
1

（株）HATAKEカンパニーが
取り組む農福連携について

代表取締役社長 木村 誠

１．HATAKEカンパニーの概要

２．農福連携への取組

３．今後の展開
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１．HATAKEカンパニーの概要（１）

会社名 株式会社HATAKEカンパニー
所在地 本社 つくば市西高野1470-5
設 立 2004年 3月1日
資本金 9,940,000円
役 員 代表取締役社長 木村 誠

取締役副社長 久野 康治
取締役 雨宮 良太

実家は歯車加工の自営業であったためか、学生のころからサラリーマンよりも将来的には自営業を目指し、専攻も早稲田大学
工業経営学科及び簿記学校で経営を勉強。 ミネラルの研究をしている会社に興味をもち入社し、経理から営業、すべてを経験。
会社の商品に農業用ミネラル液という商品があり、農家さんに出入りする中で、農業の問題点、野菜作りの難しさ、楽しさを感じ、
やりがいと事業としての農業に可能性を見いだし、１９９８年（平成１０年）４月に新規就農。

◆プロフィール

１９９８年 新規就農
２００４年 法人化 有限会社TKF
２００６年 農業生産法人株式会社TKF
２０１６年 株式会社HATAKEカンパニーへ商号変更

◆沿革◆概要
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１．HATAKEカンパニーの概要（２）

◆畑と共に生きる －ほんものの野菜をHATAKEから－

◆野菜生産・パッキング・物流までワンストップ

物流・配送パッキング生産
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１．HATAKEカンパニーの概要（３）
◆生産（１）

●有機栽培、ＧＡＰ認証等で生産

●良質で安全な野菜づくりを目指した
健康な土作り

AFASSEQ-AA-101201

●張富士夫氏からトヨタ生産方式を直伝

●二度刈りで不足分を補填

年間約50品目の野菜を有機栽培
・ベビーリーフ・リーフレタス各種・ハーブ（ルッコラ・コリアンダー）
・ほうれん草・小松菜・ミズナ・ミニチンゲン菜・春菊・ケール・ミニ根菜
・かぼちゃ・ばれいしょ・ねぎ・花苗・野菜苗・有機野菜各種。
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１．HATAKEカンパニーの概要（４）

●県外にも農場を拡大

自社圃場 茨城圃場 94ha（ハウス14ha・露地80ha）
つくばエリア・筑西エリア・石岡エリア・かすみがうらエリア・水戸エリア

愛知圃場 5ha
提携圃場 茨城県内 20ha・10生産者

県外 30ha・8生産者
（大分・熊本・長野・千葉・埼玉・宮城・北海道）

◆生産（２）

集出荷施設（パッキングセンター）
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１．HATAKEカンパニーの概要（５）
◆生産（３）

●IｏTで予実管理（IoTによる生産のシミュレーション）

●生産性の向上へハーベスターを試験中
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１．HATAKEカンパニーの概要（６）
◆生産（４）

●生産品目（１）

ベビーリーフ レタスミックス

コリアンダー ルッコラ

年間約50品目の野菜を有機栽培
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１．HATAKEカンパニーの概要（７）
◆生産（４）

●生産品目（２）

ラディッシュ ミニかぶ

ミニニンジン
ミニ大根
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１．HATAKEカンパニーの概要（８）
◆パッキング

●選別・包装
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１．HATAKEカンパニーの概要（9）
◆物流・配送

集出荷施設（パッキングセンター）
つくば市

百貨店・量販店 1000店舗
レストラン・直販 300軒
宅配・生協 10社

冷蔵トラック１５台
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●2011年以降、規模拡大に伴い、人材不足が大きな問題。
規模拡大が進む中で、従業員数は減少。
●福祉事業所 「NPO法人つくばアグリチャレンジ ごきげんファーム」との出会い。

2011年（H24年）年以降
規模拡大

２．農福連携への取組（１）

（１）農福連携に取り組むきっかけ
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→作業を体験・テスト

（２）最初に始めたこと

２．農福連携への取組（２）

◆畑の除草作業、収穫等テスト
→雨の日の作業が準備できない。

◆建物内でのパック作業をテスト
→雨の日も、一年中作業があり、福祉事業所も安心。

→・屋外での作業が主。
・天候に左右される。
・多様な作業。

→・屋内での作業もある。
・年間を通じた生産体制。
・多様な作業。

障害者の方は、何が出来て、何が苦手なのか？

農業の特徴は？ HATAKEカンパニーの特徴は？
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２．農福連携への取組（３）

（３）取組の概要

◆直接雇用

◆施設外就労受入れ

◆特別支援学校からの研修受入れ

（参考）ＨＴＡＫＥカンパニースタッフ（平成31年4月現在）
正社員 55名（生産 28名 製造 13名 物流 14名）
準社員 10名（生産 5名 製造 5名）
パート・アルバイト 80名（生産 30名 製造50名）
外国人実習生 9名（生産）
合計 154名 生産 72名 製造 68名 物流14名障害者の直接雇用 4名

・ごきげんファーム 月曜から金曜10時～14時半 ３～５名 NPO法人スタッフ１名
・カフェベルガ 毎週金曜 ５名程度 NPO法人スタッフ１～２名

NPO法人2社からの施設外就労 約１０名
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２．農福連携への取組（４）

（４）具体的な障害者の作業（１）
◆野菜袋詰め

①仮詰め → ②計量 → ③袋とじ の３工程に分解

●「ベビーリーフ」の場合

①「仮詰め」は、どんな方でもできる作業
②「計量」は、きちんと計量ができる方
③「袋とじ」は、作業スピードについてこれる方

障害者の方の適性を見て配置。

計量仮詰め

→

袋とじ
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２．農福連携への取組（５）

（４）具体的な障害者の作業（２）
◆野菜袋詰め

①「双葉、黄色い葉を落とす作業」 → ②「5個づつ並べる」
→ ③「袋詰め」 → ④「袋とじ」の４工程に分解

●「ラディッシュ」の場合

袋詰め5個づつ並べる

◆その他作業 ●シール貼り
●袋の印刷 15

（５）農福連携に取り組むための準備・配慮
◆職場環境の整備（衛生管理、安全管理、休憩室等の配慮）
●作業室への入室は、ルール通り実施。
●NPO法人施設スタッフの方が支援・確認。
●休憩室を別途準備

２．農福連携への取組（６）

◆人的配慮（HATAKEカンパニー社員の配置等）
●NPO法人施設スタッフの作業習得。
●障害者が気持ちよく働けるための人的配慮や社員研修。
●トラブルに対応できる社員を配置。
●障害の方と一緒に作業することが上手な社員を配置。

◆賃金・工賃
●作業量・作業適正に応じた工賃

◆GAP（農業生産工程管理）

◆農業経営者と福祉事業所との定期的な協議の場 16



２．農福連携への取組（７）
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休憩室 掲示（安全管理） 掲示（衛生管理１）

掲示（衛生管理②） 掲示（衛生管理③） 掲示（衛生管理④）

（６）農福連携による効果・課題等

●「オーダーメイド野菜」（小ロットや特注の発注）に対応
●経営規模拡大
●売上げ増加
●職場環境の良好な雰囲気

２．農福連携への取組（８）

◆効果

◆課題

●農業者や社員が障害者の方に直接作業を指示することは困難。
●まずは、NPO法人施設スタッフの技術習得が重要。
●直接雇用の場合、雇用判断の難しさ。

◆失敗・反省・所感

●障害に対する知識や適切な配慮
●農業経営者と福祉事業所との定期的な協議の場
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◆農福連携を進める上で必要な視点

３．今後の展開

（２）今後の農福連携に求めること
◆今後、取り組みたい農福連携
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（１）農業側と福祉側の求めるものの違いの認識
●農業は利益追求が第一。
●福祉はそれとは異なる部分が大きい。

それぞれ主とした目的があり、共有できる部分を見出すことが重要。

●収益性のある農業で障害者の方が主体となり活躍できる事業

■ミッション（OUR MISSION)

“農業人の育成”を通して地方経済の活性化に貢献するとともに、
あらゆる人々に“豊かな食生活”と“健康”そして“感動”を提供する。

■ビジョン（OUR VISION)

“農”の分野において日本を代表するサプライヤー（供給者）となり、地域
創生に貢献して1000人単位の雇用を創出し、“農”を競争力ある産業に変革させ
るとともに、常にその先頭に立ち続ける組織となる。

■バリュー（OUR VALUE for your life)

我々は生産者組織として
・すべての関係者と真摯にむきあい信頼の向上に努めます（信頼性）
・創造を続け新しい価値を生み出す努力を継続します（創造性）
・常に地域社会の一員としての貢献を惜しみません（地域貢献）
・常に農業の発展に貢献できるよう可能性を追求します（革新性）

経 営 理 念
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