
社会福祉法人佐賀西部コロニー
（ 佐 賀 県 太 良 町 ）

～社会福祉法人が高齢農家の営農支援～～社会福祉法人が高齢農家の営農支援～

・当法人の代表が「海水農法」を考案。希
釈した海水を5～6回、作物に散布する
農法。ﾐﾈﾗﾙ成分が作物に吸収され、ﾌﾞ
ﾗﾝﾄﾞ作物として高値で販売。
・海水農法でみかん等を3ha栽培する他、
地域の高齢農家に海水農法によるさつ
ま芋等の作物栽培を2ha委託し、生産
物を買取、販売（「地域元気営農事業」）。

・利用者は職員とともにみかん、さつま芋
の栽培、海水散布、出荷調整に従事。

・利用者が作業しやすい作業器具を自作
又は改良。

・佐賀西部コロニーは、２つの就労継続支
援Ｂ型事業所、障害者支援施設及びグ
ループホームを運営。
・設立年のＳ59年より、地域の森林資源を
活かした木工品製作、きのこ栽培、ｶﾌﾞﾄﾑ
ｼ養殖を推進（「循環型ﾘｻｲｸﾙ事業｣）。
・H17年より遊休みかん園を取得し、農業
を導入。H21年より地域の高齢農家と連
携した「地域元気営農事業」を推進。

・佐賀西部コロニーは、２つの就労継続支
援Ｂ型事業所、障害者支援施設及びグ
ループホームを運営。
・設立年のＳ59年より、地域の森林資源を
活かした木工品製作、きのこ栽培、ｶﾌﾞﾄﾑ
ｼ養殖を推進（「循環型ﾘｻｲｸﾙ事業｣）。
・H17年より遊休みかん園を取得し、農業
を導入。H21年より地域の高齢農家と連
携した「地域元気営農事業」を推進。

経 緯

取組内容

・海水農法による農業と合わせて木工品
製作、きのこ栽培等の各事業により、B
型事業所の全国平均の2倍の工賃を確
保。
・地域元気営農事業を通じて13戸の高齢
農家の営農継続を支援。高齢者と障害
者が役割分担しながら、活躍の場を提
供。

・当法人主催で収穫祭を開催し、マスコミ
にもPR。良いものづくりを行い、注目さ
れることで、利用者はもとより、その保
護者からも喜ばれている。

取組の評価

農福連携の取組事例（「福」主体）農福連携の取組事例（「福」主体）

海水散布の様子 「海水みかん」のブランド名で販売 跨がずに利用できる改良リヤカー



農福連携の事例（みかん、さつま芋） 

～社会福祉法人が高齢農家の営農支援～ 

社会福祉法人佐賀西部コロニー 佐賀県太良町 

１ 取組みの概要 

＜経緯＞ 

・社会福祉法人佐賀西部コロニーは、障害者支援施設「多良岳福祉園」、就労継

続支援Ｂ型事業所「昆虫の里」、同「白石作業所」及びグループホーム「佐賀

西部ホーム」の４つの事業所を運営。

・設立年のＳ59 年より地域の森林資源を活かした「循環型リサイクル事業」を
展開。間伐材を購入し、木工製品を製作・販売。端材はのこ屑にして菌床ブ

ロックを製造し、きのこの菌床栽培に取り組んでいる。また使えなくなった

菌床ブロックは粉砕してカブトムシ養殖に活用し、その後、その残った土を

発酵肥料にして給食用の野菜栽培に使うという事業である。

・耕作放棄地が増加する中、H17 年に離農農家からミカン園４ha を譲り受け、
本格的な農業を導入。当福祉法人の代表自らが「海水農法」を考案し、付加

価値の高い農業を展開している。

・海水農法は、希釈した海水をみかんの樹木等に年間５～６回散布するもので、

循環型リサイクル事業 



海水のミネラル成分が作物に吸収され、味わい深く、ブランド作物として高

値で販売されている。

・さらに、H21年より、当福祉法人ではみかん等の規模拡大が困難なことから、
地域の高齢農家に海水農法による作物栽培を委託し、生産物を買い取る「地

域元気営農事業」を展開。

・この仕組みは、日常の栽培管理は経験を持つ農家が担当し、福祉法人（農産

部）は、海水散布作業と必要に応じ収穫作業等を支援し、生産物を買い取り、

販売を担当する。

＜経営の概要＞ 

・当法人所有農地で海水農法によりみかんを 2.5ha、さつま芋を 0.6ha生産して
いる。また、「地域元気営農事業」により当法人が栽培委託している委託先農

家は 13戸、委託面積は 1.9haである。委託農家の内訳はさつま芋が 10戸、
生姜 2戸、みかんが 1戸である。

◎農業の経営規模（H29年）
 経営耕地面積：5ｈａ(自作地 3.1ha＋地域元気営農事業の委託面積 1.9ha）
栽培面積：海水みかん 3ha、海水さつま芋など 2ha 
うち地域元気営農事業による委託面積：1.9ha（海水さつま芋（1.4ha）など）

※「地域元気営農事業」の仕組み

事項 内  容

システム 高齢者に生産を委託し、生産物を買い取る。

農家

参加

条件

①60歳以上を原則とする。
②自分農地又は共同利用の農地

③借入農地については貸借が明確な農地

肥培

管理

施設との話し合いの他、収穫まで農家の責任に

て行う。

施設
①海水散布は全て施設の農産部が行う。

②委託時に買い取り価格を決定する。

 社会福祉法人佐賀西部コロニーＨＰより



２ 運営状況 

 当福祉法人が運営する４つの事業所のうち、「昆虫の里」が海水みかんを、「多

良岳福祉園」が海水さつま芋をそれぞれ担っている。利用者の農作業への適性

の判断は、障害特性に応じた作業内容を考え、取り組んでもらい、その作業状

況により判断している。

区分
就労継続支援事業所Ｂ型事業所「昆

虫の里」

障害者支援施設「多良岳福祉園」

ア 生産作物 海水みかん 海水さつま芋

イ 運営体制 ①職員 16名（うち 3～4名が海水み
かんに従事）

②利用者 36名（うち 8名が海水み
かんに従事）

①職員 38名（うち 7名が海水さつ
ま芋に従事）

②利用者 52 名（うち 11 名が海水
さつま芋に従事）

ウ 利用者の作

業時間

月曜日～土曜日（原則週 5.5日）
午前９時～午後４時３０分

月曜日～金曜日（原則週 5日）
午前８時３０分～午後５時

エ 通勤手段 利用者は太良町在住であり、施設ま

で施設の車で送迎

施設入所のため送迎不要

オ 農業以外の

事業

木工、カブトムシ生産、スクリーン

印刷（のぼり旗、ゼッケン等の製作）

野草茶、菌床しいたけ、工芸品

３ 作業状況（海水みかん、海水さつま芋）   

・利用者は職員とともに主に海水みかんや海水さつま芋の栽培に従事している。

その際、例えば、炎天下で作業する場合は、小まめに休憩をとり、木陰で休

んでもらうなど利用者に農作業が楽しいというイメージを持ってもらえるよ

う心がけている。

・また、作業を行う上での工夫としては、障害者は同時に複数の作業を行うこ

とが苦手なため、作業を分割化しているとともに、その人に特性に合った配

置にしている。

・さらに、木工関係の技術者職員と工作機械を事業所が有していることから、

それを活かし、利用者が作業しやすいような作業器具を自作または改良して



いる。例えば、

①ミカン出荷用のダンボール箱を一人で簡単に組み立てができるような器

具、

②ミカンのコンテナを運ぶためのリヤカーはもち手を持つ際に転倒しない

ように改造

③皮が剥がれずにかんしょをスポンジで洗浄する「イモ洗い機」

などを自作し、障害者でも作業がし易いようにしている

ア 海水みかん 

・海水みかんは自作地が２ヶ所、2.5haであり、地域元気営農事業による栽培
委託が 1ヶ所、0.5haである。

・海水みかんの品種は温州みかんの他不知火、マンダリン等であり、海水栽培

を行っているこれらの柑橘類を総称して「海水みかん」としている。

※作業状況の詳細は別表１参照

イ 海水さつま芋 

・海水さつま芋は自作地が 5ヶ所、0.6haであり、収穫作業等を必要に応じ支
援する栽培委託が 10ヶ所、1.4haである。

・海水さつま芋の貯蔵は穴を堀り行っていたが、イモの取り出しに労力を要す

ることから、専用の貯蔵施設（温湿度管理のために壁面に土が積み上げられ

ている）３棟を自力施工で設置。また、海水農法に適した品種を独自に育成

（海水さつま芋織姫）。

・利用者が収穫祭等のイベントや道の駅での焼き芋の出張販売も行っている。

※作業状況の詳細は別表２参照

３ 評価 

・海水農法による農業と合わせて「循環型リサイクル事業」の木工製品づくり、

きのこの菌床栽培、カブトムシ養殖の各事業に利用者（障がい者）88 名が従
事し、就労継続Ｂ型の事業所としては全国平均の２倍程度の工賃を支払うこ

とができている。

・「地域元気営農事業」を通じて高齢農家の営農継続を支援しているとともに、



高齢農家と障害者が役割分担しながら、作業に取組み、生きがいと活躍の場

を生み出している。

・当法人主催の収穫際はマスコミにもＰＲし、ミカンや焼き芋などを提供。良

いものづくりを行い、注目されることで、利用者本人はもとより、その保護

者からも喜ばれている。

別表１＜海水みかんの作業状況＞ 

主 な

作業

実施時期

従事人数

作業内容

剪定 ３～６月

30日程度
職員 2人
利用者 4人

剪定は職員が行う。利用者は、剪定枝をチッパーまで運び、チッ

パーで粉砕、剪定枝チップのトラックへの積み込み等の作業を分

担して行っている。

なお、チッパーは傾斜のない安全な場所に設置している。また、

剪定枝チップは施設へ運ばれ、堆肥の材料となる。

摘果 ６～９月

30日程度
職員 4人
利用者 3人

摘果の判断が必要な樹の外側は職員が行い、光が当らず全て摘果

する樹の内側は利用者が行う。

海水

散布

６～９月

天候、受精

や圃場状況

に応じた日

数

職員 4人
利用者 8人

トラックに載せた海水のタンクから、ホースで海水を動力噴霧器

でみかんの根元に散水。散水は職員が行い、75ｍの散水ホースを
散水場所に応じて手繰る、伸ばす作業を利用者が行っている。

海水は港で取水し、天候等の状況に応じて水で塩分濃度 1300～
1800ppm程度に希釈して使用。

収穫 ９～12月
22日程度
職員 5人
利用者 6人

収穫は職員が行う。収穫したミカンは木につるした籠に入れられ

る。利用者は、籠のミカンをコンテナ（20kg）に移す、コンテナ
を園道まで専用のリヤカーで運搬、トラックへ積み込む。これら

の作業を分担して実施。利用者が補助することで収穫作業は効率

的に行える。

出荷

調整

９～12月
各月 22 日
程度

職員 3人
利用者 12
人

機械による規格（ＳＬＭ）別の選別、箱詰め、梱包の作業を職員

とともに利用者が行っている。箱詰めに際しては、1個づつ利用者
が手で丁寧にミカン磨いている。なお、出荷用のダンボール箱の

組み立ては手製の器具で利用者が効率的に行っている。

※「地域元気営農事業」で地域の農家に栽培を委託している場合は、原則「海水散布」

及び「出荷調整」のみを行っている。



（平成 30年 6月）

別表２＜海水さつま芋の作業状況＞ 

主 な

作業

実施時期

従事人数

作業内容

植付 4～6月
70日程度
職員 7人
利用者 11
人

職員が耕起、畝立て、マルチ張りまで機械で行った後、株間 30cm
で深さ 30cm 程度の植え穴を掘り、苗を植え穴に置き、土をかけ

て鎮圧するまでの作業を利用者が分担して行う。苗はハウス施設

で種芋から育苗する。その管理も利用者が実施する。

管理 4～11月
150日程度
職員 7人
利用者 11
人

苗が成長するまでの間、草取りを職員とともに利用者が実施。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。

海水

散布

6～10月
6回程度
職員 4人
利用者 8人

トラックに載せた海水のタンクから、ホースで海水を動力噴霧器

で葉面に散布。散水は職員が行い、75ｍの散水ホースを散水場所
に応じて手繰る、伸ばす作業を利用者が行っている。

海水は港で取水し、一旦煮詰めたものを水で塩分濃度 1000ppm程
度に希釈して使用。

収穫 10～11月
70日程度
職員 7人
利用者 11
人

蔓の刈り払い、除去を利用者が行った後、職員が機械でうねを掘

起し、利用者が掘り出されたいもの株を切り分け、コンテナに入

れ、トラックに積み込む。収穫したいもを専用の貯蔵施設に運び

込み選別し、いもを 70ｃｍ程モミガラを敷きながら積み上げて貯
蔵。これらの作業を利用者と一緒に実施。

出荷

調整

12～４月
150日程度
職員 7人
利用者 11
人

貯蔵施設からいもの取り出し、ひげ根の除去、専用の芋洗い機で

の洗浄、ハウス施設で乾燥後、規格別に選別、箱詰め、梱包作業

を利用者と一緒に実施。

※「地域元気営農事業」で地域の農家に栽培を委託している場合は、原則「海水散布」

及び「出荷調整」のみを行っている。



活動状況の写真

（みかん園での海水散布の状況） （「海水みかん」のブランド名で高値販売） 

（ 自作のダンボール箱組立用器具） （改良したリヤカー 跨がずに利用できる） 

（自作の芋洗い機 スポンジを利用） （自作の芋洗い機 下のケースは排水受け） 


