限られた時間
の中で最大限の支援効果を上げるために、ヒアリング調査と実地調査、本調査及び必要に応じて補足調
査を専門家と共に行った。
なお、取組主体向けの調査を以下のとおり設定した。

取組主体向けの調査
調査
1.ヒアリング調査

詳細
取組主体が自覚している課題を事前に抽出し、農業経営改善の
支援が必要か、農業経営改善以外の支援が必要かを判断し、専
門家の選定、スケジュールを立てる。

2.実地調査

取組主体の現状と課題の確認を行い、ヒアリング調査で聞き取った
ニーズや課題に追加での情報収集を行う。
専門家から見て、ニーズや課題に問題がなければ、「支援内容ロー
ドマップ」を作成。問題がある場合は、改善支援を行い、取組主体
が納得の上で、専門家による「支援内容ロードマップ」の作成をす
る。

3.本調査

専門家の作成した「支援内容ロードマップ」に従って、取り行う。
その際に、「専門家派遣後の支援カルテ（取組主体用）」、「専門
家支援報告書（専門家用）」の作成や必要に応じて「事業計画
書」、「栽培年間計画書」等を策定し、取組主体は専門家から人
的支援を受ける。

4.補足調査

本調査実施後において、追加での支援が必要となった場合のみ、
補足調査を実施する。
支援内容は取組主体を担当する専門家の指摘を受けて設定す
る。

いずれの調査も直接訪問した場合は、写真等、取組の具体的な資料の収集も行った。
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➆取組主体及び専門家が作成する書類等
取組開始時期や施設運営、農業経営状況等の違う各々の取組主体に対して、現状認識、課題分
析、今後の具体的な支援内容などを見える化し、課題の整理を行うためのツールとして、下記の書類等を
作成した。

取組主体及び専門家が作成する書類等
書類等

内容等

作成者

利用目的

専門家派遣申込書

取組主体名、連絡先、所在
地、企業概要、主な利用支援
内容等

取組主体

取組姿勢の確認及び
課題抽出

専門家派遣後の支
援カルテ

支援実施日時、支援を受けた内
容、感想・要望等

取組主体

専門家支援報告書

支援実施日時、支援内容、対
応状況、今後の対応予定、自己
評価、感想・意見等

専門家

支援内容、今後の計
画等の確定
支援内容、今後の計
画等の確定

支援内容ロードマップ

目標、目標の達成時期、現状
把握、想定される問題

専門家

目標や時系列で計画
を練る、想定される問
題の共有

事業計画書

必要に応じて作成または既存の
ものを活用

取組主体

施設運営、農業経営
等について具体的行
動を示す

取組主体

各月毎に何の作業を
どの程度の時間実施
するのかを計画し、具
体的な作業イメージを
持つ

栽培年間計画書

必要に応じて作成または既存の
ものを活用

専門家派遣申込書

専門家派遣後の支援カルテ

専門家支援報告書

（別載 1）

（別載 2）

（別載 3）
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⑧成果報告会
取組主体及び専門家 12 団体による成果報告を実施した。
＜実施日時＞
・2022 年 3 月 4 日(金)
＜報告内容＞
・時間：各発表 15 分程度＋講評 5 分（計 20 分）
・資料：パワーポイント等、スライド 1～2 枚程度

成果報告会 発表者
取組主体

専門家
Universal agriculture support

（１）

★乙幡農園

（２）

JA 東京中央

★土と風の舎

（３）

北区立たばた福祉作業所

★同愛会

（４）

合同会社がんばろう

★はたらく農園

（５）

エコ工房四季

★菜の花

（６）

植村牧場

★しんやさい京都

多摩草むらの会 夢畑事業所

★印は、主発表者 ※会場＆オンライン同時開催

（2）支援フロー
支援フローについて、具体的な事業の取組内容をフェーズ毎に整理すると、以下の通りである。

ポイント１ 取組主体の選定
※発掘と取組への支援の第一段階に相当
品目・業種の偏りがないよう留意し、全国 16 者程度の取組主体を選定し、支援を行う。
・農福連携の取組の構想段階の取組主体
・農福連携の取組を開始して間もない取組主体
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・R4 年度農山漁村振興交付金（農福連携対策（農福連携支援事業及び農福連携整備事
業））の公募を検討している取組主体
取組主体の選定については社会福祉法人を主なターゲットとして支援を行う。
農林水産省 「令和２年度末時点において把握した農福連携の取組主体数の内訳」から、現状と課
題を見た際に、農業経営体等の取組は 0.20％、特例子会社による取組が 9.00％、障害者就労施
設による取組が A 型 12.4％、B 型 15.6％と、就労継続支援 A 型・B 型事業所を持つ社会福祉法
人に農福連携に取組む潜在的意欲が大きいと考えられる。しかも、業務において品質管理や安全管
理措置に資する部分が多いと思われるので、この部分をターゲットと定め、社会福祉法人の目線から農
福連携の取組主体の発掘を行う。

(出典) 農林水産省 「令和２年度末時点において把握した農福連携の取組主体数の内訳」による
ポイント 2 趣旨の説明

工夫１ 何を行うかについて取組主体と専門家が共通認識をもつ

※対話に入る前の準備段階

まず「何のために対話を行うのか」という目的と、「なぜ対話を行う

・対話の目的

必要があるのか」という理由、「対話を行うためにどの程度の時間

・実施スケジュール

がかかるのか、何をしなければいけないのか」という時間と内容を明

・参加メンバー etc

確にし、対話に向き合ってもらう準備をしていただくことが重要であ
る。

ポイント 3 対話の実施

工夫２ 対話のコツ

※対話の実践段階

取組主体が、農業経営等を振り返る機会をつくる。

・現状の把握

・知らないこと、疑問に思ったことを聞き取る。

・販路の把握

・取組主体が注力しているポイントに対して、意識して良いところを

・農業経営の把握 etc

探す。
・聞き取った内容を整理して、ストーリーとして繋げる。
・仮説を通してコミュニケーションを図り、意見を伝える。
工夫３ 現場の確認
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まずは、現場を確認してから、対話に入っていくことで、より具体的
に事業を理解することができる。
工夫４ 多様な相手と対話する
経営者や管理者以外の従業員や職員等との対話から、互いの
認識差が明らかとなり、第三者の専門家が入ることで円滑な農福
連携となることができる。
ポイント 4 見える化・課題の整理

工夫５ 対話結果を共有する

※対話結果の共有段階

1 回目の訪問で聞き取った内容について、2 回目の訪問時に 1

・強みや課題の把握

回目の対話内容をシートとして支援内容ロードマップなどで作成

・取組主体と専門家の認識の共

し、対話内容を振り返りながら進めることで、認識差をなくしながら

有

進めることができる。また、対話を終え、シートを作成し終えた際に

・農業経営等見直しのツールとし

は、現状認識を取組主体と専門家とで共有し、課題と対応策に

て支援内容ロードマップなどを作成

ついて共通の認識を持ち、改善に向けた取り組みを検討する。

ポイント 5 課題解決の実行
※当該取組主体が課題改善に取り組み、事業計画書等を作成する段階
・実施目的
・実施内容／サポート支援
・実施期間 etc
可能な限り全国の農福連携に関わる団体等と連携し、専門家の推薦やアドバイザリー
機能の活用に努める。
昨年度までの事業で得た知見と人脈をもとに、全国の農福連携に関わる団体等と緊密に連携し、
専門家の推薦やアドバイザリー機能の活用に努めるとともに、有識者会議を行い、取組主体に対して
効果的なサポート支援をする。
ポイント 6 振り返り

工夫６ 継続した取り組みにする

※継続的な対話

農業経営が継続される限り、常に現状把握と将来目標は変化す

・課題解決の進捗状況

る。把握した課題への対応状況を確認し、新たな現状を把握す

・現状把握と将来目標

ることで、より良い農福連携の取組を行う。そのために取組主体と

・新たな課題の把握と対応策 etc

専門家が継続して定期的に対話を行い、農業経営改善を進め
ていくことが重要である。
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３．支援実施結果
取組主体が農福連携を確立するまでには、多くの課題がある。
栽培・加工・販売技術の習得や新商品開発、販売体制構築、教育・人材育成などのソフト対策、農業
用ハウスや休憩所、トイレ、農産加工施設、作業場・加工場、直売施設、土地などのハード対策である。
支援実施結果は、以下の通りである。
①農福連携の「取組の構想段階」の取組主体は、(1)乙幡農園、(2)（福）北区立たばた福祉作業
所、(3)リハスワークあさかの以下の 3 団体である。

（1）取組主体：乙幡農園の概要

住所

東京都武蔵村山市

代表

乙幡 忠男

設立

1945 年 10 月

分類

農業経営体等

取扱品目・事業内容

露地・ハウス栽培（小松菜、ほうれん草、大根、ニンジン、トマト、ナ
ス、じゃがいも等）
【ソフト対策】
■その他
(障害者が遠隔操作可能な農業ロボットの開発へのアドバイス)

希望する支援キーワード

【ハード対策】
■その他
(障害者が遠隔操作可能な農業ロボットの開発のための実験への参
加)
障害者が遠隔操作で農作業を手伝うことができるロボットを開発して
おり、そのプロジェクトについて福祉事務所の方・当事者からの意見を

希望する支援内容

聞きたい。また、ロボットの操作を試していただき、改良のための意見を
いただきたい。身体障害者の方からロボット操作方法のアドバイスをい
ただきたい。
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専門家

（特非）多摩草むらの会 夢畑事業所 室伏 恭明 氏
Universal agriculture support （同）金子 栄治 氏
（特非）多摩草むらの会 夢畑事業所
・障害者がどのような作業ができるかについての情報提供
夢畑事業所の障害者より農作業ロボット実証実験への参加者を募

支援内容

集し確定(3 名参加)。参加者に農作業ロボット操作を体験してもら
い、アンケート記入を行った。また、実験後のミーティングでロボットの改
善や、福祉とロボットの事業化モデルについて意見交換を行った。

支援アプローチ

回

実施年月日

内容

1

R４年 2 月 14 日

農作業ロボットの実証実験

支援内容(実証実験)については 2/14 の対応にて支援を完了した。
今後、ロボット開発の進捗に応じて支援要請があれば対応を考えた
い。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

Universal agriculture support （同）
・ロボットの具体的な操作方法等をアドバイスする専門人材の派遣
ビジネススキームの作成、自分のビジネスがどう社会を変えていくのかと
いうブレスト、ロボットが社会実装していくためのロードマップイメージ作
支援内容

成、ビジネスを展開していくための人脈作りのやりかた、農業という仕事
とロボット開発という違う分野の仕事を両立させていく際のマインドの持
ち方、農家の後継ぎとして地域との関わりと自分のやりたいことをどのよ
うにバランスをとって進めていくのかというアドバイス、時間の考え方。
回

実施年月日

内容
ロボット PJ の概要紹介、意見交換。
ターゲットについて、誰がどのようなシ

1

R4 年 2 月 8 日

支援アプローチ

ーンで使用するのか。誰がお金を払う
のかなど、ペルソナを定める提案を行
い、試行マインドを広げる。
「ビジネスモデルキャンパス」の作成。

2

R4 年 2 月 16 日

新しいアイデアの創出。収益を上げ
続けることができるスキームについて。
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3

R4 年 2 月 28 日

乙幡農園実地調査。圃場とビニール
ハウスを確認。
ロ ボ ッ ト ビ ジ ネ ス 支 援 機 構
（RobiZy）の理事長である東京

4

R4 年 3 月 2 日

大学名誉教授の佐藤知正先生が
話してくれた産業ロボットが如何にし
て社会実装されたのかというチャート
を説明。
ロボット事業を今後どのくらいのスケー
ルにして、どのように展開していくの
か。 society 5.0 の社会になった

5

R4 年 3 月 3 日

時、このビジネスがどのように社会に
対して貢献するのか。日本全国、ま
たは世界で社会実装されるには、い
ま何をすべきなのかなどについて。
「 2022 国 際 ロ ボ ッ ト 展 」へ 行 き 、
RobiZy（NPO ロボットビジネス支

6

R4 年 3 月 9 日

援機構）等の紹介。ロボット事業に
ついてアドバイスを頂いた。また、様々
な法人代表と意見交換をすることが
できた。

今回支援した内容を取り込み、YYCONTEST２０２２へのエントリ
ーを検討している。コンテストでは参加者をフォローアップするメンターに
支援してもらうことで、ビジネスがさらにブラッシュアップされると考える。
YYCONTEST２０２２までの期間は、専門家による引き続きの支
援を予定している。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足
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（2）取組主体：北区立たばた福祉作業所の概要

住所

東京都北区

代表

中野 雅義

設立

1985 年 4 月

分類

区立施設（指定管理者）

取扱品目・事業
内容

就労継続支援（Ｂ型）
【ソフト対策】
■教育・人材育成

希望する支援キー
ワード

【ハード対策】
■低コスト耐候性ハウス ■休憩所 ■トイレ ■農産加工施設
貯蔵施設 ■作業場・加工場 ■食材提供供給施設

■冷凍

■農産物集荷施

設 ■直売施設 ■土地
希望する支援内
容
専門家

都市型で出来る可能性や新しい取り組みへのメリットを勉強したい。
知的障害者施設において、都市型農業の成功事例を教えて欲しい。
（福） 同愛会幸陽園 石田 周一 氏
・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場
農福連携が農家の人材不足問題だけでなく、人にも環境の為にも良い事があ
ると感じており、知的障害者の抱えている課題に対しても解決していける事があ

支援内容

ると感じている福祉事業所であるため、どのような目的を持って計画するのか、利
用者のニーズや現場の現状を職員間で再確認しながら、幅広く柔軟に考えるこ
とが必要となる。専門家による農福連携のきっかけや実践事例の説明等による
インタビューを通して、今後、更に丁寧に議論を積み重ねていきたい。
回

実施年月日

内容
農福連携への理解を深める広報誌

支援アプローチ

1

R4 年 2 月 9 日

掲載の為のオンラインインタビューを実
施。

都内の福祉事業所で、農に取り組んでいくことは、周辺に農的環境が少ないこ
とや人々の意識が自然から遠いことなどもあり、容易ではない。今後、イベントな
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どを通して農福連携に携わることを検討している。また、現場を具体的に知ること
が必要であり、まずは圃場を訪れ、利用者の動きや現場の環境を実体験する
視察を考える。その後に、実地調査を行い、利用者や現場についても知り、更
に理解を深めて農福連携を通じて施設同士の横の繋がりを作っていく。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

（3）取組主体：リハスワークあさかの概要

住所

埼玉県朝霞市

代表

岩下 琢也

設立

2020 年 10 月

分類

営利法人

取扱品目・事業内容
希望する支援キーワード
希望する支援内容
専門家
支援内容

就労継続支援（Ｂ型）・就労移行支援
【ソフト対策】
その他(農作業による施設外就労)
工賃向上を目指して、農作業による施設外就労を希望。
JA あさか野 小寺 勝行 氏
・マッチングを支援する人材によるサポート
農作業による設外就労先の開拓。
回

実施年月日

内容

1

R4 年 2 月 1 日

施設外就労に向けたマッチング

施設外就労の経験がない社会福祉法人に対して、作業内容や工
支援アプローチ

賃等についてヒアリングを行い、JA あさか野の管内の農家（農業法
人）に農福連携を実施頂ける方、受入れ農家を募集した。
リハスワークあさかの主な請負基準
・スポットではなく毎月安定した仕事の受発注になるか
・作業の安全性が確保されているか
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・障害者の強みを生かせる作業内容か
・利用者一人あたり工賃 500 円/ｈ以上 かつ 12 万以上/月
etc...
また、JA あさか野の直売所でのトライアルについて検討した。しかしな
がら、ニーズのマッチングができなかった。

満足度

１．専門家の支援内容

やや不満

２．専門家の姿勢・応対

やや満足

３．本事業の内容

やや不満

②農福連携の「取組を開始して間もない段階」の取組主体（1～3 年未満）は、(4)（同）レッドム
ーン、(5)東京中央農業協同組合、(6) （有）はたらく農園、(7)（株）ピーカブー、 (8)こうち絆フ
ァームの以下の 5 団体である。

（4）取組主体：（同）レッドムーンの概要
（パターン：グループ内連携型）

住所

北海道札幌市

代表

門脇 俊克

設立

2021 年 1 月

分類

合同会社
パソコン部門（EC 販売代行、マーケティングリサーチサービス等）、デ

取扱品目・事業内容

ザイン部門（ホームページ制作代行、LINE スタンプオリジナル制作
等）、その他（経営コンサルティング、ハンドメイド・アクセサリー作成
等）で提携先の就労支援 A 型事業所と農福連携

希望する支援キーワード

希望する支援内容
専門家

【ソフト対策】
■栽培技術の習得 ■販売体制構築 ■教育・人材育成
施設利用者が施設外就労できる農業法人や農家の紹介について、
また、提供料金や契約についての支援をお願いしたい。
(株)ノースエイム 宮村 昌吾 氏
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・栽培技術の習得等をアドバイスする専門人材の派遣
・委託料の算出方法や契約についての情報提供
支援内容

就労支援 A 型事業所を運営する（同）レッドムーンへ北海道ワイン
の原料となるぶどうの収穫作業（ワイナリーサポート事業）の企画提
案を実施。企画提案書の作成から、ワイナリー（10R ワイナリー）へ
の現地訪問（企画提案）支援を実施した。

支援アプローチ

回

実施年月日

1

R3 年 12 月 16 日

2

R4 年 1 月 12 日

3

R4 年 2 月 16 日

内容
ぶどう収穫作業の施設外就労の企
画提案を実施
企画提案書作成のためのヒアリング
を実施
ワイナリー（10R ワイナリー）を訪問
し、企画提案をサポート

令和 4 年 3 月頃に農家から正式なオーダーを受ける予定。人数・ス
ケジュール・作業内容を確認するため同年 5 月頃に農場（余市町）
を訪問する予定。就労開始は同年 9 月を予定しており、それまでに
作業マニュアルの作成や現地での OJT を実施し、施設利用者の不安
を軽減した状態で就労に臨める支援を継続予定。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

（5）取組主体：東京中央農業協同組合の概要（パターン：連携型）

住所

東京都世田谷区

代表

宍戸 幸男

設立
分類
取扱品目・事業内容

1996 年 4 月 6ＪＡによる合併
2021 年 4 月農福連携農園(愛称:すぎのこ農園)が全面開園
農業協同組合
総合事業（金融・共済・資産管理・営農経済 他）
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【ソフト対策】
希望する支援キーワード

■教育・人材育成
■その他(農福連携事業における運営ノウハウ全般)

希望する支援内容
専門家

他組織における農福連携事業の取組みについての学習及び職員教
育等
（特非）土と風の舎 渋谷 雅史 氏
・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場
・教育・人材育成と農園運営・技術等習得のための勉強会
農福連携の趣旨を再確認するために、幸福についてマズローの欲求 5

支援内容

段階説、国民生活に関する世論調査を基に解説した後、農業と福
祉の本質的な意味を解き明かし、都市型農福連携農園を展開する
にあたり求められる社会的アプローチについて説明を行った。また、参
加体験型「こえどファーム」における経営方法の実践事例紹介および
質疑応答の勉強会を実施した。
回

実施年月日

内容

1

R４年３月１日

農園事業について勉強会を実施

都市型農福連携の捉え方や展開方法の具体例を示すことが出来
支援アプローチ

た。当日参加できなかった職員も含め、後日講義内容の振り返りを
計り、今後の農福連携事業の遂行に活用していく。総論的な部分が
多くを占めていたので、具体的な点については、視察等を含め改めて
検討する。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

（6）取組主体：（有）はたらく農園の概要（パターン：連携型）
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住所

神奈川県大和市

代表

野口 豪

設立

2021 年 11 月

分類

農業経営体等

取扱品目・事業内容
希望する支援キーワード

米、さつまいもなど、年間数十種類の野菜・果樹を栽培
【ソフト対策】
■栽培技術の習得

希望する支援内容

栽培技術の習得、養蜂の始め方、スキームなど

専門家

（一社）トウヨウミツバチ協会 高安 和夫 氏
・養蜂の技術等習得のための勉強会
障害者就労支援事業者が農家と連携して、養蜂をはじめるための導
入指導を実施。
がんばろうはハチミツ採集の目的と、はたらく農園はこれから栽培するイ

支援内容

チゴの花の受粉用ミツバチの活用ついて、細かく実地で指導を受け
た。また、全国での実績事例を踏まえて管理方法や外部環境の整備
ポイント、ハチミツ採集後の処理方法や必要な器材について指導を受
け、今後の取組み可能性の精査や課題点・対策の整理を行った。
最後に、近隣でミツバチの飼育をしている農家をご紹介いただいた。
回

実施年月日

内容

1

R４年３月３日

養蜂指導

今後、地元の養蜂家を紹介し、継続して支援をおこなう。
全国の社会福祉法人が主体となったミツバチ飼育とハチミツ採集事例
支援アプローチ

は非常に参考になった。その場合、必ずしも商業目的のミツバチ飼育
となる訳ではない為、専門家がその技術指導に困難を感じるケースが
あるという。この対策としては、社会福祉法人によるミツバチ飼育とハチ
ミツ採集の目的や取組課題をしっかりと理解いただいた上でご指導い
ただける指導者の確保・育成が重要となる。本事業への要望として
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は、今後通年でサポートが受けられるようにしていただきたいと共に、指
導者が不足している現状に対して指導者育成などを希望する。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

やや満足

（7）取組主体：（株）ピーカブーの概要（パターン：連携型）

住所

神奈川県三浦市

代表

石井 亮

設立

2020 年 8 月

分類

農業経営体

取扱品目・事業内容
希望する支援キーワード

希望する支援内容
専門家

かぶ、すいか、トマト、きゅうり、かぼちゃ、ほうれん草など
【ハード対策】
■トイレ
・ハード対策 簡易整備型 トイレの設置
令和４年度農山漁村振興交付金の応募へ向けた技術的支援
Universal agriculture support （同） 金子 栄治 氏
・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的支

支援内容

援
今後の事業展開や現在農園が置かれている状況などヒアリングを実
施し、補助金をどのタイミングで活用するのが良いかをまず検討した。
回

実施年月日

内容
今後の事業展開を含めた農山漁村

1

R4 年 2 月 9 日

支援アプローチ

振興交付金（農福連携対策）活
用の相談

農園は事業拡大フェーズであり投資も必要な局面であることから、補
助金の活用も視野に入れて事業展開を検討している。補助金の申
請条件に当てはめるために本来の経営スタイルを変えるのは本末転倒
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になってしまうため、農業経営において現状を変えざるを得ない出来事
が発生しない限り、農山漁村振興交付金（農福連携対策）の活
用は難しいと考える。受託条件がたくさん付いた補助金という形でな
く、農福ＪＡＳを取得している農作物に対して価格補てんをするよう
な政策がある、農福連携に取り組んでいる恩恵を受けることができると
考える。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

交付率及び助成額が、1／2 以内または 200 万円のいずれか小さ
い方ということであるならば、自己資金でトイレを設置する方が、助成
公募

期間と自主取組期間の 3 年間に類似の交付金に申請できないとい
う縛りが生じること、また、書類の手間を考えるとあまりメリットがないとい
うことを理由に来年度の公募を断念した。

（8）取組主体：（一社）こうち絆ファームの概要
（パターン：グループ内連携型）

住所

高知県安芸市

代表

北村 浩彦

設立

2019 年 12 月

分類

農業経営体、多機能型事業所

取扱品目・事業内容

なす、おくらなど
【ソフト対策】

希望する支援キーワード

■栽培技術の習得 ■教育・人材育成
【ハード対策】
■低コスト耐候性ハウス ■休憩所 ■トイレ
・ハード対策 R４年 簡易整備型 トイレの設置

希望する支援内容

・ハード対策 R５年 経営支援型 農業用ハウスの整備及び休憩
所、トイレの設置
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施設園芸のため、農業用ハウスの整備及び休憩所、トイレが必要とな
る。令和４～５年度と農山漁村振興交付金（農福連携対策（農
福連携支援事業及び農福連携整備事業））の応募を検討してい
る。
専門家
支援内容

支援アプローチ

（株）おおもり農園 大森 一弘 氏
・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的支援
ハード対策面の休憩所・トイレの設置支援
回

実施年月日

内容

1

R4 年 2 月 3 日

農業現場視察と交付金申請相談

最終的に、令和 4 年度については助成金申請をしない事となる。
いの町に設立する事業所で作業所（ハウスを含む）・休憩所・トイレ
の設置等を令和 5 年度に検討。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

やや満足

当初は、令和 4 年度に安芸市で、令和 5 年度にいの町で農業用ハ
ウスの整備を高知県の補助金「次世代型ハウス整備事業」と「農業ク
ラスター加算事業」を活用して行う予定であった。
その為、農山漁村振興交付金への公募については、令和 4 年度にト
公募

イレの設置、令和 5 年度にトイレの設置、休憩所、作業場の整備を
検討していた。
しかしながら、令和 5 年度に予定していた県の補助金が活用できない
ことが判明したため、令和 4 年度のトイレの設置を自己負担で行い、
令和 5 年度に農山漁村振興交付金の公募により、農業用ハウスの
整備及び休憩所、トイレの設置を行うこととした。

➂農福連携の「継続中の段階」の取組主体は、(9)（株）スタートライン、 (10)（同）がんばろう、
(11)エコ工房四季、(12)植村牧場の以下の 4 団体である。
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（9）取組主体：（株）スタートラインの概要
（パターン：グループ内連携型）

住所

東京都三鷹市

代表

西村 賢治

設立

2009 年 12 月

分類

民間企業

取扱品目・事業内容
希望する支援キーワード
希望する支援内容
専門家

障害者雇用総合コンサルティングサービス
【ソフト対策】
■販売体制構築 ■その他(栽培物の寄付)
栽培物の寄付、販売先の開拓方法に関するアドバイス
江上料理学院 江上 種英 氏
・加工技術と販売技術の習得、販路開拓、販売体制構築等の情
報提供

支援内容

障害者が室内栽培した農作物について、差別化として、レストラン等
からのオーダーメイド野菜の受注や、ビジネスホテルチェーンなどとの協
業について、提案がなされた。また、生花販売店において、寄せ植えし
たハーブ、スパイス、野菜などの販売の実例の提示がなされた。

支援アプローチ

回

実施年月日

1

R４年３月９日

内容
障害者雇用成果物の野菜の差別
化について勉強会を実施

生産ロットが少ないこと、パートナー企業によって、成果物の考え方が
異なることが、商品化するにあたりネックとなる。その為、産量及び成果
物の内容などの現状把握を行い、再度メール等による意見交換、相
談の機会を予定している。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足
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３．本事業の内容

満足

（10）取組主体：（同）がんばろうの概要（パターン：福祉完結型）

住所

神奈川県相模原市

代表

川合 啓之

設立

2011 年 4 月

分類

社会福祉法人

取扱品目・事業内容
希望する支援キーワード
希望する支援内容
専門家

介護・就労継続支援（Ｂ型）
【ソフト対策】
■教育・人材育成
栽培技術の習得、養蜂の始め方、スキームなど
（有）はたらく農園 野口 豪 氏
（一社）トウヨウミツバチ協会 高安 和夫 氏
（有）はたらく農園
・栽培技術の習得等をアドバイスする専門人材の派遣
【2021 年 12 月】初めに少量多品目栽培に関する考え方や作業計
画の基礎講義を行った。また、外部出荷に向けた出荷規格作りや収
穫物の適切な保存管理に関するレクチャーを受けた。

支援内容

【2022 年 1 月】年初に栽培管理の記録フォーマットを作成、畑では
厳寒期の作物保護対策や土壌分析に基づく施肥設計と太陽熱処
理を実施。また、二子玉川で行われた都市型マルシェに参加し、販
売の実演指導を受けた。そして、次期作の作付け計画作成の支援を
受けた。
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【2022 年 2 月】厳寒期を越え、春の作付けに向けた畑の準備と各
種ポット育苗・苗の植付け・播種作業などを実地指導。また、器具を
導入することで負担軽減に繋がる作業も実地指導を受けた。
次回及び来期に向けた継続的な記録管理を実施。また、播種・植
付け後の作物については圃場を周回し定点観測する。
【2022 年 3 月】
春夏野菜の定植・播種に伴い、その後の適切な管理を実地指導。ま
た、乾燥などを防ぐ為の施策や気温上昇に伴うトンネル・被覆資材等
の撤去の指導を受けた。そして、今後も播種作業が続く為、発芽率を
向上させる播種作業のポイントについても作業を通じて指導を行なっ
た。
回

支援アプローチ

実施年月日

内容

1

R 3 年 12 月 21 日 少量多品目栽培に関する基礎講義

２

R 3 年 12 月 24 日 出荷規格作り支援

３

R 3 年 12 月 28 日 収穫物の適切な保存管理レクチャー

4

R4年1月4日

栽培管理の記録フォーマット作成

５

R4年1月6日

厳寒期の作物保護対策

6

R 4 年 1 月 11 日

都市マルシェ販売の実演指導

7

R 4 年 1 月 13 日

土壌分析結果に基づく施肥設計

8

R 4 年 1 月 18 日

9

R 4 年 1 月 20 日

10

R 4 年 1 月 25 日

11

R 4 年 1 月 27 日

12

R4年2月1日
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次期作の作付け計画作成支援
（品種選定）
太陽熱消毒による土づくり・病害虫
対策
次期作の作付け計画作成支援
（最終計画）
効果的な播種に関するレクチャー
春作に向けた有機物・肥料の施用
指導

越冬作物の管理・保存に向けた指

13

R4年2月3日

14

R4年2月8日

幼苗の管理指導

15

R 4 年 2 月 10 日

ポット育苗指導

16

R 4 年 2 月 15 日

ビニールハウス内作付けの指導

17

R 4 年 2 月 17 日

耐寒性作物の作付け指導

18

R 4 年 2 月 22 日

ジャガイモ定植に関する指導

19

R 4 年 2 月 24 日

20

R 4年3月1日

21

R4年3月3日

22

R4年3月8日

23

R 4 年 3 月 10 日

導

器具導入による定植作業の負担軽
減指導
定植後苗の水やり等の適切管理指
導
稲藁を活用したマルチング指導
気温上昇に伴うトンネル等の撤去指
導
発芽率を向上させる播種作業指導

【2021 年 12 月】少量多品目栽培については、計画作りが大変重
要なので今後の作付け計画作成を継続的に支援する。また、収穫・
出荷作業は今後も継続していくので改善を確認していく。
【2022 年 1 月】次期作の作付け計画に基づく継続的な記録管理を
実施。また、土壌分析は定期的に行い、改善内容を定点観測する。
【2022 年 2 月】次回及び来期に向けた継続的な記録管理を実施。
また、播種・植付け後の作物については圃場を周回し定点観測す
る。
【2022 年 3 月】継続的な作物状態の観察と施肥・水やりを含めた
追加管理を実施。また、気温上昇に伴い病害虫や雑草管理等の外
部要因への対応も重要となるため、適期での管理作業を継続実施
する。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容
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やや満足

（一社）トウヨウミツバチ協会
・養蜂の技術等習得のための勉強会
障害者就労支援事業者が農家と連携して、養蜂をはじめるための導
入指導を実施。
がんばろうはハチミツ採集の目的と、はたらく農園はこれから栽培するイ
支援内容

チゴの花の受粉用ミツバチの活用ついて、細かく実地で指導を受け
た。また、全国での実績事例を踏まえて管理方法や外部環境の整備
ポイント、ハチミツ採集後の処理方法や必要な器材について指導を受
け、今後の取組み可能性の精査や課題点・対策の整理を行った。
最後に、近隣でミツバチの飼育をしている農家をご紹介いただいた。
回

実施年月日

内容

1

R４年３月３日

養蜂指導

今後、地元の養蜂家を紹介し、継続して支援をおこなう。
全国の社会福祉法人が主体となったミツバチ飼育とハチミツ採集事例
は非常に参考になった。その場合、必ずしも商業目的のミツバチ飼育
支援アプローチ

となる訳ではない為、専門家がその技術指導に困難を感じるケースが
あるという。この対策としては、社会福祉法人によるミツバチ飼育とハチ
ミツ採集の目的や取組課題をしっかりと理解いただいた上でご指導い
ただける指導者の確保・育成が重要となる。本事業への要望として
は、今後通年でサポートが受けられるようにしていただきたいと共に、指
導者が不足している現状に対して指導者育成などを希望する。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容
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やや満足

（11）取組主体：（福）つばさ福祉会エコ工房四季の概要
（パターン：福祉完結型）

住所

和歌山県東牟婁郡串本町

代表

北野 好美

設立

2007 年 4 月

分類

社会福祉法人

取扱品目・事業内容

就労継続支援（Ｂ型）
【ソフト対策】
■栽培技術の習得 ■加工技術の習得 ■販売技術の習得 ■新
商品開発 ■販売体制構築 ■作業マニュアル作成

希望する支援キーワード

■教育・人材育成 ■品質管理・ISO
【ハード対策】
■休憩所 ■トイレ ■農産加工施設 ■冷凍貯蔵施設

■

作業場・加工場 ■直売施設
現在はまだ作ることで精いっぱいであるが、今後、農福連携を進めてい
くうえで、まず何らかの形で、メンバー1 人 1 人が関われる仕組み（作
業）を考えていくことが必要である。そしてメンバーの工賃をアップしてい
希望する支援内容

くには、やはり、生鮮だけでは収入が安定しないので、加工を行なった
り、販売先等の確保であったりが重大な課題と考えている。また、行政
や JA、地域の方との連携、そして他事業所の方との連携（老人福祉
事業所も含む）し、この地域で農福連携を拡げ、地域が活性化でき
るようにしていきたい。

専門家

（福）ゆずりは会菜の花 小淵 久徳 氏
・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場

支援内容

・栽培技術・加工技術等の習得についての情報提供
米、サイパン芋（なんたん蜜姫）、ニンニクなどの栽培および販売は順
調に行えている様子なので、今後、栽培の拡大やノウフクＪＡＳブラン
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ドとして高付加価値化を提案。農業における専門家がいないため、でき
ている農業を大切にし、その他の野菜の栽培などは年間栽培計画を立
てた上で、農閑期にできるものを選択していく方向を提案。様々な個
性がある利用者に合わせて様々な事業展開をするのも支援の方法の
一つであるが、農福連携であればその個性を発揮できる場面が多くでき
るため、農作業の細分化なども併せて進めていく。加工品については、
まずは農業を主体とし、その副産物としての加工への取組として考える
こともありうる。高工賃へ向けて、機械化なども検討が必要と思われる
が、優先順位や資金確保の方法など事業所内での検討を要する。ま
た、事業所の関係者が、高工賃を挙げている全国の事業所がどのよう
に取組をしているか知ることも大変重要なため、菜の花への視察を計
画する。
回

実施年月日

内容

1

R4 年 1 月 26 日

第 1 回実地調査

高工賃に悩む事業所への支援を行えることは大変貴重な機会であ
る。全国の優良事例に触れることで、自分の事業所でできること、でき
支援アプローチ

ないことが目に見えてわかるようになる。外に出てみて、初めて自分たち
の強みを客観的にみられる機会にもなるため、まずは、先進事例の視
察を行うことなどが必要と考える。本事業を通じて、悩める事業所が、
農福連携を行うことにより、支援の幅を広げられること、利用者の心身
の健康に寄与できること、ひいては高工賃の支給になることは非常に有
意義なことであり、できうる限りの支援を行っていきたい。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足
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（12）取組主体：植村牧場（株）の概要（パターン：直接雇用型）

住所

奈良県奈良市

代表

黒瀬 礼子

設立

1883 年 4 月

分類

農業経営体

取扱品目・事業内容

酪農・畜産業

希望する支援キーワード

【ハード対策】
■作業場・加工場 ■その他(堆肥場)
・ハード対策 経営支援型 堆肥場づくり

希望する支援内容

牛糞の処理場、牛糞をうまく乾燥・醗酵して、袋詰めし農家や家庭
菜園に使っていただけるいい堆肥を作りたい。
令和４年度農山漁村振興交付金の応募に向けた技術支援

専門家

しんやさい京都 石﨑 信也 氏
・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的

支援内容

令和４年度農山漁村振興交付金の応募に向けて、書類作成アド
バイス等の支援

支援アプローチ

回

実施年月日

1

R４年１月２１日

2

R４年１月２２日

3

R４年２月１０日

4

R４年２月２５日

5

R４年３月４日

内容
現場視察、概要・日程把握、意
向聞き取り
現場視察、測量、書類作成アド
バイス
近畿農政局訪問、堆肥場（宇
治市）視察
申請データ受け渡し、書類作成
アドバイス
進捗確認、資金返済計画等の
助言

堆肥等を高品質化するための施設整備について建設業者に図面
や見積り等を依頼し、費用対効果の部分で、工事費が資材の高
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騰等により、想定している見積りを大幅に上回った結果、再度計画
を練り直す時間が必要との結論に至った。引き続き、計画に対する
助言や資料作成の面で、伴走支援を続けていく。

満足度

１．専門家の支援内容

満足

２．専門家の姿勢・応対

満足

３．本事業の内容

満足

まずは、近畿農政局で相談の機会を設け、老舗の牧場であるため
既に十分な生産技術があり、かつソフト対策なしでも雇用・就労者
数、売上、交流人口等の目標達成が確実に見込まれているため、
ハード対策単独で実施可能であるとの対応を受けた。
また、堆肥場を付帯施設に付随する生産施設とするのか加工施設
とするのか、また、農地なのか宅地なのかの相談に対して、自社の牛
公募

糞を原料として半分以上使うため、堆肥を販売するための加工施
設として整備をし、その整備予定地は農地ではなくすでに宅地で登
記されていたため、転用もいらずスムーズに手続きができることがわか
り、応募に向けて専門家と共に書類作成を行った。
しかしながら、工事費が資材の高騰等により、想定している見積りを
大幅に上回った結果、再度計画を練り直す時間が必要との結論に
至ったため、来年度の公募を断念した。
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４．まとめ
本事業の性質上、限られた時間の中で支援効果を最大限発揮するためには、取組主体と専門家とをどのよう
にマッチングするかが、課題解決（最終成果）の鍵を握っていたともいえる。
まず、取組主体についてまとめると、今回支援を辞退した団体の特徴として、小規模の団体の場合は、栽培や
生産、日常業務に追われ、専門家と共に時間をかけて課題設定を行い、支援を受ける余裕がないケースがみ
られた。また、ある程度の規模の団体の場合は、担当者レベルでは農福連携に関心があり、取り組みたい意向
があるものの上司や周囲の賛同を得られないケースや自力で小さな成功体験を積み重ねることで徐々に農福
連携を内部に浸透させていきたいといったケースがみられた。
その為、選定した取組主体としては、ある程度の規模があり、比較的健全に事業が行われている団体、また、
農福連携により、工賃向上等で QOL、事業の成長、持続的発展を目指している団体や農業経営改善が必
要な場合においては、一定の時間をかける余裕がある団体を対象とすることが適切と考えた。
つぎに、専門家についてまとめると、対話を通して取組主体の「強み」を含めた現状を正確に把握し、課題を発
見、それを踏まえ希望する支援内容を明確にし、支援内容ロードマップの作成などを通して、実現する道筋の
設定を行う課題解決力が必要とされた。加えて、取組主体の近隣において、視察や体験の受入れが可能な
農福連携の実践者を紹介できるなど、人的ネットワークを構築していることが求められた。
こうした専門家による支援により、取組主体が本質的課題に気づき納得し、自走化へ向けての動機づけとなる
こと、柔軟に農業経営の改善ができるようになること、PDCA サイクルを繰り返し改善できるようになることなど

の課題解決（最終成果）につながったと考える。
本事業で選定した専門家 12 名のうち 3 名が、農林水産省認定の農福連携技術支援者であった。農福連
携推進のためには、農福連携の現場で実践する手法を具体的にアドバイスできる農福連携技術支援者とのさ
らなる連携、活躍の場を広げることが重要であるともいえる。
以上のように、本事業では、12 団体の取組主体を①「取組の構想段階」、②「取組を開始して間もない段階
（1～3 年未満）」、➂「継続中の段階」の３つの段階に分けて、専門家による人的支援を実施した。
支援実施の各ケースにおいて、農福連携の段階と支援内容を【表】にまとめると、下記の通りである。
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【表】農福連携の段階と支援内容
①農福連携の「取組の構想段階」
・障害者がどのような作業ができるかについての情報提供
・ロボットの具体的な操作方法等をアドバイスする専門人材の派遣
・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場
・マッチングを支援する人材によるサポート

支援内容
情報提供
専門人材の派遣
情報提供・
情報交換の場
マッチングサポート

②農福連携の「取組を開始して間もない段階」（1～3 年未満）
・栽培技術の習得等をアドバイスする専門人材の派遣
・委託料の算出方法や契約についての情報提供

支援内容
専門人材の派遣
情報提供

・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場

情報提供・
情報交換の場

・教育・人材育成と農園運営・技術等習得のための勉強会

勉強会

・養蜂の技術等習得のための勉強会

勉強会

・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的支援
・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的支援（再掲）

➂農福連携の「継続中の段階」
・加工技術と販売技術の習得、販路開拓、販売体制構築等の情報提供
・栽培技術の習得等をアドバイスする専門人材の派遣（再掲）
・養蜂の技術等習得のための勉強会

交付金など
支援制度
交付金など
支援制度

支援内容
情報提供
専門人材の派遣
勉強会

・農福連携の取組事例の情報提供・情報交換の場（再掲）
・栽培技術・加工技術等の習得についての情報提供
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情報提供・
情報交換の場
情報提供

・交付金など支援制度の情報提供及び公募に向けての具体的（再掲）

交付金など
支援制度

①農福連携の「取組の構想段階」に必要とする支援について
本事業において、農福連携の「取組の構想段階」の取組主体 3 団体のうち 2 団体については、弊会が協力
した農福連携マルシェをきっかけに、「農福連携に関心があるが、どこに相談すればよいのかがわからない。」、「ど
んなメリットや可能性があるのか、知りたい。」といった質問から始まった。
この点については、農福連携に関する情報が十分に行きわたるように、市町村や JA などに「農福連携相談窓
口」を設置するなど、身近に情報提供が得られる場所が必要であると考える。
また、定期的なセミナーやシンポジウム、ワークショップ、農福連携マルシェ等の開催により、農業関係者と福祉
関係者が出会う、お互いのことを知る機会、きっかけづくりなどの情報交換の場が必要であるとともに、その積み
重ねにより、農福連携が実現と成功につながると考える。
このように、日常的に両者が顔を合わせる定期的な接点を持つ体制づくり（地域コミュニティの形成）が必要で
あると考える。
このことは、農福連携の取組みを地域ぐるみで発展させる体制、地域コミュニティの形成など、複数の団体から
構成される組織、地域コンソーシアム設立への支援が重要な鍵となる。
また、社会福祉法人が農作業による施設外就労を新たに始める場合には、農家と直接連絡を取り合うのは非
常に難しい、そこで、県の障害福祉課や JA が間に入りマッチングを行うことで、比較的スムーズに農福連携をス
タートすることができる。また、取組前に試行的に農作業ができるトライアルの受入先など、マッチングを支援する
人材によるサポートも農福連携の「取組の構想段階」においては、必要な支援であると考える。
さらに、次のステップとして実際、農福連携に取組んだ場合、具体的な方法等をアドバイスする専門人材の派
遣などが必要な支援として考えられる。

②農福連携の「取組を開始して間もない段階」（1～3 年未満）に必要とする支援について
農福連携の「取組を開始して間もない段階」の取組主体においては、農福連携の確立へ向けて、補助金など
の支援制度、委託（受託）料の算出方法や算出例など収益面での課題や農業経営・農園運営、農業・栽
培技術の習得など、営農に対する支援を求める内容が①に加えて増加する。
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これは、農業生産量の不安定さにより、事業収益が上がらないことが原因と考えられる。
営農技術の向上には、通年で農作業を作ることと生産量の安定が求められるため、取組主体がクリアすべき必
須の課題である。
例えば、主力品目を中心に、他品目の栽培や時期をずらすことで、一年中収穫できるように栽培計画を立てる
などの工夫が必要となる。
更に、収益性について述べると、B 型事業所等を運営するには、まず、障害者が就労の訓練を適切に積むこと
ができる環境づくりが必要である。施設の管理者と福祉関連で実務経験のあるサービス管理責任者、職業指
導員、生活支援員である。そのうえ、農業で、4 人の給与を固定費として負担するのは経営的に厳しいものが
ある。実際に、採算が合うまでに数年かかるのが一般的であり、この期間にクリアすべき課題を乗り越えて確立か
ら継続へとつながるともいえる。
このような課題解決のためには、取組主体に対して、伴奏的に支援をする専門家の派遣や補助金などの支援
制度を活用した機械、設備などの投資が有効であると考える。
その他、教育・人材育成の課題を実践者の取組事例や意見交換による勉強会を実施することで、農福連携
に向けての意識啓発を継続的に行っていくことも有効であると考える。

➂農福連携の「継続中の段階」に必要とする支援について
農福連携の「継続中の段階」の取組主体においては、農福連携の確立へ向けて、補助金などの支援制度に
対する技術的支援や勉強会等により、農業・栽培技術の習得や教育・人材育成などへの支援を実施した。
また、農福連携の情報提供・情報交換の場の支援を専門家に依頼するケースは、①➁➂のすべての段階にお
いて共通していた。
加えて、この段階においては、農福連携の継続へ向けて、加工技術・販売技術の習得、販路開拓、販売体
制構築等の課題が伺えるところである。農業は、野菜や果物を上手く「栽培」する営農技術の向上に意識が向
きがちであるが、むしろそれ以上に重要なのが「販売」である。営農技術の向上と並行して、販路開拓と共に販
売を継続できる体制構築等が必要であり、ここにフォーカスした支援を行った。
最後に、本事業では取組むことが出来なかったが、取組主体が希望する支援内容としては、自ら農業生産を
行う場合の、農地の確保、生産施設の整備、農業用機械等の確保があげられる。
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また、施設外就労等で農作業を請け負う場合には、農業技術の指導や職員等の人材確保もクリアすべき課
題としてある。
こうした課題に対して、取組主体から行政などへの積極的な働きかけによる支援を求める声も伺えた。
このように、農福連携はその言葉の通り「農業」と「福祉」が連携して行われる取組であり、農業は地域条件・品
目・栽培方法等により、経営スタイルも様々である。福祉も同様に、障害者・高齢者・生活困窮者・触法者
等、対象者や目的は様々である。つまり、その実践スタイルは、限りなく存在し、農業経営体・福祉事業所・
JA・企業・行政等、それぞれの取組主体によって解決すべき課題も異なる。
また、農福連携に取組むにあたっては、農地・資金力の確保、栽培品目の決定、販売先の確保・開拓、栽培
計画の作成、人材の確保等、本格的に事業を開始し確立、継続するまでには、実に多くの課題がある。
さらに、地域における農福連携の取組の加速や強化を目指す為には、その土地の気候風土を生かした農産物
の生産・加工の具体的な取組までの進め方や、自分たちの強みを活かした取組の仕方、具体的な連携先に
関する情報等、地域特有の課題に対して、ニーズを適切に把握して専門家に繋げる人と、ニーズをピンポイント
で解決できる人、つまり専門家による支援が必要である。また、地元の人的ネットワークを構築し、取組主体が
希望する視察や体験受入に対処することが重要である。
農福連携の取組主体を取り巻く環境は、人口減少、高齢化、危険な作業 病気や怪我、自然災害、コロ
ナ、資材・燃料費の高騰など、目まぐるしく変化している。
こうした環境変化に即した農業経営を行い、的確に課題を見極め、柔軟に対応できる自己改革力が必要であ
る。今後も、取組主体と共に農業経営の方向性、本質的課題について考え、自走に向けて寄り添う専門家の
存在が重要と考える。
本事業で実施した農福連携のさらなる普及啓発の取組みは、農福連携の推進のみならず、地域課題の解
決、地域に与える影響力として、雇用の創出や人材育成等、地域経済に貢献する可能性があり、それは、地
域振興、農業自体の維持発展にもつながると考える。
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