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大阪府における「農と福祉の連携」の推進
―…企業誘致等による農福連携…―

一般財団法人大阪府みどり公社　永　　井　　啓　　一

１．はじめに
大阪府は、平成20年4月1日に「大阪府都市農業
の推進及び農空間の保全・活用に関する条例」を
施行した。その中で、遊休農地をより広範な府民
参加で解消し、農空間の多面的機能の発現を進め
ることを一つの柱とした。キーワードは、「府民
参加」。（農空間とは、農地、里山、集落、農業用
水路やため池などの農業用施設等が一体となった
地域のことをいう）

私は、平成17年4月から大阪府農政室整備課で、
当時、大阪府の重要課題であった、財団法人大阪
府みどり公社の分譲農地「泉南市かるがもの里」
の販売促進を担当した。
その中で農空間の多面的機能の発揮、そして多
様な担い手で大阪の農業・農空間を保全活用する
ため、企業の農業参入を進めるとともに、「農と
福祉の連携」の具体例として、農業への障がい者
雇用の職域拡大について着目し、ＮＰＯ大阪障害
者雇用支援ネットワーク農事研究会に参加して、
モデルの検討を進め、「泉南市かるがもの里」に
おいてそれを具体化した。
また、条例施行後、遊休農地対策として、より
一層、その取り組みを進めているのでその状況を
中心に報告する。

２．大阪の農業と農空間
農地面積；約13,930ha（平成22年）
農業産出額；約319億円（平成21年）、
野菜、果樹、米など一定の供給量を生産。
特に野菜は、府民の必要量の10％を供給
軟弱野菜府内産野菜の高い市場占有率

→しろな；96％、かいわれ；73％、
　しゅんぎく；63％など
　しゅんぎくは全国第2位、ブドウは全国第7位
の生産力がある。

３．大阪の農業・農空間の課題
担い手農家の高齢化、そして担い手不足などか
ら、農地の遊休化が進み、条例がスタートした
平成20年で、農空間保全地域の農地の約9％（約
1,004ha）が遊休化していた。府民参加で遊休農
地解消を進めた結果、平成20～25年度で約300ha
の遊休農地が解消され、そのうち、公社の農地保

金岡地区　田植え
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バーとして参加し、障がい者の就労を目的に、農
業を始める場合について議論を進めてきた。
その中で出てきたビジネスモデルが水耕栽培で
あった。農政室として勧めたのが、大阪の農業の
特徴である軟弱野菜（シュンギク、ホウレンソウ
等）から始めることであった。
大阪の農業はそもそも野菜生産、労働集約型で
利益を上げ成り立っている。障がい者の可能性を

見守り花開かせるために、まずハウスを利用した
軟弱野菜の水耕栽培から始めることになった。

５．具体的取り組み
農事研究会のメンバーのコクヨＫハート株式会
社（コクヨ株式会社の特例子会社）が事業化を進
めた。この詳しい経過については紙面の都合で省
略する。

有合理化事業による解消が約74haにのぼる。農
地中間管理事業が平成26年からスタートしたが、
まだまだ多様な担い手の掘り起こしや地権者であ
る農家の理解促進等を進め、農業・農空間を保全
活用する必要がある。

４．  農業への障がい者雇用の職域拡大に
ついて

障害者雇用促進法では企業に障がい者の雇用を
義務づけている。企業は社会的な責任（ＣＳＲ）
として障がい者を2.0％以上雇用しなければなら
ない。そのために障がい者が働きやすい環境を整
えた特例子会社を設立し、そこでの障がい者の雇
用をグループ企業の障がい者雇用と認めるという
制度がある。
障がい者の就労という面で、知的・精神障がい
者の職域は、まだまだ、清掃作業やメールボーイ
など、かなり限られている。農業という裾野の広
い産業に、障がい者雇用の職域としての可能性を
検討する勉強会が、平成16年11月にＮＰＯ大阪障
害者雇用支援ネットワークに誕生し、それが特例

子会社、社会福祉法人、学生ＮＰＯ等が参加する
農事研究会となった。私も農事研究会にオブザー

図－1

「特例子会社」制度の概要 
障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保（法定雇用率＝2.0％）は個々の事業主（企業）

ごとに義務づけられている。 
一方、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設

立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用され
ているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。

また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定
を可能としている。

※厚生労働省ホームページより引用
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と「障がい者が主人公」の会社経営を継続。障が
い者雇用における農業の可能性について、情報発
信を続けておられる。
この具体的なアクションがいろいろなところへ
ネットワークを広げている。企業内　授産による
福祉施設との連携。さらには、ニート状態にある
若者の就労訓練の場の提供、そして就労。さらに
様々な理由で就労困難な人のセーフティーネッ
ト。そして人の輪の広がりなど、今の社会が忘れ
たものを思い出させてくれる場所となっている。

６．「遊休農地対策」と「農と福祉の連携」
「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全・活
用に関する条例」が、平成20年4月から施行され
た。その中で、一つの大きなテーマが、「府民参
加」で遊休農地の解消を進めることである。10年
間で、現在の遊休農地を半減させることを目標と
した。大阪発の「農業への障がい者雇用の職域拡
大の取り組み」が、大阪府内はじめ、全国に広がり、
結果として遊休農地が減少すること。また露地栽
培、市民農園的利用など、遊休農地が活用される
ことで、農業を通した障がい者と健常者の連携が
進み、農業・農空間の持つ“多面的な役割”が具
体的に発揮される可能性がある。
ＮＰＯ大阪障害者雇用支援ネットワークの農事
研究会創設の主要メンバーで、コクヨ（コクヨＫ
ハート）と並んで平成16年から、「障がい者雇用
の職域拡大を農業で」と熱心に検討されてきたク
ボタが平成22年2月10日に特例子会社、株式会社

コクヨＫハート株式会社がハートランド株式会
社を設立。平成19年2月にハートランド株式会社
が「泉南市かるがもの里」で農地を取得して農業
生産法人となった。
ハウスや水耕栽培施設を整備し、平成19年10月
に障がい者8名を雇用、サラダホ―レンソウの栽
培がスタートした。ハートランド株式会社の入社
式での新入社員のお母さんの言葉「ここまでくる
のが長かった」が印象的であった。
この取り組みは全国初の取り組みであった。こ
のビジネスモデルが成功するためには、生産物の
安定販売にかかっている。そのため、大阪の特徴
である「くいだおれ」、外食産業との連携を考え、
次に生協との連携、量販店にも事業計画段階で事
前に「営業」し、協力要請も行った。（図―１）
大阪エコ農産物の認定を取得した他に負けない
おいしいサラダホウレンソウが生産されている。
この取り組みがスタートして７年になる。いろい
ろな困難な課題に直面しているが、その都度、克
服に向けたねばり強い努力が継続されている。
ビジネスモデルとして成り立つ、経営として
成り立つためにはまだまだ高いハードルがある。
ハートランドの創業時の仲井社長は、「障がい者
雇用という面ではねらい通り、みんないきいきと
張り切って仕事をして、農業の可能性を感じる。
しかし、経営は大変」と語り、日夜努力された。
そして、現在では黒田社長のもと、営業黒字を
目指し経営改善を行い利益構造の確立に努力する
とともに、事業の６次産業化を展開し経営の安定

ハートランド株式会社のみなさん（創業時）

クボタサンベジファーム
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クボタサンベジファームを河南町で立ち上げられ
た。大阪府の条例に基づき、遊休農地を活用して
障がい者雇用を行う特例子会社（農業生産法人）
の第１号である。河南町には遊休農地が他にもあ
り、町、地元農家の期待は大きいものがある。

７．農と福祉の連携の広がり
【企業内授産】
ハートランド創業時、調整・計量・パッキング
等の出荷作業に時間がかかり、従業員が残業して
も追いつかない状態で、生産はできても、出荷が
ネックになり非常な困難に陥った。パート雇用も
検討されたが、本社の人事バランスの関係から、
パート雇用は見送られた。解決策が見えない中、
ＮＰＯ大阪障害者雇用支援ネットワーク農事研究
会のメンバーが出荷作業を応援。その中で企業内
授産のシステムが検討・導入された。

企業内授産を導入したことにより、出荷作業が
スムーズにできるようになり、結果として生産・
出荷のシステムが安定した。現在では、8作業所
と契約。1年間で5,000人の企業内授産が行われて
おり、ハートランドの事業計画でも年間の目標と
され、重要な位置づけになっている。
この動きは、ハートランドと同じ泉南市のかる
がもの里で平成15年から小売業として全国で初
めて農業参入された有限会社阪急泉南グリーン

ファームに広がった。阪急泉南グリーンファーム
では、企業内授産で年間3,500人の障がい者がパッ
キング作業に従事している。阪急泉南グリーン
ファームはパートの方を25名ほど雇用して約1ha
の農地を利用。有機ＪＡＳの認証を取得し、開業
11年目を迎える。
パッキングのラインを健常者と障がい者の2ラ
インを作り、互いに見える環境で作業し、昼食時
は一緒に昼食をとるなど、交流が進んでいる。ま
た、授産施設が貝塚市で阪急泉南グリーンファー
ムと連携してレストランを経営するなど、コラボ
レーションが進んでいる。
いろいろな作業所から企業内授産の申し出が阪
急泉南グリーンファームにあるが、事業量を拡大
しなければならず、阪急泉南グリーンファーム単
体で無理がある。多くの企業が農業に参入するこ
とにより、企業内授産のフィールドが広がること
が期待される。

【特例子会社と就労継続支援Ａ型，Ｂ型の連携】

ハートランド創業時、厚生労働省の専門官と話
しをする機会があった。
当時、農林水産省と厚生労働省が連携し、「障
がい者の雇用を農業現場でできないか」検討を進
めており、コクヨの特例子会社としての全国初の
「業」として成り立つビジネスモデルヘのチャレ
ンジを受けての話であった。
「障がい者が一生を通じて安心して働けるシス
テムとして、『特例子会社とA型、B型の連携のモ
デルを作ろう』」ということであった。
平成22年3月、社会福祉法人ヒューマンライツ
福祉協会から農業参入の相談を受け、ハートラン
ドと同じシステムの水耕栽培を導入し、サラダほ
うれん草を栽培、販売することを提案した。
事業の立ち上げ時は、栽培や販売は先行する
ハートランドから支援を受け、その後自立して、
販売、人員について連携を深めるというプランを
構想し推進した。
その結果、ヒューマンライツ福祉協会が株式会
社ヒューマンアグリを設立し、岸和田市において

企業内授産
国が平成13年度より「施設外授産の活用によ

る就職促進モデル事業」を実施。
事業の特徴は将来的には雇用に移行すること

を想定し、企業とは雇用関係がなく企業内の仕
事を授産施設等が受託し、授産利用者が施設外
で作業を行い、出来高等に応じ工賃を受け取る
ことにある。『企業との雇用関係はないが、授産
施設等に仕事を発注し、支援員の支援のもと事
業所内で授産利用者が作業に従事する活動』で
ある。

（インターネットより）
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【就労継続支援Ａ型】
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用
契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練その他の必要な支援 

【就労継続支援Ｂ型】
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労
の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練そ
の他の必要な支援

農地約7,500㎡を借地、約3,500㎡のハウスを建設
して、就労継続支援A型事業所の認定を受け、ハー
トランドとヒューマンアグリの連携が平成24年5
月からスタートした。
現在、ヒューマンアグリは経営改善を行いなが
ら、自立と連携のバランスとを模索している。
また、平成27年度からは、ヒューマンアグリの
近隣の農地をヒューマンライツ福祉協会が借り受
け、露地栽培で軟弱野菜や、岸和田特産のにんじ
ん（彩誉）を地元の若手農業者と連携して栽培し、
就労継続支援B型作業所としてスタートする予定
である。

【ハートフルアグリアソシエーションの創設と展開】

平成26年3月14日に「ハートフルアグリアソシ
エーション」がスタートした。
ハートランドが中心となり、障がい者雇用を水
耕栽培で取り組む特例子会社、就労継続支援A型、
B型の事業所，ＮＰＯ、農林水産省、大阪府、大
阪府環境農林水産総合研究所、大阪府みどり公社

が参加。
目的は、事業を進めるにあたり、各社が抱える
課題、解決策、事例を情報共有し、それぞれのレ
ベルアップを図り、資材の共同購入、販売のロッ
ト数確保、販路の開拓、共同での販売先への価格
交渉。有利な価格決定。ノウハウの共有などを行
う。そして、農業（水耕栽培）での障がい者雇用
の拡大につなげる。また、新規に参入する企業等
へのアドバイス、フォローアップなどを行う。
民間主導、自発的にスタートしたことがすばら
しい。ＮＰＯ大阪障害者支援ネットワークの農事
研究会で水平展開を図るべく、働きかけを行って
いたが、なかなか実現できなかったもの。
構成メンバー；ハートランド株式会社（特例子
会社）、株式会社ヒューマンアグリ（就労継続Ａ
型事業所）、株式会社舞洲フェルム（就労継続Ａ
型事業所）、ラピーヌ夢ファーム株式会社（就労
継続Ａ型事業所）、三菱樹脂株式会社、ヤンマー
シンビオシス株式会社（特例子会社）、支援セン
ターつなぐの（就労継続Ｂ型事業所）、近畿農政局、
大阪府みどり公社、大阪府環境農林水産総合研究
所、大阪府等3か月に1回の会議を開催して、情報
交換に努めている。新規で障がい者雇用を始めよ
うとする企業等の相談、指導者の研修の受け入れ
など徐々にではあるが、活動を進めている。
また「農と福祉のサプライチェーン構想」を掲
げ、販売先もアソシエーションに参加していただ
くよう努力を継続中である。

株式会社ヒューマンアグリ
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【国の対応】

先に述べたように、平成19年頃から農林水産省
と厚生労働省が連携。
農林水産省では、主に農家が農作業を障がい者
に手伝ってもらうというような思想で、ソフト関
係の事業を予算化。
「業」として成り立つ、すなわち「ビジネス」
として成り立ち、障がい者が農業への就労を通じ
て自立するという観点は欠けていたように思う。
平成25年度予算で「農のあるくらし交付金」約
5億円を創設。ハートランドをモデルとして、障
がい者雇用に取り組む企業等にハード面の支援の
予算化が実現。平成26年度も継続したが、残念な
がら事業の見直しにより平成26年度で終了した。
平成27年度には、規模を縮小して事業は継続され
ている。

【大阪府の状況】

特例子会社ハートランド株式会社の農業参入を

きっかけに、主に環境農林水産部で農と福祉の連
携を推進。
平成23年11月に環境農林水産部、福祉部、商工
労働部、大阪府みどり公社で「農と福祉の連携推
進庁内連絡会」を設置した。平成27年度から教育
委員会も参加し連携の輪は広がっているが、まだ
まだ連携を密にした取り組みが進んでいるとは言
いがたい状況である。粘り強くこの取り組みを続
ける必要がある。
平成26年度からは大阪府知事の重点施策として

「農と福祉の連携」に取り組んでいる。
そのために、予算を確保し組織も担当総括を貼
付け積極的な展開をはかっている。
平成27年度は、ハートフルアグリサポートセン
ターを設置して相談窓口一元化を行い、ハートフ
ルアグリアソシエーションと連携し、官民共同に
よる農と福祉の連携を進める予定である。

農業参入
希望企業

生産者 販売者
ユーザー

①障碍者雇用
②水耕栽培で

農業参入したい
企業や福祉機関

A
社

B
社

C
社

連携した販売先の販売計
画のもとで生産し、相互

連携で年間通じて、安定
供給体制を実現する。

栽培ノウハウ共有
農産物の共有
実習相互受入

CSR

産地直送による鮮度が高い
野菜を
安定価格、安定供給、
安定品質（安全・安心）で仕入
障碍者の農業への参入を
サポート（CSR貢献）
要望する野菜が入手できる
流通カットによる価格メリット？

メリット
美味しい安全・安心な
野菜を食べることが
出来る

付加価値のある
（安心・安全・
低カリウムなど）
野菜を通年で
食べ続けたい

農業参入検討時に
シーンに応じて
各関係機関からの
バックアップ体制を
受けられる

農と福祉のサプライチェーン構想

Ｅ
社

特徴

バック
アップ
機関

大阪府 大阪府環境農林水産研究所大阪府みどり公社

契約

販
売
会
社

障碍者雇用で水耕栽培する生産とCSRに積極的な販売者と連携したWin-Winが確立できるサプライチェーン構想

（仮称）ハートフルアグリ
サポートセンター

Ｄ
社
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８． 最近の動向
【農地保有合理化法人から農地中間管理機構へ】

国は平成25年12月に「農地中間管理事業の推進
に関する法律」を公布。平成26年3月に施行した。
この法律により農地保有合理化法人を廃止、各都
道府県に農地中間管理機構を新たに設立し、農地
の貸借による担い手への集積を一層加速化するこ
とが定められた。
ポイントは
○……農地中間管理機構が遊休農地、遊休化する恐れ
のある農地を借り受け、整備して、集積してで
きるだけ長期に利用者に貸し出す。
○……貸し出す際に借り手は公募、農地の利用計画を
農地中間管理機構で作成、知事が認可。貸借が
発効。
○……借り手に貸し付けるまで、農地は農地中間間管
理機構が管理。
○……大阪府では一般財団法人大阪府みどり公社が農
地中間管理機構

大阪府みどり公社は都市型の農地中間管理機構
として、農地の集積による担い手農家の支援のほ
かに、企業の農業参入支援、農と福祉の連携への
支援、大阪府の準農家制度による都市住民への農
地貸付、農振外の市街化調整区域の農地貸借支援、
市街化区域内農地の保全と活用のための市民農園
開設支援を行う。

【新たな動き】

障がい者の職域としてだけでなく、高齢者、就
労困難者の広い意味での職域として捉まえられる
傾向、より多様な担い手の農業参加の傾向がある。
農地中間管理機構として借り手を公募している
が、障がい者の就労の場所の提供を目指す企業、
福祉施設も応募されている。また、就農相談にお
いても同様の傾向がみられる。

「農業には大きな魅力がある、また可能性があ
る」と私も思っているが、事業として成り立つか
どうかがポイントである。
リーディングケースとして、ハートランドは平
成26年度の第1回「農山漁村（むら）の宝」とし
て表彰を受けたが、まだまだ経営改善を行い、しっ
かりとしたビジネスモデルを提示する努力が必要
だと考えている。
6次産業化と組み合わせるなど、安定した生産
と、有利販売による利益確保が必要なのは変わら
ない。

９．課　題
直面している課題として、農地法上の制約があ
る。
一つは、事務所の設置である。農業振興地域農
用地で水耕栽培、あるいは露地栽培を行うが、事
務所の設置は必須である。特に就労継続支援事業
所の場合、相談室の確保等が認可の条件となる。

大阪府の資料より
大阪府内における特例子会社数と農分野への参入

府内の特例子会社数は34社　（25年5月末日現在／厚労省資料より）

うち、障がい者を雇用し農業を行う特例子会社等は9社（農地面積53,000㎡）

　※平成15年度から各年1社参入のペース　⇒　この動きを加速化！

（ハートランド（株）、クボタサンベジファーム（株）、ヒューマンアグリ（株）、

いずみエコロジーファーム（株）、パナソニックエクセルアソシエイツ（株）ほか4社）

○府内企業の農業分野への関心度

府内に本社がある50人以上企業数6,942社のうち、法定雇用率未達成の企業は4,120社（59％）

一方、常用雇用 500人の企業にアンケートの結果

：特例子会社（農業分野）に興味のある企業は38社にも。

　⇒　この潜在ニーズを部局連携で、農の分野での障がい者雇用・就労につなげていく。
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事務所の確保には苦慮しているところである。
また、ハウスを設置し水耕栽培を行う場合、開
発許可の担当部局との調整が必要であり、制約が
多い。具体的に手続きを進めるに当たり、市町村
の担当部局との協議に時間がかかる。事業者の方
だけではなかなか厄介な手続きである。
農と福祉の連携を進めるには法整備、行政の横
の連携が必要となる考えている。
さらに、農地保有合理化事業が廃止になり農地
中間管理事業に移行したが、法律の趣旨から、担
い手農家の規模拡大等により重点が移り、農と福
祉の連携のような「多様な担い手」への農地提供
の順位が落ちる傾向にある。この点についても一
定の改善が必要と考えている。

一方、大阪府のように都市部では、市街化区域
の農地に対しては、教育的な利用に加え、福祉的
なニーズも大きい。障がい者が通勤しやすい位置
に農地が存在し、就労の場、就労訓練の場として
ニーズが大きい。しかし、生産緑地制度において
は、市街化調整区域の農地のように農業経営基盤
強化促進法の利用権設定による農地の貸借が不可
能で、それゆえ相続税の納税猶予制度が、貸借し
た場合適用されず、農地の貸借がむつかしい。農
地に対する「農福連携」のニーズは高いが、ニー
ズに応じきれていないのが現状。市街化区域内農
地においても貸借の自由度を高めることが必要で
ある。

そして、準備が整い、生産が始まれば前述のよ
うに販売先の確保等、事業が持続できるようなマ
ネージメントが必要とされ、ハートフルアグリア
ソシエーションのような取り組みが重要になって
くると考えている。

10．おわりに
ハートフルアグリアソシエーションの会議の
際、ハートランドの黒田社長から「今まで、創業
以来サラダほうれん草の栽培と販売で、営業黒字
を目指して経営改善の努力を行ってきた。販売先
も十分確保できている。しかし経営は厳しい。ギ
リギリの努力を行ってきて７年が過ぎた。より利
益率の高い栽培品目の追加など、より安定した経
営をめざす時がきているかもしれない」という意
見があった。
今後ハートフルアグリアソシエーションで、い
ろいろな可能性を探り、より安定した障がい者雇
用が可能になるように努力していきたい。

むらの宝選定団体


