
㈱なかせ農園
（熊本県菊池郡大津町）

～障害者の雇用と福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～～障害者の雇用と福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～

・さつまいも専作であり、青果のほか加
工品（干しいも）も販売。販売先は大手
スーパーの他、シンガポールへの輸出
にも取組んでいる。

・事業所への主な委託作業は、苗切り作
業、芋のつる切り、機械を用いた芋の
重さによる選別作業など。

・雇用している障害者は、仕事の飲み込
みが早く、多くの作業に対応できるよう
になっている。

・複数の動作を行うことが苦手なため、
作業を細かく分けて分担している。

水はけの良い火山灰土のほ場

・甘藷栽培暦30年。G-GAP取得による品
質向上や労働力の安全管理体制を構築。
・収穫後に徹底した温湿度管理で熟成貯
蔵し、甘みの強いさつまいもだけを出荷。
・H28年に法人化。同年、最新の貯蔵倉庫
を新設するとともに、新卒の障害者を雇
用。また就労継続支援事業所に作業委
託し、利用者に就労の場を提供。規模拡
大を着実に推進（H23年の4haからH30年
は7.7haに拡大）。

・甘藷栽培暦30年。G-GAP取得による品
質向上や労働力の安全管理体制を構築。
・収穫後に徹底した温湿度管理で熟成貯
蔵し、甘みの強いさつまいもだけを出荷。
・H28年に法人化。同年、最新の貯蔵倉庫
を新設するとともに、新卒の障害者を雇
用。また就労継続支援事業所に作業委
託し、利用者に就労の場を提供。規模拡
大を着実に推進（H23年の4haからH30年
は7.7haに拡大）。

経 緯

取組内容

体 制

・人手のかかる甘藷の規模拡大は、家族
の労働力のみでは対応できず、健常者
の雇用も人手不足で難しい中、障害者
の労働力があって可能となった。

・雇用している障害者は、当社に雇用さ
れたことを誇りに思っており、意欲的に
働いている。
・事業所への委託により、4名の障害者
が年間10ヶ月程度、6名の障害者が年
間6ヶ月程度作業に従事しており、多く
かつ長期間、障害者に就業の場を提供。

取組の評価

蔵出し「ベニーモ」芋の重さによる選別作業

農福連携の取組事例（「農」主体）農福連携の取組事例（「農」主体）



農福連携の事例（露地野菜（さつま芋）） 

～障害者の雇用と福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～ 

㈱なかせ農園 熊本県大津町 

１ 取組みの概要 

＜経緯＞ 

・江戸時代から続く農家であり、稲作も行ってきたが、30 年程前から甘藷栽培

に本格的に取組んできている。 

・試行錯誤を繰り返しながら、農薬や化学肥料の使用を最小限に抑え、良質な

完熟堆肥を豊富に使う農法を確立。また、収穫後に徹底した温湿度管理で熟

成貯蔵させた甘みの強いさつまいもだけを出荷。 

・H23 年に後継者がＵターン就農。経営規模を 2～3ha から 4ha に拡大。H24 年

頃から、ＪＡ熊本経済連を通じてシンガポールへ焼き芋用の青果２ｔ等を毎

年輸出。また、H27 年に農協出荷から大手スーパー等への直接販売に移行。 

・H28 年に法人化（１戸 1 法人）。熊本地震により芋の熟成用の蔵が被災。今後

の経営発展も見据え、熟成に最適な温湿度で貯蔵できる最新の貯蔵倉庫（建

設費 6000 万円）を新設。 

・H28 に G-GAP を取得。国際認証を取得したことで販路拡大や生産面の品質向上

だけでなく、労働者の安全管理体制の充実にも力を入れている。 

・同年に地元の障害者支援学校の新卒者 1名（当時 18 歳、軽度(B2)の知的障害

の方。「Ａ君」）を雇用。役場のあっせんで職場訓練の研修生として受入れた

のがきっかけ。良く働いてもらえたので雇用することとなった。 

・また、Ａ君の支援学校の同級生（「Ｂ君」）が地元の福祉事業所（障害者就労

支援施設）の利用者で、Ｂ君もＡ君と一緒に働くことを希望していたことか

ら、Ｂ君を含む同事業所の利用者に作業（同事業所への作業委託）をお願い

することとなった。 

・最新の貯蔵倉庫に見合った経営規模は 10ha 以上であり、規模拡大を進めてき
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ており、現在(H30 年)の経営規模は 7.7ha。来年度は 10ha となる見込み。 

＜経営概要＞ 

・さつまいもの栽培面積は 770a（180ｔ程度）であり、うち自作地 400ａ。 

・主な販売先は大手スーパーへの直売である。 

・加工品は「干しいも」であり、乾燥処理は低温減圧乾燥機（細胞の組織破壊

が少ない）を保有している岐阜県の障害者施設に委託し、製品はシンガポー

ル等へ輸出や国内のネット通販会社へ流通。 

・また、大津町の若手農家（「大津町芋農家二代目イモセガレブラザーズ」）と

連携し、お菓子用原料（コラボ商品：「熟いも」いきなりさんど）として地元

菓子メーカーに販売。 

・販売額でみると、青果が 8 割、加工向けが２割である。なお、スーパーへは

青果で販売しているが、その多くはスーパーが焼き芋にして販売しており、

スーパーの焼き芋販売を加工向けに含めると加工向けが７割になる。 

〇経営面積：7.7ha（自作地 4ha、借地 3.7ha） 

２ 運営状況 

・役員は父親（代表）、母親の 2名。従業員（常時雇用）は後継者とＡ君の 2名。

パート雇用は女性の健常者 3 名。2 名は子育て中の女性を雇用（9:00～16:00

まで勤務）。1名はベテランの女性で繁忙期（4～6月、9～11 月）に雇用。 

・就労継続支援Ａ型事業所への作業委託 

 農閑期の 6 月末から 8 月末を除く期間（9 月～翌年 6 月中旬の 10 ヶ月程度）

はＢ君を含む利用者 4名が作業。 

農繁期の 4～6 月（苗の植付け）及び 9～11 月（収穫時期）の 6 ヶ月程度は上

記の利用者とは別に 6名が作業。 

 また、作業委託期間中は支援員 1 名が利用者の指導を行うとともに利用者と

一緒に作業を行っている。 
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・就業時間 

 Ａ君は 9:00～17:00、事業所の利用者は 10:00～15:00（途中 1時間休憩） 

・通勤手段 

 Ａ君は自宅より自転車で当社に通勤。事業所の利用者は事業所の車で作業現

場まで送迎。 

・賃金 

 Ａ君には最低雇用賃金以上の賃金（時給 765 円）を支給している。事業所の

利用者は人数、時給単価、作業時間をもとに作業労賃（支援員を含む）を事

業所に毎月支払っている。なお、時給単価は大津町での障害者が農作業に従

事する場合の標準的な労賃を勘案し、事業所と相談して決めている。 

４ 作業状況 

・事業所への委託作業は基本的に当社の作業場、貯蔵倉庫などでの作業に従事。

苗床ハウスでの苗切り作業、収穫された房の状態の芋を一個一個切り分ける

作業、芋の重さによる選別などである。作業状況の詳細は別表のとおり。 

・Ａ君の場合は、多くの作業をこなせるようになっており、ほ場での機械によ

る収穫作業の補助等も担っている。ただし、芋の形によるＡ品・Ｂ品の選別

は難しい。 

・作業内容を支援員に伝えると事業所が各作業に適しそうな方を人選される。

例えば、苗切り作業であれば小まめな作業が得意な女性、作業場での作業は、

締め切った空間での作業となるため、精神障害の方は難しい面があり、体力

のある知的障害の方や一部の身体障害の方を中心に対応できそうな方に作業

していただいている。 

・複数の動作を行うことが、苦手なため、作業を細かく分けている。例えば、

就労継続支援事業所への作業委託状況

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下

農閑期を除く
農繁期
計 4名 10名 なし 10名 4名

12月

4名
農閑期

4名

6名（苗植付期） 6名（収穫期）

6月 7月 8月 9月 10月 11月
区分

1月 2月 3月 4月 5月
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苗切り作業では、苗を切ってコンテナに入れる作業があるが、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分けている。 

・お願いしたとおりの作業ができていない場合（苗切りの苗が短すぎるなど）

は、支援員に伝え、支援員から利用者を指導してもらっている。 

５ 評価 

・人手のかかる甘藷の規模拡大は、家族の労働力のみでは対応できず、健常者

の雇用も人手不足で難しい中、安定的な障害者の労働力の支えがあって可能

となった。 

・Ａ君は熱心に作業に取組み、飲込みも早く、多くの作業に対応できるように

なった。支援学校から一般企業に雇用されることはまれであり、Ａ君は当社

に雇用されたことを誇りに思っている。また、収入も一般の障害者と比べて

格段に多く、結婚できると考えており、当社としても応援していきたい。 

・事業所への委託により、4 名の障害者が年間 10 ヶ月程度、6 名の障害者が年

間 6 ヶ月程度作業に従事しており、多くかつ長期間、障害者に就業の場を提

供できている。 

（平成 30 年 9 月） 
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＜別表 さつま芋の作業状況＞ 

主な

作業

実施時期 作業内容

植付 4～6 月 ・苗切り作業を利用者 7 人程度で行ってもらっている。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

人に作業を分けている。

・苗づくりはハウス施設で種芋から育苗する。その苗床に

親芋を伏せこむ作業や肥料散布はＡ君も健常者ととも

に行う。

・ほ場での植付作業や潅水作業も健常者とともに A くん

も行う。

管理 4～6 月 ・管理機での対応が難しい場合に、手作業で草取りを行っ

ており、利用者 4 人も従事している。

・畝間に横一列に並び一斉に草取りを行う。

・暑い時期であり、小まめに休憩をとり、水分補給を行う。

収穫

出荷

9～11 月

熟成後の

作業は 11
月～翌年

6 月まで

・機械で収穫された房の状態の芋は、①一個一個切分けて

コンテナに入れ、②貯蔵倉庫に搬入し 2 ヶ月程度熟成、

熟成後、③芋の重さによる選別、④洗浄、⑤選果場で乾

燥後、⑥芋の形状による選別を行い、ダンボールに詰め

出荷している。

・上記作業のうち利用者が行っているのは、主に①、③で

あり、ピーク時には 10 人程度で作業。

・Ａ君は上記作業のうち芋の形状による選別以外の作業の

他、機械での収穫作業の補助にも従事している。
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取組み状況写真

育苗ハウス 水はけの良い火山灰土のほ場

熟成に最適な温湿度で貯蔵できる貯蔵倉庫 貯蔵倉庫の内部

貯蔵倉庫での芋の重さによる選別作業 蔵出し「ベニーモ」
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