
社会福祉法人 ハイジ福 祉会
（福岡 県八 女市）

～花き農家との連携と自営の農業で就労の場を確保～～花き農家との連携と自営の農業で就労の場を確保～

・ガーベラのパッケージ作業では、①専
用機械で1本ずつキャップに入れる、
②茎の長さによる等級分け、③等級ご
とに束ねて箱詰めの作業を利用者が
職員と分担して実施。
・ユリの作業は、①蕾や葉の痛み、茎の
曲がり具合をチェックし、市場出荷でき
ないものを取り除く、②蕾の数や長さ等
による選別等の作業に従事。
・自営農業のガーベラ、ミディトマトは職
員がＪＡの指導員等からの指導を得て、
栽培技術を習得。各種作業は職員と利
用者が従事。

ガーベラのキャップ入れ

・Ｈ19年に法人設立。就労継続支援Ｂ型事
業所「八女作業所」等を運営。
・Ｈ26年に新たに就労継続支援Ａ型「フラ
ワーパッケージセンター」を設置し、ＪＡの
花き部会からガーベラ、ユリのパッケー
ジ作業の受託事業を開始。
・H28年に放棄地の買取・借地により農地
を確保し、自営の農業に着手。ガーベラ
とミディトマトを生産販売。ＪＡ直販の花き
のパッケージ作業も受託。

・Ｈ19年に法人設立。就労継続支援Ｂ型事
業所「八女作業所」等を運営。
・Ｈ26年に新たに就労継続支援Ａ型「フラ
ワーパッケージセンター」を設置し、ＪＡの
花き部会からガーベラ、ユリのパッケー
ジ作業の受託事業を開始。
・H28年に放棄地の買取・借地により農地
を確保し、自営の農業に着手。ガーベラ
とミディトマトを生産販売。ＪＡ直販の花き
のパッケージ作業も受託。

経 緯

取組内容

体 制

・利用者への安定した作業と工賃を確保。
利用者数を10名から13名に拡大。利用
者は精神力、体力を身につけ、これまで
1名が終日雇用の一般就労に移行し、2
名が一般企業へ就職。繁忙期にＢ型作
業所へ作業を依頼することによりＢ型利
用者（20名程度)の工賃向上にも貢献。
・花き生産農家は収穫後の出荷調整労力
が軽減され、花き栽培に集中できるよう
になり、栽培面積を拡大。

・受託事業の取組がＪＡから評価され、地
元スーパー等へのＪＡ直販の花きのパッ
ケージ作業も受託。

取組の評価

鉄骨ハウスでのガーベラ栽培出荷調整用の作業台

農福連携の取組事例（「福」主体）農福連携の取組事例（「福」主体）



農福連携の事例（花き出荷作業受託、花き、トマト） 

～花き農家との連携と自営の農業で就労の場を確保～ 

社会福祉法人ハイジ福祉会（就労継続支援Ａ型「フラワーパッケージセンター」）福岡県八女市 

 

１ 取組の概要 

・福岡県八女市の社会福祉法人ハイジ福祉会は平成 19 年 3 月に法人設立。精神障がいの方を主な対象に B

型就労継続支援事業等を実施してきた。 

 

・他方、地元ＪＡふくおか八女の特産であるガーベラ、博多シンテッポウユリの生産農家は、収穫後自宅

にて出荷調整を行っていたが、労働力が不足していることから、出荷調整施設（以下、パッケージセン

ター）の設置意向があった。 

 

・平成 25 年頃から、障がいを持つ方のさらなる就労機会の拡大を検討していた当福祉会は、これら花き農

家のパッケージセンターの設置意向に着目し、ＪＡふくおか八女花き部会の「ガーベラ部」、「博多シン

テッポウユリ部」と協議を重ね、パッケージ作業を両部から受託する新たな就労継続支援事業所を設立

することとなった。 

 

・平成 26 年 6 月に当福祉会は、パッケージセンターの作業スペース等を有する施設を整備し、新たに就労

継続支援 A 型「フラワーパッケージセンター」（職員 2 名、利用者定員 10 名）を開設。ガーベラは 26

年度から、ユリは 27 年度からパッケージ作業の受託事業を開始。 

 

・生産農家は収穫後の出荷調整が無くなり花き栽培に集中できるようになり、栽培面積を拡大。また当セ

ンターの情報を聞いて新たに栽培を始める農家もみられ、当センターの受託量は、ガーベラは平成 26 年

度の 102 万本から 198 万本に、ユリは平成 27 年度の 12 万本から平成 30 年度には 16 万本に、それぞ

れ大幅に拡大。 

 

・また、これらの受託事業の取組により、ＪＡの信頼が得られたことから、平成 28 年度よりＪＡが受注し

ている地元スーパーや道の駅等のＪＡ直販の花きのパッケージ作業も当センターが受託することとなっ

た。 

 

・さらなる就労の場の確保や工賃の安定を図るため、自営の農業に取り組むべく、平成 28 年度に放棄地

660 坪を買い取り、400 坪を借地し、合わせて 1,060 坪の農地を確保。うち 200 坪は放置状態の鉄骨ハ

ウスであり、この鉄骨ハウスを再整備し、ガーベラを栽培。また 500 坪のパイプハウスを設置し、ミデ

ィトマトを栽培。 

 

・当法人は販路確保と生産指導の確保のためＪＡの組合員となり、ガーベラ（年間 18 万本収穫）は当セン

ターに出荷、ミディトマト（年間約 14t 収穫）はＪＡ集荷施設に出荷し、ＪＡルートで販売。このよう

な取組みにより、当センターは安定した雇用、収入、作業の確保ができ、利用者の定員は平成 26 年度 10

名から令和元年度は 15 名に拡大。また、花き農家の規模拡大や放棄地の有効活用など地域農業に貢献。 

 



２ 運営状況 

 花きのパッケージ作業の受託事業、ＪＡ直販の受託事業及び自営の農業は社会福祉法人ハイジ福祉会が

運営する就労継続支援 A 型「フラワーパッケージセンター」が担っている。なお、当センターは近隣の保

育園の清掃作業も通年受託している。 

 

〇運営体制 

・職員 3 名、利用者 13 名（うち女性 4 名、精神障がいの方が主）。 

・当センターは利用者と雇用契約を結び、最低賃金を支給し、繁忙期には健常者のパート従業員（ガーベ

ラ部雇用）とともに働くなど一般就労に近い環境で作業を行うことで、精神力、体力を身につける場所

を提供。 

・受託事業と自営の農業等で利用者の担当分けは行っておらず、全員が各作業に対応している。 

・また、パッケージ作業の繁忙期（ガーベラは 3 月～5 月、ユリはお盆前の 8 月上旬）には、社会福祉法

人ハイジ福祉会が運営する他の２つのＢ型就労継続支援事業所の職員 4 名と利用者 20 名程度が施設外

就労や選花作業に従事している。 

 

〇利用者の作業時間 

・作業日は原則日曜日、木曜日を除く週 5 日であり、作業時間は原則 8：00～17：00 内の 4 時間。 

・ただし、変動制であり、繁忙期には上記によらず、休日や作業時間の振替を行っており、年間通してみる

と、規定の作業日数、一日の平均作業時間が 4 時間程度となるよう調整。また、作業開始時間はその日

の作業ごとの出勤時間のスタートが 8 時 30 分からで、保育園の清掃作業は早出のグループが対応。 

  

各作業の実施時期（就労継続支援 A 型「フラワーパッケージセンター」）平成 30 年度 

区分 作目等 実施時期 

受 託 事 業

（出荷調整

作業） 

ガーベラ 通年（3～5 月がピーク） 

博多シンテッポウユリ 7 月～8 月（8 月上旬がピーク） 

ＪＡ直販のパッケージ作業 通年（3～5 月、8 月上旬 12 月がピーク） 

自営の農業 ガーベラ 通年 

ミディトマト 9 月定植 11 月～6 月まで収穫 

農業以外の事業（保育園の清掃作業） 通年 

 

 フラワーパッケージセンターの取り組み 



〇受託料金 

・ガーベラ及び博多シンテッポウユリの受託事業の受託料は出来高払いであり、1 本当たりの単価を設定。

この単価は当センターが利用者の最低雇用賃金やセンターの必要経費等をもとにガーベラ、博多シンテ

ッポウユリの両部と調整し、設定している。 

 

〇営農技術 

・ガーベラ栽培については、職員がＪＡの指導員や県普及指導センター、花き部会ガーベラ部の農家から

指導を得て習得。また、ミディトマトについても職員がＪＡの指導員、県普及指導センターや中玉トマ

ト部会の農家から指導を得て習得。 

・当センターがＪＡの取り扱い品目を導入していること、ＪＡの組合員となっていることで、営農技術の

習得や販路の確保が可能となっている。なお、当センターの施設長はＪＡ勤務の実績があり、地域の農

業に精通していることもスムーズな農業参入に貢献している。 

 

 

３ 作業状況 

 当センターの主な作業であるガーベラと博多シンテッポウユリの出荷調整作業及びガーベラとミディト

マトの栽培の作業状況は以下のとおりである。 

 

〇ガーベラの出荷調整作業 

・主な作業は、 

① 花や葉の傷み、茎の曲がり具合のチェック（検査：ガーベラ部 雇用パート） 

② 専用機械で 1 本ずつキャップに入れる（※ガーベラは花弁が柔らかいので、輸送で傷つかないよ

う、一輪一輪セロハンのキャップがつけられる） 

③ 茎の長さによる等級（２Ｌ（45 ㎝以上）、Ｌ（35㎝）、外品（34㎝以下））分け 

④ 同じ等級のものを１０本ずつ束ねて箱詰め 

であり、このうち①の検査は八女ガーベラ部で雇用されているパート従業員 2 名が行い、②～④の作業

を利用者が職員 2名とともに分担して実施。なお、③の茎の長さによる等級分けは作業台に規定（２Ｌ、

Ｌ）の長さで線が引かれており、利用者でも簡単に行えるよう工夫されている。 

 

〇博多シンテッポウユリの出荷調整作業 

・主な作業は、 

① 蕾や葉の傷み茎の曲がり具合のチェックを行い、市場出荷できないものを取り除く（選花） 

② 蕾の数や長さ等により等級ごとに選別を行う 

③ 1 束 10 本ずつフラワースリーブ（包装フィルム）に入れる 

④ 5～10 束をまとめて段ボールに入れ、ガムテープで閉じる 

であり、作業を利用者が職員とともに分担して実施している。 

・また、ユリはお盆前の 8月上旬の 10日間程は作業が集中するため、Ｂ型の作業所 2カ所（両作業所合わ

せて職員 4名、利用者 20名程度）にも農家に切り花を入荷してもらい、B型の利用者とともに出荷調整

作業を行っている。 

 



〇ガーベラの栽培 

・多年草のガーベラは、現在、植付け２年目であり、通年作業があり、主な作業は除草・葉かき、温度管

理、灌水・施肥（通年）、病害虫防除、収穫・出荷である。 

・このうち 3月～5月のピーク時の収穫作業には職員１名、利用者 4名程度が従事。その他の作業は職員 1

名と利用者 2名程度が従事。またこの間、20 日間程度、B型の作業所の職員１名、利用者 2～5名程度が

収穫、葉かぎ等の作業に従事している。 

 

〇ミディトマトの栽培 

・ミディトマト（冬春・夏秋の２作）であり、通年作業があり、主な作業は、ほ場の準備、育苗、定植、施

肥、かん水、栽培管理（誘引、摘果）、摘葉、病害虫防除、収穫である。 

・このうち 11月～6月の収穫作業には職員１名、利用者３名程度が従事。その他の作業は職員１名と利用

者１名程度が従事。 

 

 

４ 評価 

・当センターは、花きの出荷調整等の受託事業及びガーベラ等の生産に自ら取り組むことにより、利用者

への安定した作業と工賃を確保するとともに利用者数は当初の 10 名から 13 名に拡大。また、利用者は

同センターでの就労により、精神力、体力を身につけ、平成 30 年度までに 2名が一般企業へ就職。令和

元年度には、1 名が当センターにおいて終日雇用の一般就労に移行するなど利用者のステップアップに

貢献。さらには、繁忙期にＢ型作業所へ作業を依頼することにより B型利用者（20名程度）の工賃向上

にも貢献。 

 

・花き生産者は収穫後の出荷調整労力が軽減され、花き栽培に集中できるようになり、栽培面積を拡大。

当センターへ委託する生産者数はガーベラが平成 26 年の 3 名から令和元年は 6 名に、ユリも平成 27 年

の 5 名から令和元年は 15 名に増加。受託事業の取扱量は、ガーベラが平成 26 年の 102 万本から令和元

年（見込み）は 230 万本に、ユリが平成 27 年の 12 万本から同 20 万本に、それぞれ大幅に増加。また、

ガーベラを年間 18万本、ミニトマトを年間 14ｔ自社生産しており、労働力不足が進む中、利用者が実践

的な戦力となって、花き・野菜の産地の維持拡大に貢献。 

 

・花の出荷調整の受託事業がＪＡから評価され、ＪＡが受注している地元スーパーや道の駅等のＪＡ直販

の花きのパッケージ作業も当センターが受託。さらには、ＪＡからの要望により、トマトの規格外品を

用いた加工品（万能トマトソース）を当センターが加工業者と連携して開発し、商品化する取り組みに

結び付いている。 

 

 

 

 

 

 

 



活動状況の写真 

 
（ 生産者から入荷されたガーベラ ） （ ガーベラキャップ入れの様子 ） 

  （ 等級分け用の線が引かれた作業台 ） （ 博多シンテッポウユリ選花作業 ） 

  
（ 鉄骨ハウスでのガーベラ栽培 ） （ パイプハウスでのミディトマト栽培 ） 

 

 


