
農福連携から、利用者の自立と
農業の課題解決を目指す！

信州バイオファーム有限会社



■信州バイオファーム概要

①施設野菜栽培部門  トマト、胡瓜、トロ茄子、アスパラ、苺、
　（ハウス面積20,000㎡）　ほうれん草、小松菜のハウス栽培

②有機肥料製造部門  有機肥料製造及び茸菌糸活性剤製造販売

③販売 部門 　　　自社特別栽培野菜・茸及び野菜・果物及び
　　　　　　　　　ドライ加工品、トマトジュースの販売

④販 売 先　　　　 成城石井、オイシックス、全国直売所１２０店舗

⑤障害者就労支援事業（関連会社：一般社団法人信州福祉ファーム）



■産業としての農業の課題と展望

■ 農業は、裾野が広い

■農業従事者の高齢化と急減
　全産業就業者の４%、５０歳以下１５%、平均年齢６８歳

■ムリ・ムラ・ムダが多い

■付加価値の少ない作業比率が高い

■ 将来の農業は、花形産業
（就農者数の減少、自然環境、世界人口（30年前37億、現在76億、30年後91億の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増加で食料・水・空気の問題）

働き方改革施行による。

１０年後を見据えた、農業の雇用環境対策を考える



２．ムリ・ムラ・ムダを省く当社の取り組み

施設型栽培の導入

　従業員（人間、微生物
、太陽エネルギー）の
働ける環境作り



■循環型農業の導入

　　　

１：きのこ栽培

２：有機肥料製造

３：トマト、アスパラの有機肥料栽培

４：残渣物の有機肥料化



１：きのこ栽培

２：有機肥料製造（善玉菌
４０００万個以上／g）

３：トマト、アスパラの有機肥料栽培

４：残渣物の有機肥料化

■循環型農業の導入



１：きのこ栽培

２：有機肥料製造

３：トマト、胡瓜、アス

パラ、ほうれん草の　
有機肥料栽培

４：残渣物の有機肥料化

■循環型農業の導入



■当社の栽培施設概要

施設名 地区名 面積 施設名 地区名 面積

鉄骨加温ハウス 篠ノ井二ツ柳 42ａ ドライ加工室 篠ノ井塩崎 60㎡

パイプ加温ハウス 篠ノ井二ツ柳 42ａ ぶなしめじ栽培施設 篠ノ井塩崎 1,200㎡

パイプハウス 篠ノ井二ツ柳 50ａ 有機肥料製造施設 篠ノ井塩崎 1,000㎡

パイプハウス 篠ノ井二ツ柳 26ａ 製品パッケージ室 篠ノ井塩崎 250㎡

パイプハウス 篠ノ井二ツ柳 40ａ 農業用倉庫 篠ノ井石川 200㎡



■当社の主な取扱商品名

栽培商品名 面積 収穫期間 仕入商品名 取扱い期間

ミディトマト 42ａ 9月～6月 えのき茸 10月～5月

トロナス 38ａ 7月～10月 椎茸 11月～12月

胡瓜 42ａ 10月～3月 ネクタリン 7月～8月

胡瓜 42ａ 5月～8月 桃 7月～9月

胡瓜 20ａ 6月～10月 リンゴ 9月～2月

アスパラ 40ａ 4月～6月 葡萄 9月～11月

小松菜
ほうれん草

70ａ 11月～5月 長芋 11月～5月

ぶなしめじ   10月～1月 その他野菜果実 旬の時期



■当社の販売先

販売先 地域名 店舗数 販売先 地域名 店舗数

ショッピングモー

ル内　　直売所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県 38

直売所
 
 
 
 
 
 
 
 

滋賀県 3

東京都 8 兵庫県 2

神奈川県 12 愛媛県 1

茨城県 9 徳島県 1

埼玉県 12 佐賀県 1

群馬県 1 福岡県 4

石川県 1 大分県 1

静岡県 4 愛知県 5

名古屋市 4 栃木県 2

岐阜県 2 長野市 6

三重県 4 出荷先直売所店舗合計 120

大阪府 1
卸販売
 

成城石井
 

京都府 1
オイシックス・ラ・大地

 



■長野県働き手不足の将来予測
　　　　（総務省「国勢調査」、社人研「将来人口推計」）

（人）

労働者数
増減数

45年-15年
2015年 2025年 2045年

15～19歳 １２，１１０ １０，１９９ ７，１０２ △５，００８

20～39歳 ３３４，４１８ ２８２，６０１ ２１６，４７５ △１１７，９４４

40～59歳 ４８３，２６６ ４５５，９２８ ３１０，３６６ △１７２，９００

60～74歳 ２３７，９０８ ２０５，３０８ １９０，０８６ △４７，８２２

75歳以上 ５０，３８６ ２０５，３０８ ６３，６７６ １３，２９１

合　　計 １，０６７，７０２ ９５４，０３６ ７２４，０２９ △３４３，６７４

●喪失する労働力を何で代替えするかが、新たな農業成長戦略の柱に。

ＩＯＴ、ＡＩへの代替えから外国人労働、就労支援施設との連携等、及
び農地集約化による生産効率を上げる対策が重要ではないでしょうか。



■１０年後の雇用費増加予測（経営規模、従業員数同等の場合）

項目
令和3年9月現在 10年後

金額 算定根拠 金額 算定根拠

正社員雇用費 7,015,000 190,000円（25歳、保険料込み）×3人+賞
与１ヶ月

10,500,000 3,500,000円（35歳、保険料込み）
×3人

外国人研修生 6,336,000 1,200円（保険他経費）/時間×3人 7,392,000 1,400円（保険他経費）/時間×3人

パート雇用費 3,520,000 880円×5時間/日×200日×4人 4,000,000 1,000円×5時間/日×200日×4人

休日雇用費換算 0 年間85日 945,000 年間120日（有休取得含む）

福利厚生費増加 0   100,000 10,000円/年間×10人

農の雇用助成金 △1,746,000 1,164,000×0.5×3人 0 助成金終了

合　計 15,125,000   22,937,000  

10年後増加額 7,812,000（52％up）

●50％雇用費増加に対する対策として、農福連携を考える。



■当社の就労支援施設利用状況

施設名 住所
人数／

日
作業内容

稲荷山共同作業所 千曲市稲荷山２１５２ 7人 トマト、胡瓜他収獲

満天の星 千曲市稲荷山２０４６ 3人 胡瓜、小松菜収獲

花工房福祉会 長野市川中島町今井 5人 胡瓜、小松菜収獲

どんぐりファーム 長野市川中島町原 5人 トマト収穫

篠ノ井授産所 長野市篠ノ井小森 1人 トマト収穫

ポーチ有旅 長野市篠ノ井布施五明 5人 胡瓜、ほうれん草収獲

しあわせ 千曲市 4人 小松菜収獲



胡瓜収穫作業

トマト収穫作業

■利用者の作業状況



小松菜計量作業小松菜収穫作業

■利用者の作業状況



■施設利用の課題

●作業開始が遅くなり、鮮度保持が難しい。

●職員による、適格な指導が困難。

●利用者の熟練度が遅い。

●作業及び人員配置計画が困難。



■利用者自立を目指す、農業生産法人の取り組み

●理想は農業生産法人が、就労支援施設に取り組む。

●利用者への支援財源確保の、経済基盤を確立。

●利用者の出来る作業の標準化を行う。

●実質作業時間が増加する。

●作業熟練度の向上を行う。

●利用者は、作業能率が向上することで、「やる気」と「自信」が生ま

れる。

●利用者の、作業と配置を計画的に実施できる。

●安定的な支援財源が確保出来、生活自立が可能。



■信州ふれあいの森開設迄の経緯

年度 内　　　　　　　　容

平成15年
障害者雇用始める
上田養護学校、稲荷山養護学校と繋がる

平成18年
知り合いを通じ、障害者福祉関連の情報
収集

平成21年
トマト収穫作業を障害者就労支援施設へ
委託開始



■信州ふれあいの森開設迄の経緯

年度 内　　　　　　　　容

平成25年

自社で障害者就労支援施設認可に向けて
行動開始したが、知識不足と各種障壁が
多く、途中で挫折

平成31年

再度、認可に向けて1年かけて農政課は
クリアしたが、隣接道路幅不足で、建築
指導課の段階でクリア出来ず、断念



■信州ふれあいの森開設迄の経緯

年度 内　　　　　　　　容

令和1年

建設用地を変更し再度交渉、可能性が出来た
ので、土地を購入し認可に向け、事業収支計
画作成し事業化可能か検討及び申請書類作成
と行政との交渉開始

令和3年

建築確認取得後、施設建設を直営施工準備と
並行し、障害福祉課と事前協議しながら、再
度緻密な事業実施収支計画の練直し検討及び
申請書類作成



■信州ふれあいの森開設迄の経緯

年度 内　　　　　　　　容

令和3年

8月6日に障害福祉課へ申請書類提出。
（10月1日認可）　認可後、各養護学校、
篠ノ井病院、松代病院、栗田病院、各障
害者相談支援センター、各社会福祉協議
会、ハローワークへパンフ配布及び募集
説明会広告。10月に募集説明会開催。



 多機能型就労支援施設（A型・B型）

信州ふれあいの森

一般社団法人信州福祉ファーム



基　本　理　念



B型利用者様作業内容と工賃



A型利用者様作業内容と賃金



■B型利用者の一般就労に向けての取り組み
●利用者の目標設定：精神・肉体・収入・作業能力を高め一般就労年度を決める。

●現状と目標の乖離幅を一緒に分析して、段階を追って目標を達成する。

1Step：体験研修期間。（時給300円）
　　　　①1ヶ月間は、各種作業を体験し自分の適性を見極める。
2Step：利用者の一般就労の可能性を見極める。（時給400～500円）
　　　　①一般就労の基本である、毎日の生活リズムの習得

3Step：意欲ある利用者への研修指導。（時給600～700円）
　　　　①農業理論研修及び技術研修　②精神面、体力面強化への支援

　　　　③作業効率について、考えて作業することの指導支援

　　　　④コミュニケーション能力向上への支援

4Step：一般就労に向けての作業研修。（時給800円）
　　　　①作業効率を向上させるコツを身に着ける。②仕事に対する判断能力の習得

　　　　③余裕を持って行動する大切さの習得（事前の準備の大切さ）

5Step：①農業生産法人への紹介。②アフターフォロー



高工賃を可能にする六次産業化（経済基盤作り）の取り組み
（付加価値比率を高める）

●１次＝生産

●２次＝差別化

●３次＝卸販売

●４次＝加工品

●５次＝小売販売

●６次＝産業観光



一次：栽培のみで完結する付加価値の少ない農業

    ●生産のみで完結する産業である。

　  ●作業分析⇒単純作業が90％⇒機械化、障害者授産施設へ作業委託を考える。

　　　　　　 思考作業が10%⇒思考力により付加価値に差

　  ●単純作業の比率の高い経営⇒労働対価のみで付加価値比率が低い

　⇒スケールメリットの追求で絶対利益の確保



■経営手法を導入した農業ビジネスの展開

●経営指針

　 ①生産者自己満足の生産志向から顧客満足重視の顧客志向に転換

　②採算性のない農業は悪

　③川上から川下まで網羅

　④資源浪費型産業から環境共生型産業を目指す

●長期戦略型利益計画

●マーケット戦略

●商品戦略

●販売戦略



■長期戦略的収支計画作成

●将来の数値をつくるビジネス展開に取り組む

　①5・10年後の売上、利益、投資目標
　 を設定

  ②現場情報に即した売上、経費計画

  ③マーケット別販売単価

  ④規模拡大設備導入に伴う補助金利用計画

  ⑤雇用計画

  ⑥農地借入計画

　　



二次：オンリーワンと美味しさ＆健康で
　　　　　　　　　　　　　　　差別化商品つくり

■トマトのオンリーワン戦略

〇農薬、化学肥料中心の慣行栽培市場⇒100%

　 ○農薬、化学肥料50％以上減の特別栽培⇒30％

　 ○特別栽培で、高糖度市場⇒10％⇒この市場で上位に

■アスパラのオンリーワン戦略

○一般市場では太いアスパラ、紫アスパラは売れない ⇒栽培少ない

○柔らかくて美味しい太いアスパラ・紫アスパラは、

　高級業務用市場では希少価値として使われる

○太いアスパラ栽培方法確立



■健康と美味しさは消費者満足度上位

●有機無農薬野菜は最高の健康食品

　　　①現代病アトピーと野菜の関係

　　　②硝酸塩濃度の高い野菜

　　　③女性は、子供の健康を中心に考える

　●差別化商品は美味しさ、健康、ストーリー性
　　



■差別化商品つくりには、農法の確立が必要

●美味しい、健康野菜を作る仕組み
財務経営の格言　入るを図って、出を制す！

●当社のアスパラ栽培農法
①地力増強技術　②潅水技術　③立茎管理技術

●当社のトマト栽培農法　
①地力増強技術　②環境制御技術　③光合成促進技術

●微生物還元農法
籾殻、良質有機物、抗酸化特殊酵素、微生物、海藻エキス、
を使用して炭水化物を多く生成し、良い葉を作り、病害虫に強
い体質つくりと旨味成分を多く生成する農法



三次： 商品力で小規模企業から大企業へアプローチ

     ●商品力に自信を持ち販売ターゲットは上から営業展開

　 ●本物にこだわる姿勢が相手に伝わり契約成立



四次： こだわりの加工品作り　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　    ●旬の時期に、木で真っ赤に熟した最高に美味しいトマトは、流通出来ない
  ⇒美味しさまるごと詰めた、トマトジュースの開発

   ●高級スーパー、ホテル、レストランでメニュー利用へのアプローチ



■良品工房主催の消費者井戸端会議で合格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（165点中18点合格＝合格率15％）

「フルーツトマト30個しぼっちゃいました」

C：「長野県認証特別栽培トマト。無化学肥料、50％以上減農薬。旬の時期に木で完熟。
  糖度8度前後のミディトマト100％」って書いてある。

A：いくら？
C :高いよ、1420円
B :でもセレブ・デ・トマトのジュースは5000円。それに比べると安いなって。
E :結構ドロッとしている。
　　：
　（試飲）
　　：
A :おいしい。
D :なんか昔のトマトっぽい感じ。
　　：
E :パッケージとかはいいよね。正直な感じがする。

B :トマトジュースでおいしいのってあまり出会えないからね。久しぶりにおいしいの
を飲んだ。



五次：農家連携と品揃え・物流構築で小売業にチャレンジ
　　

　　　　　異業種（スーパー、コンビニ、ドラッグ、レストラン、ホテル）との販売連携



■農業者連携生産者グループ

微生物、海藻エキス、抗酸化特殊酵素使用の農法とIT利用の環境制
御技術で、健康＆美味しさ追求で研鑽している生産者グループ 

 
 
 
 
 
 
 

有機栽培脳業極意誌 

 
 
 
 
 

微生物還元農法 
 

 

 

2009 年 ・ Ｖｏｌ．20 

今月の講座 

本当の熟畑とは  

 

信州有機倶楽部 

●勉強会とオリジナル資料



■スーパーと連携で直売所展開
 ●自社生産＋農家連携仕入で全国120店舗

     ●試食販売・特売企画・お客様産地訪問企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

信州有機倶楽部直売コーナー

●美味しさと健康にこだわった
特別栽培トマト・アスパラ・胡瓜・ほうれん草

●食感と旨味が特徴の
　　　　ぶなしめじ他キノコ類

●新鮮でお徳用な野菜・フルーツ



トマト狩り アスパラ狩りきのこ狩り

六次：癒し系レジャー型農業でファンつくり
　　　　　　　　　　　　　　　　

　農園、野菜を見させて⇒健康志向有機野菜を学ばせて⇒収穫体験させて

　　　⇒美味しさの感動を与える　⇒　ファンつくり、口コミ営業につながる　



■信州ふれあいの森の今後の展望

●利用者の才能の特化した部分（IT・機械設計・
　パソコン入力等）を生かし就労支援施設向けに
　農業栽培経営支援のビジネスモデルを構築し
　施設の連携による、農産物の販売と物流構築を
　目指す。

●農福連携整備支援事業を活用し、ICT導入の
　先端的な、ハウス施設を建設し、就労支援
　事業所のみで運営出来る農業ビジネスの展開。



ご清聴ありがとうございました！


