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食 と 農 と 福 祉 の 連 携 の あ り 方 に つ い て 

１．調査の背景 

背景 概要 

人口減少への対応 

・歯止めのかかっていない人口減少と都市部への人口集中。「人口減少→経済規模の縮小→更な
る人口減少」といった「縮小スパイラル」が懸念。 
・農山漁村においてはサービスの維持も課題。人口の流れを反転する施策の必要性。 
・また、人口減少を不可避の趨勢と捉えると、農山漁村地域には人口減少社会のモデルを示す役
割が求められる。 

縦割り型福祉の限界 

・生活困窮、自殺、孤立など、従来的な個別法的アプローチで対応困難な対象の拡大。人間関係
や社会関係ニーズを満たせていないことの表出。 
・農山漁村地域の集落が有する相互扶助を、地域の相互扶助を豊かにする地域づくりの手法「コ
ミュニティワーク」として再評価し、孤立した人々を受け止める役割が期待されている。 

介護予防・ヘルスケア需要の高まり 

・従来型の「公助」「共助」を中心とした高齢者介護、福祉のあり方から、住民主体の「互助」による
支え合いの振興へと施策を転換。 
・要介護になってからではなく、要介護にならないための介護予防、健康づくりに対する認識が高まる
中で生活の根幹である「食」の重要性についての意識も高まっている。 

○農山漁村地域が培ってきた暮らしの価値を福祉の観点から再評価し、地域活性化につなげていくため、昨年７

月より、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の協力のもと、食料産業局は「地域における食と農と

福祉の連携のあり方に対する実態調査」を実施。 

○その際の問題意識は以下のとおり。 

① 地方の人口減少、経済縮小が進む中で、買い物や医療・福祉サービス等の地域の生活サービスをどのような形で確保するか。 

② 福祉やヘルスケアの視点から食や農のもつ価値を再評価し、新たなサービスの提供・創出につなげられるか。 
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農山漁村地域の有する価値と可能性 

地域資源や暮らしが有する 
「仕事をおこす」力 

・新鮮で安心で美味しい食・農資源、集落で当たり前の暮らしのあり方など、農山漁村地
域には宝と呼べる資源が豊富に存在。 
・地域の中に「あるもの」を探し、そこから発想することで、田園回帰の流れをおこすことが可能 

主体的参加と役割による互酬性文化 
・農山漁村地域の集落には、互いの存在を相互に認め合い、支え合う文化が息づく。 
・農山漁村地域の暮らしの中にこそ、人々が社会の中で生き、認められる場が見出される。 

食と農と福祉の連携への期待 

①農山漁村地域の食と農と福祉が 
一体となった暮らしの充実 

① 農山漁村の集落は、食と農と生活サービス等が一体となっており、地域の豊かな暮らし
を実現するために住民主体で展開されている様々な支え合いの取組を強化する必要がある。 
② このため、多くの地域住民が帰属できる共生の場を創出しながら、取組を進めることで
地域住民に暮らしに対する誇りと自信を醸成し、無縁社会を克服していくことが重要になる。 

②食と農の「新たな福祉的価値」に 
着目した取組の推進 

① 癒やしや健康効果など、食や農の資源がもつ新たな福祉的価値が企業など都市部の
住民から注目されており、これを新たな地域コミュニティのビジネスにしていくことが必要である。 
② このため、福祉関係者に加え、企業やビジネスマンの参画も図り、地域との協力関係を
構築することが重要になる。 

③食と農と福祉の連携による 
新たな仕事の創出 

① 農山漁村に賦存する豊富な資源を活用したコミュニティビジネスの推進や福祉事業者
による食や農の事業展開が期待されている。 
② その際は、制度上の優位性の高い社会福祉法人の食や農分野への参入促進を検討
することが重要。 

２．農山漁村地域の価値と可能性の再評価 

○社会的背景への対応を検討する上で、農山漁村地域の有する豊富な資源や、暮らしのあり方など、農山漁村

の有する価値と可能性を再評価し、課題解決に活かしていくことが必要（参考1） 
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３．食と農と福祉を深めるために取り組むべき事項 

１．食と農と福祉の連携を深める組織づくり 

２．仕事おこし 

３．人材の確保 

① 農業関係者や福祉関係者のみならず、中小企業の経営者や都

市の企業関係者など多様な主体が顔を合わせ地域の課題やコミュニ

ティビジネスの種を検討する協議機関を設置する（参考３）。 

② 「地域包括ケアシステム」の構築の中で「活動と参加に焦点をあて

たリハビリステーション」を推進するため介護報酬体系で園芸活動も実

施可能になったことや、生活困窮者自立支援を対象とした福祉農園も

支援対象になったことなどを周知する。 

① 食と農と福祉が連携した新しいビジネスを創出する起業家を育成

するために、中小企業の管理職や定年をむかえた世代の地域への呼び

込みを促進する。 

② この協議機関をベースに、総合的な食と農と福祉のマネジメントを

担う地域のプラットホームを創出し、課題解決を推進する（参考３）。 

① １のプラットホームを支援するため、まずは小規模な資金により小さ

な成功を支援するスキームの構築が必要である。このため、「地域住民

生活等緊急支援のための交付金」を活用し、地域の健康・福祉ビジネ

スの創出を支援していくことが考えられる（参考４）。 

② 福祉職員に事業経営のスキル、中小企業社員に福祉の知識を

研修する機会を設けるなど、事業者の連携をもとに業種をまたいだ人

材育成を推進する。 

○食と農と福祉が連携することで、地域のコミュニティーワークが活性化し、新たなビジネスの芽も生まれてくるため、

今後はそのような連携を促進するための場づくりが必要 

○その上で、国の各種制度の効率的な周知や人材の確保のための取組を進めていくことが重要（参考２） 
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１．農山漁村地域のありのままの暮らしを豊かにする取組 

①地域の「共通の関心事」を掘り起こ
す 
・地域の構成員の関心を掘り起こす過程に
時間をかけることが重要。 
②地域内で資金と資源を循環させる 
・持続性確保のため地域内の資源循環の
確保が重要。 

③望む人すべてに出番と役割が生み出
される 
・出番と役割を望む人々すべてに対し生み
出すことで、一部住民だけの活動ではなく、
多くの住民が帰属意識を感じられる共生の
場が作られる。 

④地域を「食べごと」「食べ処」でつ
なぐ 
・地域の行事に「食べる」取組を増やしていっ
たり「食べ処」（地域食堂）を作っていくこと
で、地域の組織が繋がっていき、無縁社会
の克服が図られる。 

⑤暮らしに誇りと自信を醸成する 
・誇りや自信は、地域を豊かにしていくための
更なる行動を誘発。 
・外部目線からの地域のありのままの暮らし
への高い評価が、地域の誇りの創出に繋が
ることに留意。 

⑥都市部の課題を地域ビジネスで解決
する 
・都市部のニーズや課題を捉え、地域資源
を活かしたビジネスで解決を図る。 
・都市部の課題解決は、農山漁村地域の
課題解決にも繋がる。 

⑦サービスの受け手と担い手を区別し
ない 
・誰もがサービスの受け手であり、同時に担
い手でもあるという認識が重要。 
・福祉の新たな担い手として、企業やビジネ
スマンにも着目。 

⑧地域のニーズに応え協力関係を築く 
・活動舞台となる地域のニーズを捉え、地域
の人々に認められ、協力関係を築くことで、
地域における持続的な取組として活動を継
続させることができる。 

⑨「田園回帰」した者の視点から暮ら
しを再評価する 
 ・都市部から田園回帰した者の視点を通
して「ありのままの暮らし」が再評価されること
によって、誇りが醸成される。 

２．食と農の「新たな福祉的価値」に着目した取組 

３．食と農と福祉の連携による新たな仕事の創出 

⑩「ついで」の発想で仕事をおこす 
・地方部における事業継続のためには、いろ
いろな事業を「ついで」にやるという考え方が
必要。 

⑪食・農の特性を活かし仕事を生み出
す 
・多くの人材に仕事、役割を意識的に切り
出し、担ってもらうことが必要。 
・食産業、農業は業務が多様性に富んでお
り、多くの人々に相性の良い仕事がある可
能性。 

⑫法人格の有利性を活用する 
・福祉から食・農分野に参入する際は、社
会福祉法人の制度上の有利性の活用によ
り、付加価値のより高いビジネスの創出が可
能。 

⑬地域の伝統食を活かしコミュニティ
ビジネスを創出する 
・地域で当たり前に食されている伝統食や
食文化を地域資源として見つめなおすことで、
ビジネスの機会を捉えることが可能。 

（参考１） 

○この調査においては、優良事例についてのヒアリング実態調査をもとに、食と農と福祉が連携した各種取組におけ

る成功要因を抽出。 
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１．地域の課題発見の支援 

２．「小さな成功」を生み出すための支援 

３．多様な人材の参画を促すための支援 

②外部支援者の活用促進 
・地域の組織作りの支援には、外部人材の
側面支援を活用しながら、住民の主体性を
引き出していくことが有用。 

④集落調査の実施 
・集落の「ありのままの暮らし」の実態を把握
するため、集落調査が必要。「T型集落点
検」や「まち歩き」による課題と資源の発見。 

③課題解決志向の場の構築促進 
・多様な主体の連携の場を、課題発見の場
にとどまらせず、課題解決のための行動の場
にするため、「フューチャーセンター」等の場づ
くりが必要。 

①地域の多様な主体による協働の空間
づくり 
・地域の多様な主体が顔を合わせ、地域の
課題やコミュニティビジネスの種を検討する協
議機関が必要。 

⑤小規模融資による取組支援 
・地域組織の支援には、10～100万円程
度の小規模な資金により小さな成功を支援
するようなスキームの構築が必要。 

⑥「起業家」の発掘支援 
・従来の農村経営＝農業経営という図式を
変え、農山漁村地域において新たなビジネ
スを創出する起業家を地域に呼び込む必
要。 

⑦地域の既存施設の活用促進 
・食と農と福祉が連携するための「器」として、
地域に存在する既存の「器」の活用を促進
することが重要。 

⑧福祉分野から食・農分野への参入促
進 
・福祉分野の取組に従事する事業者による
食・農分野への参入を促進する施策の検
討が必要。 

⑨食・農・福祉に係る制度の周知・活
用推進 
・食・農を活用した健康・福祉ビジネス創出
（地方創生）、リハビリテーション（専門家
の指導や本人の希望等の条件が合えば園
芸活動も実施可能）、生活困窮者の福祉
農園就労など、食と農と福祉の具体的連携
を促す関連施策の周知・活用推進が必要。 

⑩業種間連携による人材育成 
・事業者同士の連携による人材育成を促
進、支援していく必要。福祉職員に事業経
営のスキル、中小企業社員に福祉の知識
など、業種間をまたいだ人材育成が求められ
る。 

⑪地域課題解決の中核となる組織づく
り 
・地域の総合的な食と農と福祉のマネジメン
トを担い、課題解決を目的に動くプラット
フォームが必要。組織化の地理的範囲は複
層的に考えられる。 

⑫福祉制度の一元化の検討 
・縦割りを超え、ユニバーサルな制度を目指
す上で、「社会サービス法」を参考に、より柔
軟で包括的な福祉制度の構想が求められ
る。 

（参考２） 

○この調査を通じて調査委員会の委員から提起された課題を列記すると次のとおり。 
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市町村
（自治体）

＝責任主体

農と食の
マネージャー

コミュニティワーカー

地域おこし
人おこし

６次産業化
伝統食の活用など

総合的な食と農と福祉の
マネジメントのための
プラットフォーム

総合的
マネージャー 総合的な

相談窓口
集落

里山

旧村

日常生活圏域

複数自治体

※複数の集落の集合

地域の範囲は実情に応じ

多様に想定

等

農協・農業系団体等

新しい農の姿を支援
在宅に関わる生活支援

社会福祉法人の地域化

農山漁村地域の行政

食と農林漁業と福祉の連携

過疎高齢の集落

小地域活動・ボランティア

里山・里海の隣近所の底力

行政・農協・社協・福祉施設によるプラットフォーム

研修システム

協働の空間

地域おこし協力隊他

NPO法人他

家族・親族

（自宅介護・在宅サービス等の支援）

株式会社他

連携

連携

伝統食・有機作物

故郷の手作りによる朝市

農林水産業・役割・生業

祭り・しきたり・寄り合い

商店街活性化

社会貢献
コミュニティビジネス

社会起業

空き家・古民家・学校他の活用

農協婦人部活動
民生委員活動
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

自治会活動
介護相談協力員
自衛消防団
商店会・商工会
生協活動 他…

食と農林漁と福祉による文化創造

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
寄付文化

道の駅・生協等

食の六次産業化・伝統食

老健施設
医療施設

社会福祉施設

社会福祉協議会
医療機関の支え

＜協議機関に参画する地域資源のイメージ＞ ＜地域の課題解決のためのプラットフォームのイメージ＞ 

○食と農と福祉の連携を図るための地域の組織づくりのイメージは以下のとおり。 

（参考３） 
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○地域のビジネス創出支援のイメージ

地域しごと支援事業関係食・農による地域の健康・福祉ビジネス創出支援

事業の内容 客観的指標例

○ 地方の活性化にとって「健康・福祉」は重要なテーマ
のひとつであり、これらの地域の課題と地域資源である
「食・農」と結びつけることで、新たな「地域のビジネ
ス」が創出される可能性を秘めている。

○ 事業創出を促し、地域に定着させるためには、地域内
外の行政、健康・福祉、商工、農業等の諸分野が、それ
ぞれの専門性を生かして横断的に連携し、地域ならでは
の課題や資源を生かした取組を検討し、育てる場が必要
である。

○ 具体的には、食・農による地域の健康・福祉ビジネス
の創出を図るために、地域一体となって取り組む、事業
環境整備や人材の育成・紹介、専門家の派遣等を支援する。

① 事業を創出しやすい環境の整備支援の例

・地域の「健康・福祉」に関する課題と「食・農」資源
を生かした事業機会の抽出、場の提供

・機能性表示に対応するための地域農産物の品質評価体
制整備（品質指導の人材確保、評価機器の共同利用）

②人材の育成や紹介、専門家派遣等の支援の例

・地域スーパーや道の駅への
健康な食生活コンシェルジュ（栄養士等）の配置支援

・地域特産物を利用した機能性食品の開発支援

・中間的就労等（生活困窮者や高齢者等の雇用）を支え
る加工技術指導

【活動指標】
○本スキームを通じて創出された事業数

【重要業績評価指標（KPI）】
○当該地域における雇用者数の増加

【基本目標】
○地域の協議会の働きを通じて、食・農に関わる健康・
福祉ビジネスの創出を促すことで、○年において、地
域の雇用者を○人に増加させる。

事業スキーム

国

交付金

委託/補助

市
町
村

都
道
府
県

地域のビジネスを育てる
プラットフォーム

（行政、民間企業等で構成）

事業環境整備
（機器の共同利用）

事業創出支援
（人材育成、派遣）

「健康・福祉」産業の集積の加速化
（高齢者、女性等の活躍の場づくり）

地域の内外から知恵・人材を集結

（参考４） 

○「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用した地域の健康・福祉ビジネスの創出支援 

 地方創生に関する自治体の事業構想のためのメニュー提案である「地域住民生活等緊急支援のための交付金」において、食と農と福祉の連携
によるビジネス創出がメニュー化。 
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（参考５） 

【検討会委員】       

  柏木  克之   社会福祉法人一麦会 執行理事 

  柏   雅之   早稲田大学人間科学学術院 教授 

  熊原  保   備北湖域生活活性化協議会 理事長 

  斉藤  俊幸   イング総合計画株式会社 代表取締役 ／ 地域再生マネージャー 

  作野  広和   島根大学教育学部 教授 

  曽根原 久司   特定非営利活動法人えがおつなげて 代表理事 

  徳野  貞雄   熊本大学文学部 教授 

  沼尾  波子   日本大学経済学部 教授 

  野津  積   モルツウェル株式会社 代表取締役 

◎ 渡邉  洋一   ＮＰＯ法人地域福祉研究室pipi 理事長 

○食と農と福祉の連携のあり方検討会 委員名簿 

（五十音順、敬称略、◎は座長） 


