
農福連携をめぐる情勢

農林水産省 農村振興局 都市農村交流課



■ 農福連携の取組方針と目指す方向

・農業労働力の確保
※毎年、新規就農者の2倍の

農業従事者が減少
・荒廃農地の解消 等
※再生利用可能な荒廃農地
は全国で約９万ｈａ

・障害者等の就労先の確保
※障害者約964万人のうち雇用

施策対象となるのは約377万
人、うち雇用（就労）している
のは約94万人

・工賃の引き上げ 等

・農業労働力の確保
・農地の維持・拡大
・荒廃農地の防止
・地域コミュニティの維持 等

・障害者等の雇用の場の確保
・賃金（工賃）向上
・生きがい、リハビリ
・一般就労のための訓練 等

【福祉（障害者等）のメリット】【農業・農村のメリット】

「農」と福祉の連携（＝農福連携）

【農業・農村の課題】 【福祉（障害者等）の課題】

○ 農福連携とは、障害者等の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組で
あり、農林水産省では、厚生労働省と連携して、「農業・農村における課題」、「福祉（障害者等）における課題」、
双方の課題解決と利益（メリット）があるWin-Winの取組である農福連携を推進。

目指す方向

障害者等が持てる能力を発揮し、それぞれの特性を活かした農業生産活動に参画

労働力の確保 新たな就労の場の確保

３ 農業を通じた障害者の自立支援

障害者の農業への取組による

社会参加意識の向上と工賃（賃

金）の上昇を通じた障害者の自立

を支援。

１ 農業生産における障害者等の活躍の場の拡大

障害者等の雇用・就労の場の拡

大を通じた農業生産の拡大。

２ 農産物等の付加価値の向上

障害の特性に応じた分業体制や、

丁寧な作業等の特長を活かした

良質な農産物の生産とブランド化

の推進。
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障害者就労施設が農業参⼊ ㈱九神ファームめむろ（北海道）

●地域における障害者活躍の場と
して設⽴。障害者20名
（H31.1）が、野菜⽣産や⼀次
加⼯を実施。

●利⽤者から⽀援スタッフへキャ
リアアップ実現。

●平均賃⾦は北海道平均の約1.6倍
と⾼⽔準（H29）。

農業経営体が障害者を雇⽤ 京丸園㈱（静岡県）

●毎年１名以上の障害者を新規雇
⽤。従業員100名中、障害者は
25名（H31.4）。

●障害者視点で農作業の体制を整
備。作業効率化が進み、経営規
模と⽣産量が拡⼤。

●障害者雇⽤数に⽐例し売上増加
（6.2倍に拡⼤（H9→H30））。

器具を⼯夫した定植作業 野菜の加⼯処理

ＪＡが核となるマッチング ＪＡ松本ハイランド（⻑野県）

●障害者就労施設による農作業請
負のマッチングを、ＪＡが核と
なって実施。

●農家３３⼾が受け⼊れ、障害者
就労施設８事業所の延べ1,041
⼈が332回の農作業に従事
（H30年度）。 作業内容の説明

企業が障害者雇⽤と農業参⼊ ハ－トランド㈱（⼤阪府）

●コクヨ㈱が⼦会社で障害者７名
を雇⽤し、葉菜類を栽培。

●特性を的確に⾒極めることで播
種等で作業効率を向上。

●障害者就労施設からも年間延べ
約６千⼈の障害者を受け⼊れ。 サラダほうれん草を栽培

個⼈の⽬標を定め作業を実施
地域⾷材を

レストランで提供

● 農福連携は、農業経営体による障害者の雇⽤、障害者就労施設による農業参⼊や作業受託など、近年、
様々な形で取組が⾒られている。

● ⾃らの経営の中で、⽣産⾏程や作業体系の⾒直しを⾏い、⽣産の拡⼤など農業経営の発展につながっ
ている事例も。

様々な形で取組が広がる農福連携
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農福連携を契機とした農業経営の発展

適材適所の配置等により売上が4割増加

● 農業現場では、様々な種類の作物が⽣産され、それぞれ多岐にわたる作業が必要（加⼯等を含む）。
障害者が取り組みやすいよう⼯夫することで、働き⼿としての可能性が拡⼤。

● ⾃らの経営の中で、⽣産⼯程や作業体系等の⾒直しを⾏い、⽣産の拡⼤など農業経営の発展につな
がっている事例も。

障害者雇⽤数に⽐例し売上が6倍に
＜⽣産⼯程の効率化を図り、コスト意識を持ちながら⽣産を拡⼤＞

●⼀連の作業⼯程を細分化し、それぞれの作業
を標準化

●誰もが作業を担えるような器具を開発
●作業指⽰が伝わりやすいよう明確化したり、

作業を難易度別に区分

障害者視点で農作業の体制を整備
（農業経営体における障害者雇⽤事例）

障害者ごとの強みをいかした作業チームの編成
（障害者就労施設の農業参⼊事例）

●障害者それぞれ「収穫適期の判断ができる」、
「体⼒がある」、「コミュニケーションが得意」

等の特徴
●各⼈の強みを相互にいかせるチームを編成し、

連携して作業
●作業効率が向上し、障害者だけでの作業も可能

に

＜障害者のそれぞれの強みが発揮されるよう作業を効率化＞
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農業分野における障害者の活躍への期待

※ 農林⽔産省調査（平成31年3⽉）による

農福連携に取り組む障害者就労施設の、
● 79％が「利⽤者が体⼒がついて⻑い時間働
けるようになった」、62%が「利⽤者の
表情が明るくなった」と回答

● 74％が過去５年間の賃⾦・⼯賃が増加

（ｎ＝120）

（ｎ＝573,606）

（ｎ＝606）

農福連携に取り組む農業経営体の、
● 76％が「障害者を受け⼊れて貴重な⼈材と

なった」と認識
● 57％が「労働⼒確保で営業等の時間が
増加」と認識

● 78％が５年前と⽐較して年間売上が増加

（ｎ＝109）

農業経営体への効果

障害者にとっての影響
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実際に農福連携に取り組んだ効果を実感農業現場で⾼まる雇⽤労働⼒ニーズ

※ 厚⽣労働省「職業安定業務統計」

養畜作業員

農耕作業員

全産業平均

有効求⼈倍率の推移
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農業雇⽤労働⼒の推移

※ 農業センサス

約2割増

約4割増

常雇い者数
（⼈）

常雇いがいる
経営体数

● 農福連携（農業と福祉の連携）は、障害者が農業分野での活躍を通じ、⾃信や⽣きがいを持って社会
参画を実現していく取組。

● 農福連携の取組は、障害者の就労や⽣きがい等の場の創出となるだけでなく、農業就業⼈⼝の減少や
⾼齢化が進む農業分野において、新たな働き⼿の確保につながるもの。
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議⻑
副議⻑

構成員

内閣官房⻑官
厚⽣労働⼤⾂
農林⽔産⼤⾂
内閣官房副⻑官（衆）
内閣官房副⻑官（参）
内閣官房副⻑官（事務）
内閣官房副⻑官補（内政担当）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副⻑官補付）
法務省矯正局⻑
法務省保護局⻑
⽂部科学省初等中等教育局⻑
厚⽣労働省職業安定局⻑
厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部⻑
農林⽔産省⼤⾂官房総括審議官
農林⽔産省農村振興局⻑

※ 「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」のフォローアップ及び今後の⾒直し等に向け、福祉分野等との連携における農⼭漁村の再⽣に向けた取組の
推進について、実効ある⽅策を検討するため、本会議を開催。

※ 会議の庶務は、内閣官房及び厚⽣労働省の協⼒を得て、農林⽔産省において処理。

構成員

６．政府の取組
（１）農福連携等推進会議

且⽥ 久美 株式会社九神ファームめむろ 取締役
⼩池 邦⼦ 社会福祉法⼈花⼯房福祉会 理事⻑
佐藤 康博 ⽇本経済団体連合会 農業活性化委員⻑
城島 茂 ＴＯＫＩＯ
新免 修 ⼭城就労⽀援事業所「さんさん⼭城」施設⻑
鈴⽊ 厚志／緑 京丸園株式会社 代表取締役／総務取締役
鈴⽊ 英敬 農福連携全国都道府県ネットワーク 会⻑
中村 邦⼦ 社会福祉法⼈⽩鳩会 常務理事
中家 徹 全国農業協同組合中央会 会⻑
皆川 芳嗣 ⼀般社団法⼈⽇本農福連携協会 会⻑
村⽊ 厚⼦ 津⽥塾⼤学 客員教授

（五⼗⾳順）

有識者

〇 農福連携等について全国的な機運醸成を図り強⼒に推進していくため、令和元年４⽉に官房⻑
官を議⻑とする省庁横断の「農福連携等推進会議」を設置。同年６⽉に開催された第２回会議にお
いて今後の推進の⽅向性を⽰した「農福連携等推進ビジョン」を決定。
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「広がっていかない」

「知られていない」

対 応

戦略的プロモーションの展開

 これまでは関心のある福祉関係者等
を主なターゲットとしたセミナー等が中心
で、国民全体への理解促進に向けた取
組が十分行われてきていない。

 ノウフクJASを始めとするノウフク商品の
消費者向けキャンペーンやメディアを活用し
た戦略的プロモーションの実施

現状・課題

期待される効果（ビジョンに基づく各種取組の推進）

「踏み出しにくい」

 農業現場において障害特性を踏まえ
た助言等を行うことができる人材が不足
している。

 農業分野における障害者の職場定着を支
援する専門人材である「農福連携技術支援
者」（いわゆる農業版ジョブコーチ）の研修制
度を構築

農福連携を支援する専門的な人材の育成

 農業現場において障害者等を受け入
れるためには、働きやすい環境を整備す
るとともに、農福連携の取組を通じ、その
経営が経済活動として発展していくこと
が重要。

 農山漁村振興交付金（農福連携対策）に
より、障害者を受け入れる際に必要となる
休憩所や手すり等の安全施設、障害者等
の雇用就労を目的とした農業用ハウスや加
工施設等の整備を支援

 農福連携を全国的に広く展開させて、
各地域において農福連携が定着する
ために、国・地方公共団体、関係団体
等はもとより、経済界や消費者、更に
は学識経験者等の様々な関係者を巻
き込んだ国民的運動として推進してい
くことがが重要。

 国民的運動として農福連携を進めるため
の機運を高める仕掛けとして、各界の関係
者が参加するコンソーシアムを設置。今後、
「ノウフク・アワード」選定による優良事例の
表彰・横展開等を実施。

国民的運動を展開する基盤の形成

農業⽣産施設
⽔耕栽培ハウス

休憩所、トイレの整備

⼈材育成研修（三重県の例）

ノウフクJAS認証第１号

農福連携に取り組む環境整備・経営発展の支援

取
組
の
輪
の
拡
大

取
組
の
促
進

認
知
度
の
向
上

「農福連携」による地域共生社会の実現の
ための体制整備に伴う新規増・振替増減
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