
障害福祉サービス 事業所「 ひまわり畑」
（大分 県大 分市）

～農業法人、漬物メーカーと連携し、就労の場を拡大～～農業法人、漬物メーカーと連携し、就労の場を拡大～

・農業法人が高菜6haの栽培と一次加工
を行い、一次加工品の８割程度を漬物
メーカーに販売。
・残りの２割程度は当事業所が買い取り、
漬物加工し県内向けに販売。
・農業法人が行う高菜栽培と1次加工に
は、当事業所の利用者が施設外就労
にて従事。高菜に関しては大規模栽培
に対応できるように県から技術的な支
援を得て栽培。
・その他、梅干し、大根等の漬物加工と
販売、当事業所の借受け農地1.4ｈａに
おける甘藷等の生産と販売を実施。

高菜の栽培状況

・Ｓ60年より、農地の管理や大根、甘藷等
栽培など農業を中心とした取り組みを
行ってきた。
・Ｈ16年に漬物工場を新設。梅干し、大根
等の漬物加工に着手。食の安全安心対
策が評価され、販売ルートを拡大。
・Ｈ28年に県主導のもと、地元の農業法人、
大阪の漬物メーカーと提携して高菜の大
規模生産と加工に着手。

・Ｓ60年より、農地の管理や大根、甘藷等
栽培など農業を中心とした取り組みを
行ってきた。
・Ｈ16年に漬物工場を新設。梅干し、大根
等の漬物加工に着手。食の安全安心対
策が評価され、販売ルートを拡大。
・Ｈ28年に県主導のもと、地元の農業法人、
大阪の漬物メーカーと提携して高菜の大
規模生産と加工に着手。

経 緯

取組内容

体 制

・農業法人や漬物メーカーとの連携前の
H27年の売上は7,700万円であったのに
対し、連携後の農業法人からの作業受
託収入を合わせたH30年の売上は8,670
万円と12％増加。
・当事業所の利用者数もH27年の30名か
らH30年には36名と増加。工賃も、Ａ型
の利用者には県の最低賃金以上を、Ｂ
型の利用者にも県平均を大きく上回る
工賃を支払うことができている。

・当事業所の取り組みは連携先の農業法
人の経営規模の拡大や漬物メーカーの
原料の安定調達にも貢献。

取組の評価

HACCP対応型の漬物工場高菜の一次加工施設

農福連携の取組事例（「福」主体）農福連携の取組事例（「福」主体）
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農福連携の事例（農産加工、農作業受託） 

～農業法人、漬物メーカーと連携し、就労の場を拡大～ 

社会福祉法人新友会（障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」）大分県大分市 

 

 

１ 取組の概要 

＜経緯＞ 

・社会福祉法人新友会が立地する大分市大南地区は市の南部に位置する農業地帯。昭和 60 年の法人設立よ

り、当法人運営の障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」が大南地区において農地の管理や大根、甘藷

等栽培など農業を中心とした取り組みを行ってきた。 

 

・また、平成 16 年に日本財団の助成により、漬物工場（約 1,180 ㎡）を新設。高菜、梅干し、大根等の漬

物加工に着手。この工場はハセップ（HACCP:衛生管理製造過程の承認）対応型の空調設備を持つ工場

で、梅干し、大根等の漬物を製造し、自社ブランドで販売。この食の安全安心対策が評価され、販売ルー

トが拡大。 

 

・平成 28 年に大分県中部振興局主導のもと、当事業所が地元の農業法人（以下「F 社」）と大阪市の漬物

メーカー（以下「T 社」）と連携して高菜の大規模生産と加工に取り組むこととなった。 

 

・この取り組みは、T 社が漬物原料の高菜を大分県下から調達することになったことが契機。T 社は九州

の他県から高菜を買い入れていたが、高菜の不作で、T 社会長の地元である大分県下からの確保を検討

することとなり、大分県大阪事務所に相談。 

 

・県で検討した結果、農業と加工事業の実績のある当事業所に高菜の生産を打診することとなり、中部振

興局から当事業所に T 社が求める高菜の生産（一次加工まで処理）について相談。当事業所では、求め

られる高菜の量が大きすぎたため、引き受けることができなかった。 

 

・このため、中部振興局は、 

①経営規模の拡大を検討していた農業法人 F 社が高菜栽培に必要な農地の確保と栽培を行うとともに、

一次加工に必要な施設整備を行う、 

②当法人が高菜栽培や一次加工に必要な労力の提供を行う、 

  ③一次加工された高菜を T 社が買い取る 

ことを提案し、このスキームで当事業所と F 社が連携して T 社に高菜を供給することとなった。 

 

・現在、当事業所（利用者：就労継続Ａ型 19 名、同Ｂ型 17 名）は、 

①加工事業として、上記の高菜の 2 次加工、県内で調達した梅を用いた梅干し、当事業所生産の大根

を用いた漬物等の加工と販売、 

②施設外就労として、上記の高菜の栽培、高菜の一次加工のほか、大根栽培等を F 社からの受託、 

③当事業所が借り受けている農地 1ｈａにおいて、甘藷、カブ等の生産と販売 
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に取り組んでいる。 

 

＜経営概要＞ 

・F 社からの作業受託（高菜の栽培 6ha、高菜の一次加工） 

・漬物加工販売（梅干し、高菜漬け、大根、白菜等の浅漬け） 

・近隣農家から借り受けている農地約 1.4ha で甘藷(0.8ha)、カブ（0.2ha）、米（0.4ha）等を生産販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運営状況 

 障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」は、就労支援事業多機能型であり、就労継続Ａ型・Ｂ型及び就労

定着支援を実施。農業関係には就労継続Ａ型・Ｂ型の利用者合わせて 36 名が従事。なお、利用者の多くは

当事業所と同系列のグループホームの利用者であり、当事業所の近隣に居住。 

 

〇就労継続支援Ａ型 

・職員 8 名、パート 7 名、利用者 19 名（知的障がいの方 18 名、精神障がいの方 1 名） 

 

・利用者の作業時間は、原則週 5 日で 8：30～17：00 のうち 7 時間（休憩 1.5 時間）であり、繁忙期には

残業も行っている。 

 

・梅干、高菜漬（20 アイテム）、浅漬け（40 アイテム）等の製造、加工に取り組む「漬物部門」（利用者 16

名が従事）と農業全般、除草作業等の施設外就労に取り組む「その他部門」（利用者 3 名が従事）の２グ

ループからなる。なお、漬物は県内のスーパー、道の駅、ＰＢ商品として県外の百貨店などで販売。 

 

〇就労継続支援Ｂ型 

・職員 4 名、パート 3 名、利用者 17 名（知的障がいの方 15 名、精神障がいの方 2 名） 

 

・利用者の作業時間は、原則週 5 日で 8:30～15:00 のうち 5 時間（休憩 1.5 時間）であり、繁忙期（高菜

の収穫、甘藷苗の植付期）には月 2～3 日、土曜日に作業を行っている。 
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・甘藷の出荷準備等を行う「甘藷部門」（利用者 9 名が従事）と高菜の栽培、漬け込みと出荷を中心に、米、

大根、甘藷などの栽培、出荷等の農作業全般の業務を施設外就労にて行う「その他部門」（利用者 8 名が

従事）に分かれて作業を行っている。 

 

・また、甘藷の販売先は高崎山自然動物公園に餌用として納品している他、地元スーパーなどにも販売。 

 

〇高菜の栽培と加工 

 平成 28 年度から取り組んでいる高菜の栽培と加工の取り組み状況は以下のとおりである。 

 

・平成 28 年度に F 社が「産地パワーアップ事業」（農林水産省）により農産物加工施設を当事業所の漬物

工場の隣接地に新設し、高菜の栽培と一次加工を行い、一次加工品の８割程度を T 社に販売。 

 

・T 社は買い取った一次加工品の高菜を当地域に新設した工場で製品化し、県外向けに販売。また、一次

加工品の２割程度は当事業所が買い取り、当事業所の漬物工場にて県内向けとして製品化し、当事業所

の販売ルートで販売。この製品化には当事業所の就労継続支援Ａ型の利用者が従事。なお、当事業所の

漬物工場での製品化に当たっては、そのノウハウについて T 社より技術的支援を受けている。 

 

・また、Ｆ社が行う高菜の栽培と 1 次加工には、当事業所の就労継続支援Ｂ型の利用者がＦ社のほ場や農

産物加工施設への施設外就労にて従事。なお、高菜の大規模生産は中部振興局から栽培技術の支援を受

けている。 

 

〇各作業への適性の判断と配置の決め方 

・利用者の多くは支援学校出であり、在校時の実習で一通り作業体験を行ってもらい、適性を判断し、採

用している。それ以外の人も作業体験を経て採用している。漬物部門の作業に対応できる人や草刈り機

（ナイロンコードを使用）や土寄せ等を行う管理機の操作等に対応できる人はＡ型、これらの作業に対

応できない人はＢ型で採用。 

 

・漬物部門は運ぶ、洗う、カット、計量、袋詰め、浅漬けの調味液の注入等多くの工程があり、これらの工

程に複数対応できること（多能工）が求められる。 

 

〇栽培・加工技術の習得 

・当事業所で栽培する甘藷、大根等の栽培技術や農業機械の操作等基本的な技術は職員が長年の取り組み

により習得。また、高菜の大規模な栽培に当たっては、中部振興局から土壌調査に基づく堆肥や肥料の

種類や量、追肥の時期、植付時期等の指導を受けた。この指導により栽培技術が向上し、生産する他の

野菜の品質も向上。 

 

・漬物加工の技術は漬物組合から指導を受けているとともに、漬物メーカーに勤務していた人を再雇用し

ている。また、高菜漬けの加工技術は、Ｔ社からカット方法、使用機械などの技術的な指導や情報提供

を受けている。 



4 
 

〇販路開拓 

・営業担当の職員を配置し、販路開拓を積極的に行い、道の駅、ＰＢ商品として県外の百貨店、県内スーパ

ーチェーンの産直コーナーなど販路が拡大。なお、ハセップ（HACCP:衛生管理製造過程の承認）対応型

の漬物工場を平成 16 年に新設したことが、食の安全安心への関心の高まりもあり、販売ルートの拡大に

寄与。 

 

〇施設外就労の受注額 

・Ｆ社への施設外就労（作業受託）の受注額は、6ha の高菜の栽培作業、一次加工に必要な労力を当事業

所が見積もり、F 社と調整して年額で契約。H30 年の受注額は 660 万円である。 

 

 

３ 作業状況 

 当事業所の利用者が行っている作業内容を整理すると下表のとおりである。 

 

障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」の作業内容 

区分 部門／就労場所 作業内容 

就労継続 

支援Ａ型 

（19 名） 

漬物部門（16 名） 

※当事業所の漬物

工場での就労 

梅干し（県内産地から買い取った小梅・南高梅の加工） 

高菜漬け（Ｆ社から買い取った一次加工された高菜を買い取

り、製品化（二次加工）） 

浅漬け（当事業所生産のカブ、近隣農家、契約農家等から買い

取った白菜等浅漬け） 

その他部門（3 名） 

※当事業所及び F

社のほ場 

自営の甘藷、カブ、稲作等の作業及び F 社から作業受託して

いる高菜、甘藷等の作業（施設外就労） 

就労継続 

支援Ｂ型 

（17 名） 

甘藷部門（９名） 

※当事業所の貯蔵

施設での就労 

出荷準備（当事業所生産の甘藷のほか近隣農家、契約農家から

買い取った甘藷の調整（つる切り）、選別、箱詰め等） 

その他部門（8 名） 

※Ｆ社及び当事業

所のほ場、Ｆ社の

加工施設での施設

外就労 

高菜の栽培（Ｆ社のほ場での苗作り、収穫作業等） 

高菜の一次加工（Ｆ社の加工施設での高菜の漬け込み作業） 

甘藷（当事業所ほ場での苗作り、苗植え、収穫作業） 

大根（当事業所ほ場での収穫作業） 

稲作（当事業所ほ場での堆肥散布、水路掃除、苗運び、草刈り

収穫の手伝い等の作業） 

 

 このうち、就労継続支援Ａ型の「その他部門」及び就労継続Ｂ型の利用者が従事している主な作業の状

況は以下のとおりである。なお、作業場所は、高菜の栽培は F社のほ場（当事業所より 10km）、高菜の加

工（一次加工）は当事業所に隣接して設置されている F社の加工施設、甘藷の栽培は当事業所のほ場（当

事業所より 5km）及びＦ社のほ場（当事業所より 3km）である。 
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〇高菜の栽培 

・F 社からの作業受託であり、主な作業は機械化ができない苗の植付前のほ場への堆肥散布（8 月頃）、収

穫作業（11～12月、2～4月）などである。収穫作業は、職員（3名）とともに利用者（10 名）がノコギ

リ釜で一株づつ刈取り、一晩干して、翌日トラックに積み込み、F社の加工施設に搬入。 

 

〇高菜の加工（一次加工） 

・高菜の一次加工は、 

①一晩干された高菜を漬け込み用のタンクに入れる 

②1段、1段綺麗に並べる。その際、黄色くなった葉を取り除く 

③1段毎に塩を全体にまんべんなく振る 

④タンク上部まで漬けたら重石を掛ける（機械作業） 

作業である。職員（2名）と利用者（8名）が従事し、利用者は①～③の作業に従事。 

 

〇甘藷の栽培 

・主な作業は苗植え作業（5月～6月）と収穫作業（10～11 月）である。 

 

・芋の苗植え作業は、二人組みで行い、一人が株間 30cm ごとの植え穴（マルチ栽培であり、職員が穴開け

は行う）に苗を置き、もう一人が苗を植穴に押し、土をかぶせる作業を行う。後者の作業は、中腰での作

業であり、一定時間経てば苗配りの作業と交代してもらうように工夫している。苗植え作業は職員 1名、

利用者 7名で実施。 

 

・収穫作業は、 

①蔓の刈り払い、除去 

②マルチフィルムの除去（回収） 

③掘り取り機械でうねを掘り起こす 

④掘り出された芋の株を切り分け、コンテナに入れる  

⑤トラックに積み込み、貯蔵施設に運び込む 

があり、このうち職員が行う③以外の作業を利用者が行っている。この収穫作業は職員 2 名、利用者

10 名で実施。 

 

〇甘藷の出荷調整作業 

・貯蔵施設から芋を取り出し、ひげ根の除去イモの端の切り揃え、芋洗い機での洗浄、乾燥施設で乾燥後、

規格別の選別、箱詰め。梱包作業を利用者が行っている。この作業は職員 1名、利用者 5名程度で実施。 

 

・甘藷の出荷調整作業は、当事業所の生産分と近隣農家や契約農家からの買い取り分があり、ほぼ年間を

通して行っている。 
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４ 評価 

・新規作物の高菜の導入に当たり、中部振興局から技術指導の支援を受け、高菜の栽培のみならず栽培技

術が向上し、生産する他の野菜の品質も向上。 

 

・平成 30 年度の売上は漬物等加工品が 7,540 万円、甘藷等農産物が 560 万円、農業法人等からの作業受託

が 660 万円、合わせて 8,760 万円である。農業法人や漬物メーカーとの連携前の平成 27 年度の売上は漬

物等加工品と甘藷等農産物合わせて 7,700 万円であり、この連携により、売上は 12％増加。また、当事

業所のＡ型・Ｂ型の利用者数も平成 27年度の 30名から平成 30年度には 36 名と増加。 

 

・工賃についても、Ａ型の利用者には県の最低賃金以上を支払うことができており、Ｂ型の利用者にも県

平均を大きく上回る工賃（H29 年平均工賃月額約 3万 1千円）を支払うことができている。利用者はＢ型

の利用者も含め、障がい者年金と工賃により自立できており、利用者の家族から高く評価されている。 

 

・当事業所の取り組みは連携先の農業法人の経営規模の拡大や漬物メーカーの原料の安定調達に貢献して

いる。 
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活動状況の写真 

  
（ 高菜苗の育苗 ） （高菜の栽培状況） 

  （ 高菜の一次加工施設 ） （ HACCP 対応型の漬物工場 ） 

 

 

 
（ 梅干しパック詰め作業 ） （ 大根塩漬け作業 ） 

 

 


