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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

実施時期: 2020年１１⽉〜2021年１０⽉
事業対象地域: ⻑野県
事業対象者: 障碍児者・⾼齢者・ひきこもり・家族・農業従事者

課題設定、事業設計に関する振り返り

事業スタート時、寒かったり、消極的な農業未経験者が興味を抱くまでは、計画通りに農作業が進まず⼤変であった。しかし、芽が出て、苦労が報われた喜びややり
がいを体験した春以降は、ほぼ毎⽇「ふれあい農園」に出向き、想定の活動を順次進めることができた。耕運機や草刈り機を活⽤し育苗、播種耕起、草刈り、定植、
⽔やり、計量、選別、袋詰め、ラベル貼り、コンテナの洗浄等の体験を重ね、作業スキルを⾝につけ、収穫と販売の喜びややりがいを感じることができた。⽇光を浴
び、外気に触れながら作業を⾏うことにより⽣活リズムを整えることができた。
また「交流会」としてふれあい農園で作業後、収穫野菜を使ったスープを囲んで楽しい時間を持ち、障碍者⾃⾝が⽣産した農産物を施設の販売店で⾃ら販売したり、
収穫野菜によるメニュー開発、弁当製造、販売、ケータリングして地域に届け、お⾦を受け取るという体験もできた。「ふれあい農園」の作業を通じてやりがいを感
じた「てくてく利⽤者」である障がい者が農業に興味を持ち、就労継続A型事業所である「みらい農園」へ１名就職し、２名が (株）VOTANO WINEへ実習すること
となった。「コロナ対策！障碍児者の社会参加農園造り」事業がきっかけとなり横の広がりとして、JAからは農福連携事業として「りんごの箱詰め」、⺠家からも畑
の草刈り等の整備作業を受託した。これら活動により農家は⼈⼿不⾜が解消され、障碍者は農作業に従事することで社会参加や地域貢献ができたと思う。本事業の意
義は⼤きく、今後も引続き農福連携を強化・拡⼤していくことで利⽤者の経済的⾃⽴と地域交流を活性化していきたい。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ対策！障碍児者の社会参加農園造り
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈⻑野県みらい基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈てくてく

事業実施概要

コロナの影響や障碍の特性による症状の不安定さから家に引きこもりがちな⽣活を送っている障碍者の状況を改善し「障碍者の⾃⽴した地域⽣活の推進」と 農家の
労働⼒を補う担い⼿としての社会貢献を通した「QOL（Quality of Life）向上」、「地域活性化」を⽬指す。
① 借り受けた畑を地域に開かれた社会資源「ふれあい農園（松本市岡⽥松岡約１５０坪）」として開設。障碍児や障碍者の社会参加による共⽣社会実現を⽬指して
農福連携し、園芸療法としての農作業を体験する
②⽀援者が参加者の障碍特性を情報共有し、作業⼯程を分割・組み⽴ながら育苗、播種耕起、草刈り、定植、⽔やり、計量、選別、袋詰め、ラベル貼り、コンテナの
洗浄等の体験を重ね、作業スキルを⾝につけながら収穫するまでを共に⾏う
③⾃ら収穫した農産物を施設販売したり、それを⾷材にしたお弁当キャラバンカーで地域に届け、お⾦を受け取るという社会参加の仕組みをつくり経済活動を実践す
る
④農業スキルを⾝につけた障碍者と⼈⼿不⾜に悩んでいる農家をマッチングし農作業を受託したり、施設外就労できるようにする

2021年11⽉5⽇

障碍者
学習機会の
不⾜/格差

①農作業スキルが⾝につく仕組みができる。
①スタッフの対象者へ
の観察

①農作業（農地整備・
種まき・⽔やり・草取
り・収穫）の事後評価
を報告書にまとめ報告
会を開催する（コロナ
の場合はSNS発信）

スタッフと農業サポー
ターの指導により農作
業（農地整備・種ま
き・⽔やり・草取り・
収穫）と草取り機、耕
運機を体験

「障碍」を⼀つの「個性」と捉え、ひとりひ
とりの「できること」と「できないこと」、
「得意なこと」と「不得意なこと」踏まえ、
農作業を分解し、お互いに補い合いながら、
全員が安全で働きやすいよう配慮した。「ふ
れあい農園」で⽇光を浴び、外気に触れなが
ら適度な作業を⾏うことにより⽣活リズムを
整い、運動不⾜の解消ができた。
スタッフの対象者への観察からわかったこと
は…
・知的障碍：体⼒はあるが何をしてよいかや
収穫のタイミングわからず、どれが雑草か判
別がつかない。そのためわかりやすい指⽰を
出す、⼿本を⽰す等で対応した
・発達障碍：収穫物の分別、計量など細かな
作業が得意な⼈もいるが、対⼈関係が苦⼿、
同時並⾏の作業ができない、作業に集中でき
ない場合もある。時間配分に配慮した特性に
合う作業だと問題なくできた。
・精神障害者：収穫や雑草の判別能⼒が⾼
く、幻聴・幻覚により集中できないという場
合もあるため、⻑時間にならないよう休憩を
しっかりとることで対応した。



障碍者
相談先の不
⾜

障碍者 連携の不⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

事業実施以降に⽬標とする状況
農家からの作業を受託し、農福連携による⾃律⽣活⽀援（再発防⽌、地域⽣活維持）を通して、経済的、組織的、精神的⾃⽴が向上するとともに、農園が地域に開か
れた社会資源となるよう連携を通して活動を維持、継続、発展させる。

①障碍者施設・農家・地域⽀援者を対象
に事業オリエンテーション（地域で借り
受けた畑を「ふれあい農園」と命名し⾒
学、農作業体験ワークショップ。障碍者
理解のための交流イベント、農具の使い
⽅や作業⼯程マニュアルとタイムスケ
ジュール作成）

ほぼ計画通り

農作業については、法⼈から依頼した農作業指導者が、地域の⼟壌特性に合わせた「作業に必要な道具」、「耕運
機」の効率的な扱い⽅をレクチャーした。
「障碍」を⼀つの「個性」と捉え、ひとりひとりの「できること」と「できないこと」、「得意なこと」と「不得意
なこと」踏まえ、農作業を分解し、お互いに補い合いながら、全員が安全で働きやすいよう法⼈スタッフの精神保健
福祉⼠が合理的配慮を⾏い、⼿順だけでなく「作業の⽬的」「最終的な成果イメージ」「作業の判断基準」を説明し
た。「交流会」としてふれあい農園で作業後、収穫野菜を使ったスープを囲んで楽しい時間を持った。

考察等

障碍の特性や天気の不安定さから苦労もあったが、苦労が多かった分「ふれあい農園」での作業に喜びを感じ、「⽣きがい」を⽣み出す社会的効果があった。
キャラバンカーによる事業活動の周知と啓蒙は地域の中での良い交流機会となり、事業後、障碍者は皆、⽣き⽣きと積極性を増し、⾷についても関⼼を⽰すように
なった。
農業体験に参加した結果、アンケートから「視野が広がった」「実際に体験すること・汗を流して働くこと・命・⾷の⼤切さを知った」「⼈とのコミュニケーション
がとれるようになった」という回答が多かった。農福連携による就農や実習、出店も実現した。本事業の意義は⼤きく、今後も引続き農福連携を強化・拡⼤していく
ことで利⽤者の経済的⾃⽴と地域交流を活性化していきたい。

②農産物を施設店頭で⾃ら販売したり、地域
に届け、お⾦を受け取るという経済活動と社
会参加ができる環境が整う。

②作業受託実績数（施
設外就労）のカウント
及びアンケート
②野菜や収穫物を⾷材
にしたメニュー開発や
販売やケータリング実
績数のカウント

②作業受託実績数（施
設外就労）２
②野菜や収穫物を⾷材
にしたメニュー開発の
実績数10・出店実績
数30

②作業受託実績数（施設外
就労）８：JA（柳沢林業
（４）・橘邸（３）・⼀ノ
瀬邸（１）
②野菜や収穫物を⾷材にし
たメニュー開発の実績数
10・出店実績数70アン
ケート（25名・当事者、
ボラ、⽀援者）
(参加動機：上位３)
1: 農作業に興味があった
から 15
2: 体⼒づくりのため 12
3： 仲間づくり・交流のた
め 9
(参加後の変化は：上位３)
１：仲間が出来た／交流機
会が増えた 18 2： 地域
や社会への理解が深まった
10
3： ⾃然や農業への理解が
深まった 10

農業にやりがいを感じた「てくてく利⽤者」
が就労継続A型事業所「みらい農園」へ就農
し、「須沢ハイポニカグリーンハウス」へ1
名、「VOTANO WINE」へ2名の実習が実現
でき、農作業の経験が⽣かされた経済的⾃⽴
は私たちにとってもうれしい出来事であっ
た。また、この事業の成果が実を結び、他か
らお声をかけてもらい、事業が横に広がっ
た。具体的には施設外就労としてJA、柳沢林
業、橘邸、⼀ノ瀬邸から受託した。野菜や収
穫物を⾷材にしたメニュー開発と松本市役
所・⻑野銀⾏、柳沢林業その他にて出店も
⾏った。事業前には考えられなかった地域に
根差した活動をすることを通して社会参加が
促進できたと思う。

③⾃ら収穫した農産物を施設販売したり、そ
れを⾷材にしたお弁当キャラバンカーで地域
に届け、お⾦を受け取るという社会参加の仕
組みをつくり経済活動を実践する

③ふれあい農園開催実
績数のカウント
及びアンケート

③ふれあい農園開催実
績数30

①ふれあい農園開催実
績数…80
②農家から作業を受託
実績数（施設外就労）
２（須沢ハイポニカグ
リーンハウス・
VOTANO WINE）
 ＊アンケートより
・農作業を通じて障碍
者⽀援に繋げられるこ
とが実感できた。(職
員)
・農業を通じて⾃分が
できることが感じられ
た。(利⽤者)
・障碍者／ボランティ
アの共同農作業は新鮮
でとても良い交流機会
であった。

「ふれあい農園」での農福連携という農作物
の栽培から⼀連の作業を共同で作業すること
により、グループへの帰属感や責任感を養
い、喜びを感じ、「⽣きがい」を⽣み出す社
会的効果があった。
キャラバンカーによる事業活動の周知、法⼈
の周知、障碍者⽀援という啓蒙に繋げられる
ことが実感できた。地域の中での出会いや関
わりは新鮮で楽しくとても良い交流機会で
あった。

②職業リハビリテーション：農業を仕事
にできるように最低限必要なことを習得
する。（時間の厳守、挨拶、仕事の準備
や後⽚付け、指⽰に従う他の参加者と協
⼒する、マニュアルやルールを理解す
る、良好な⼈間関係をつくる）参加者同
⼠が交流する。

計画通り

障碍者が抱える課題①⽣活リズム②コミュニケーション③⾃⼰効⼒感があげられる。その課題解決のため、まずは⾒学、体験
からスタートし農家や、障碍者本⼈、⽀援機関と協⼒体制をつくりながら交流会等を通して次第にお互いのことを知り、時間
をかけて良い関係を時間をかけて取り組んで「農業」の楽しみを伝えた。⽇光を浴び、外気に触れながら適度な軽作業を⾏う
ことにより⽣活リズムを整えることができ、運動不⾜の解消と健康づくりにつなげた。作業をしてもらう場合、複数の⼿項を
⼀度に覚えることが苦⼿であったり、⼤きさや重さ、状態を判断しながら作業することが困難な場合は⽀援員がいくつかの作
業に分割して、⼯程の少ない反復作業をつくることで、効率的に作業を⾏えるようにした。
ルールや⼿順を正しく伝えるために曖昧な表現（あれ、たくさん、しっかり、きれいに等）は避け、具体的（何を、何回、ど
こにどこに等）に⾏い、⾔葉では理解しづらい作業については可視化し、実際に実物を⾒せて説明した。

活動 進捗 概要



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

松本市役所との協働「ふれあいマーケット」
⻑野銀⾏⼤名町⽀店での販売会

松本市役所東庁舎１Fにて出店販売

③農作業（農地整備・種まき・⽔やり・
肥料を与える・草取り等、収穫までの⽣
育過程に応じ適切に管理する・収穫）
 ＊ストレングスアプローチにより得意
な作業から体験してもらい農家の担い⼿
を育成する。地域の⾼齢者にも⽣きがい
を感じてもらえるような内容にしたい。
 ＊事業前に苗植えを実施済みの⼤根、
松本⼀本ネギの収穫も⾏う予定
 ＊「⼟づくり」「種まき・苗植え」
「栽培」「収穫」「出荷」
 ＊事業で⾏う野菜：春作ジャガイモ
(メークイン・きたあかり)・タマネギ・
ビーツ・⾚パプリカ・⼤⻨・フルーツほ
うづき

計画通り

障碍者のエンパワメントの実践、健康増進、地域活動、社会参加を⽬標に「障碍」を⼀つの「個性」と捉え、ひとりひとりの
「できること」と「できないこと」、「得意なこと」と「不得意なこと」踏まえ、農作業を分解し、お互いに補い合いなが
ら、全員が安全で働きやすいよう農業⽀援サポーターである三澤和⼈⽒に協⼒していただきながら配慮した。
①障碍特性と農作業との相性②障碍の特性ごとに農業の可能性やストリングスを探ったところ
・知的障碍者：収穫のタイミングや雑草の判別などが困難な場合もある農作業に伴う体⼒作業を⾏える
・発達障碍者：対⼈関係が苦⼿、同時並⾏の作業ができない、あるいは作業に集中できない場合もあるが、収穫物の点検、
計量など細かな作業が得意である。
・精神障碍者：⻑時間の作業が苦⼿、幻聴・幻覚により集中できないという場合もあるが、収穫や雑草の判別能⼒が⾼く、作
業管理ができる。
農作業の全⼯程を⼀⼈でやるのは困難という前提のもと、以上の強味を⽣かし、農業が持つ癒しの効果と交流会により、スト
レス発散や精神⾯でのリハビリテーションを症状の安定化を図りながら作業内容を細かく分けて、チームとして⾏った。
＊事業で⾏う野菜：春作ジャガイモ(メークイン・きたあかり)・タマネギ・⼤⻨・ネギ・バジル・レタス・ズッキーニ・旬春
菊・ほうれん草・かた⼤根・ジャンボにんにく

 
 

④キャラバンカーによる収穫野菜や弁当
の宅配・野菜の収穫祭など地域住⺠と共
に活動するイベントを⾏い、積極的な交
流活動を通して福祉の向上を図る。ま
た、アンケート配布と集計を⾏い、報告
会を実施する。

計画通り

事業後,農業体験の参加者へのアンケートとヒアリング後の考察として「実際に体験することの⼤切さを知った」が最も多かっ
た「⾷べ物のありがたさを知った」「汗を流して働くことの⼤切さを知った」「命の⼤切さを知った」「⼼がリフレッシュで
きた」「協⼒することの⼤切さを知った」「⽣産と収穫の喜びを知った」「物事に主体的に取り組むようになった」 「⼈との
コミュニケーションがとれるようになった 」「地域と交流できて楽しかった」等、⾃分が種から育てた作物が収穫され、売上
に結びついていることを⽬の当たりにし、「社会経済活動のサイクルに⾃分が役⽴っている」という実感がモチベーション
アップにも結び付き、意義ある農福連携と作業が実現できた。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

① 無理のない範囲での農福連携により、楽しみながら農作業をスキルUPさせ農家からの作業を受託することができた
②「てくてく通所者⽉平均１５名」を確保し⾃律⽣活⽀援（再発防⽌、地域⽣活維持）、障碍者社会参加、ネットワーキング構築による経済的、組織的、精神的⾃⽴
を⽬指すことができた③キャラバンカーによる野菜や弁当宅配による啓蒙活動を⾏うことができ、販売会の依頼を受けることもできた
④ 「野菜収穫祭り交流会」等の楽しみを盛り込み、無理のない範囲での農作業を継続し、耕運機を使いたまねぎ４０００本の苗を植えをすることができた。
⑤苗を植え、草むしりや害⾍の駆除をして、肥料をやり、たくさんの⼯程の作業を積み重ね、苦労して育てあげた苗がようやく収穫でき販売できた時、野菜はとても
愛おしく農作業にもやりがいを感じた。

課題を取り巻く変化

農福連携では、農業分野が抱える「担い⼿不⾜や耕作放棄地の増加等の課題」と福祉分野が抱える「働きたいという意思を持ちながらも働く機会を得られない障碍者
が多いこと、賃⾦・⼯賃がまだまだ低いという課題」を、お互いに連携することで解決することが期待されていた。事業を通して、従来の屋内作業だけでなく屋外作
業を組み合わせることで作業の 単調さを回避し、太陽の下で⾏う農作業は健康的な活動であり変化のある⽣活リズムが⾝に付いてきて、⼼の安定・⾝体の健康増進
に繋がることを改めて実感 した。また、⾃分が種から育てた作物が収穫され、売上に結びついていることを⽬の当たりにし、社会経済活動のサイクルに⾃分が役に
⽴っている・⾃分の役割があるという実感がモチベーションアップにも結び付いて⾃信につながりコミュニケーションスキルも向上し、就農できた利⽤者も現れた。
資⼒の乏しい我々にとって、今回のような補助⾦は安定的かつ継続的な事業運営のためには⾮常にありがたく、無駄のないよう最⼤限有効に使わせて頂く所存であ
る。
 

松本ハイランド農業協同組合からの作業受託
（株） 柳沢林業とのイベント 
 (株）VOTANO WINEでの実習

JAの農福連携事業  JA営農企画課 川久保 杏樹様（TEL 0263-29-0394）より 「りんごの箱詰め」を受注
（株） 柳沢林業 代表取締役 原薫様（松本市岡⽥下岡⽥774-1TEL 0263-87-5361）よりイベント参加の依頼を受け、野菜等の販売
(株）VOTANO WINE  坪⽥ 満博様（塩尻市洗⾺1206 TEL0263-54-3723）にて実習

連携先 実施内容・結果

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

中⽇新聞(2021.３.２２)  事業（農福連携の収穫）に関して掲載
市⺠タイムス(2021.６.３)  事業（農福連携の収穫）に関して掲載
市⺠タイムス(2021.８.７)  事業（農福連携の出店）に関して掲載

野菜の販売⽤チラシ、弁当のチラシ制作（１２ケ⽉×１００部）

上記チラシの掲載、⾞

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

⻑野銀⾏⼤名町⽀店 担当：井出⽒ （松本市⼤⼿2丁⽬2番16号. TEL32-5011）.より出店の依頼を受け、弁当、野菜等の販売

計画額
5,373,126

708,494

実績額
5,571,200

990,572

執⾏率

107.9%

103.7%
管理的経費 139.8%

事業費
直接事業費

6,081,620 6,561,772合計



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開

変更はなかった

状況 内容

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。

完了

⾃由記述

今回、初めて本格的な農業を体験し、植物の成⻑の楽しみという点では、喜びを得ることもでき達成感もある。しかし、天気に⼤きく左右され、暑いなか、直射⽇光に照らされながら畑の⼿⼊れをすること
もあれば、ビニールハウスのなかで汗だくになりながら苗を植えつけることもある。⽴ちっぱなしや中腰での仕事も多いため、慣れないうちはすぐ疲れてしまい体⼒でかなり課題が⼤きいと感じている。ま
た、疲れる割には、予定していた収穫が得られず安定した収⼊が得られるか⼼配を抱えながら作業しているが精神⼒⾯にも課題を感じた。本来の体⼒のなさ、精神⼒の弱さが要因である。その対応としては
無理なくできる範囲で継続すること。苦労して育てあげた野菜の成⻑を共に喜び「これは⾃分たちにしか育てられない」という⼤きな誇りを持てるように⽀援していきたい。⾃分たちが農作物を育て、それ
を消費者に評価してもらえること、⾃然の移り変わりを間近で感じられること、⾃分の作った農作物で弁当を作り販売したりするなど、さまざまな事業の魅⼒を伝えていきたい。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

いいえ

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

第３者委員を設置

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
内部監査

実施予定はない
団体委託先の中村内径事務所と団体監事による監査を実施。

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

4.報告書等
事業報告書（５０部）

内容


