
農家OMU N I B U S U（オムニバス）
（ 宮 崎 県 日 南 市 ）

～福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～～福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～

・H30年の栽培面積は、ゴボウ3ha、オク
ラ0.4ha、野沢菜1ha、高菜0.6ha。
・販売先はゴボウ、オクラは主にＪＡ、野
沢菜、高菜は漬物メーカーに直接販売。
・代表が機械作業、作業ｽｹｼﾞｭｰﾙの作
成・連絡を行う。パート従業員を6名雇
用し、常時3名が農作業（障害者が出来
ない作業）に従事。また障害者5名とそ
の支援員2名が農作業に従事。
・障害者には日々の作業量のノルマは
決めず、所定の時間内で可能な範囲で
の作業をお願いしている。

・代表は、農家名のオムニバス（集合体）
のとおり、雇用により多くの人が従事する
農業を目指し、H27年に就農した青年農
業者。
・自作地及び耕作放棄地の再生により水
稲、水田ゴボウ等の生産に着手。ゴボウ
の収穫作業を地元の就労継続支援事業
所に作業委託。
・通年就労の場を提供できるよう水稲をオ
クラに転換。裏作借地でゴボウを拡大。

・代表は、農家名のオムニバス（集合体）
のとおり、雇用により多くの人が従事する
農業を目指し、H27年に就農した青年農
業者。
・自作地及び耕作放棄地の再生により水
稲、水田ゴボウ等の生産に着手。ゴボウ
の収穫作業を地元の就労継続支援事業
所に作業委託。
・通年就労の場を提供できるよう水稲をオ
クラに転換。裏作借地でゴボウを拡大。

経 緯

取組内容

体 制

・障害者は、単純な作業を一生懸命行っ
てもらえる大事な戦力。農家の規模拡
大（H27の1.5haからH30は6ha）に貢献。
・利用者は楽しく作業に従事。年間を通し
て就労の場が確保されたことにより、工
賃向上に結びついている。
・農家の規模拡大で利用者や支援員の
増員が可能となった。
・今後も規模拡大を目指しており、障害
者や時間に余裕のある健常者のパート
雇用をさらに増やしたい。

取組の評価

農福連携の取組事例（「農」主体）農福連携の取組事例（「農」主体）

水田ゴボウの間引き作業 水田ゴボウの収穫作業 収穫されたゴボウ



農福連携の事例（露地野菜（水田ゴボウ、オクラ、高菜）） 

～福祉事業所への作業委託により経営規模を拡大～ 

農家 OMUNIBUSU（オムニバス）宮崎県日南市 

１ 取組みの概要 

＜経緯＞ 

・代表は兼業農家の後継者で他産業就業を経て H27 年に就農した青年農業者。
高校在学中より、起業を志し、マーケティング等を独学。地元に若い農家が

いない中、農業を成長分野と捉え、就農。農家名のオムニバス（集合体）の

とおり、地域活性化に貢献できるよう雇用により多くの人が従事する農業を

目指している。

・比較的労力を要し、串間市で産地化が進み、販売先の目途が立つ水田ゴボウ

に着目。自作地及び耕作放棄地の再生等によりゴボウ及び野沢菜 0.4ha、水稲
1.1ha（経営面積 1.5ha）でスタート。また、水田ゴボウは稲作後の裏作が栽
培期間であり、裏作の借地により規模拡大が見込めた。また、稲作後は夏場

に田に水を張ることで病害虫が死滅し、連作障害が出ない。

・障害者雇用のきっかけは、直売所を営む地元の社会福祉事業所「ひなこみち」

（就労継続支援Ｂ型）にゴボウ等の販売先として直売所の活用を相談したこ

とがきっかけ。同所の利用者（障害者）が就労の場を求めていることを知り、

就農着手時より、同所と作業委託契約を結び 3 名の利用者がゴボウの収穫作
業等に従事。

・Ｈ29 年より、ゴボウ作付け期間以外の農地等経営資源の有効活用と利用者に
通年就労の場を提供できるよう水稲をオクラに転換するとともに、裏作の借

地などで経営規模を拡大。就農 4年目の H30年では、経営面積 6ha、障害者
5名、障害者の支援員 2名、60～70歳代のパート従業員 6名が水田ゴボウ等
の生産に従事。なお、H30 年秋頃に法人化を予定。さらなる規模拡大と障が
い者も含め雇用の拡大を目指している。

＜経営概要＞ 

・H30年の経営面積は 6haであり、各作物の作付面積は下表のとおりである。
販売先はゴボウ、オクラは主にＪＡ。野沢菜、高菜は漬物メーカーに直接販

売。
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・パート従業員は 6人と契約しており、ローテーションでほぼ毎日 3人が従事。
一日の作業時間は 8時間、賃金は 6千円／日。

・利用者は月曜日～金曜日に一日４時間従事。利用者の工賃は 3 人で 6 千円／
日。なお、宮崎県における福祉施設の農業就業の工賃としては高い水準であ

る。

〇経営面積：6ha（自作地 2ha、借地 4haうち裏作の借地 2ha）
〇作物別作付面積

作物 作付面

積

作付期間 障害者の作業内容

水田ゴボウ 3ha 播種 5月、9～10月
収穫 11月～4月

間引き作業、収穫時のマルチはがし、収

穫作業

オクラ 0.4ha 播種 2月、収穫 5～10
月

収穫後の袋詰め作業

野沢菜 1.0ha 播種 11月、収穫 2月 収穫作業

高菜 0.6ha 播種 10月、収穫 2月 苗植付け、収穫作業

 ※上記作物のほか、排水不良田 1haに飼料作物を作付。

２ 運営状況 

〇経営主 

・代表 1名。H30年秋に予定している法人化に合わせ社員 1名を雇用予定。経
営を主宰するほか、耕起、畦づくり、施肥などの機械作業、利用者の作業ス

ケジュールの作成・連絡を実施。なお、利用者が行う作業は、場所と作業内

容を前日に事業所の支援員に連絡。

〇パート従業員 

・契約は 6 名と行い、ローテーションにより常時 3 名が農作業に従事。作業時
間は 8 時～17 時の 8 時間（昼休み 1 時間）であり、利用者では難しい作業、
例えば収穫適期の判断が必要なオクラの収穫、早い動作が求められるゴボウ

の洗浄などに従事。

〇利用者（障害者）及び支援員 

・利用者は社会福祉事業所「ひなこみち」（就労継続支援Ｂ型）の利用者であり、

H27～H29年は 3名従事、Ｈ30年より 5名に拡大。利用者の年齢は 60歳代
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が 1名で他は 30歳代。

・事業所の支援員は作業現場で利用者への作業指示を行うとともに、利用者と

ともに作業を行なっており、利用者 3 名につきおおむね 1 名がつくことにな
っている。H29年までは 1名であったが、H30年は利用者の拡大に伴い、支
援員は 2 名体制となっている。したがって、現在、作業現場では利用者 5 名
と支援員 2名の計 7名が農作業に従事している。

・利用者は日南市及び串間市在住で、事業所まで自力で通所しており、事業所

から作業現場までは事業所の車で支援員とともに通っている。

・作業日は、月曜日～金曜日（土日は休日）、作業時間は 10時～15時の 4時間
（昼休み 1時間）である。

３ 作業状況 

・利用者はオクラの収穫など判断を要する作業や複数の作業を同時に行うこと

等が難しく、支援員とも相談し、出来る作業を選び、作業を単純化している。

また、利用者は一生懸命作業を行うが、急がせるとストレスを与えるため、

日々の作業量のノルマは決めず、所定の作業時間内で可能な範囲での作業を

お願いしている。

・トイレの確保に困っているが、作業ほ場の周辺にある事業所役員の自宅トイ

レを借用している。

・炎天下での作業はできるだけ避けるようにしているが、草取りなどの作業を

行う場合には、支援員が利用者に 30分ごとの水分補給、塩飴で塩分補給など
熱中症にならないよう指導している。

・利用者が行っている各作物の作業状況は以下のとおりである。
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〇水田ゴボウ

作業 時期 作業状況

間引き 10～11月
5月

8㎝間隔のマルチ穴ごとに 1本の苗を残し、余分な苗を取り除く。ま
た、マルチ穴に草が生えていればそれも取り除く。

収穫 11 月～4
月

草刈機で茎葉が除去された後のマルチはぎを行う。その後、収穫機

で掘り起こされた土からゴボウを取り出し、収穫袋に入れる作業を

行う。それ以降の水洗い作業等はパート従業員が行う。

〇オクラの袋詰め（5月～10月）
オクラの収穫作業は適期の判断が必要なため、パート従業員が行う。収穫され

たオクラは作業場に運ばれ、袋詰めを行う。支援員が実の大小で仕分けし、利

用者が仕分けされたオクラを大は 8個、小は 10個をネットの袋に詰める作業
を行っている。

〇野沢菜の収穫（2月）
 収穫適期になったほ場の野沢菜を一斉に収穫。野沢菜を引き抜き、根の切り

落とし、ビニールひもで結束し、軽トラックに積み込む作業であり、このう

ち、野沢菜の引き抜き作業を利用者が行っている。他の作業はパート従業員

が実施。

〇高菜

作業 時期 作業状況

苗植え 10月～12
月

45 ㎝間隔に植穴をつくり、1 本づつ苗を置き、土を被せる作業を行
っている。

収穫 4月 収穫適期になったほ場の高菜を一斉に収穫。高菜の根本を包丁でカ

ットし、株を逆さにして一日干した後、軽トラックに積み込む作業

を行っている。

４ 評価 

〇農家の評価

 利用者は貴重な労働力であり、単純な作業を一生懸命に行ってもらえる大事

な戦力である。ここまで経営規模が拡大できた（H27年：1.5ha→H30年：6ha）
のも利用者の労働力が貢献している。今後も規模拡大を目指しており、障害者

や時間に余裕のある健常者のパート雇用をさらに増やしたい。また利用者の工
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賃も増やしたい。

〇事業所の評価

 利用者は楽しく作業に従事している。当農家での作業は 3 年目になるが、作
業に従事する利用者の顔ぶれは変わらない。利用者は年間を通して就業の場を

確保してもらい、また工賃も高く出してもらっており、工賃向上に結びついて

いる。当農家の規模拡大で利用者や支援員の増員が可能となった。

（平成 30年 5月）

-5-



取組み状況写真

水田ゴボウの間引き作業 間引き前の様子

耕作放棄地を再生し水田ゴボウを作付 小型ハウスでのオクラ栽培

水田ゴボウの収穫作業 収穫された水田ゴボウ
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