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5. 検討委員会における提言（政策課題）  
 前章までの検討会での論点、及び事例調査による検討の結果を受け、第 3 回、第 4 回検

討委員会において更なる議論を行った。その内容に基づいて、食と農と福祉の連携を促す

ための政策課題を取りまとめた。 
 
5.1. 基本的な考え方：「小さな成功」を「多くの人」で共有する地域づくり 
 これまでの検討から、農山漁村地域において、食と農と福祉を連携させながら、地域の

支え合いを活性化し、暮らしを豊かにする取組、また、地域の課題を解決することを志向

したコミュニティビジネスの取組のポイントについて整理を行った。 
 これらを総合的にみると、多くの事例において地域課題の解決を目指した取組は、それ

ぞれが小さな取組であっても、それが連鎖・循環していることが特徴的である。人々の主

体的な参加により、目の前の課題を主体的に発見し、ひとつひとつに取組んでいくことが、

豊かな支え合いの存在する地域づくりを果たしている。 
そして、こうした取組の連鎖が生まれるために重要なのが、人々がその地域における暮

らしに「誇りと自信」を持つことであると考えられる。さらに、そうした誇りと自信が地

域に満たされるためには、たとえ小さくても、自分たちが主体となって課題を解決したと

いう「小さな成功」の体験が、一部の人のみでなく、多くの人々の中で共有されることが

重要であることが見出された。 
 このように、農山漁村地域の暮らしを豊かなものとするための複合的な課題を解決し、

共生の場づくりを実現していくためには、地域の課題を発見し、その解決に向け、誇りと

自信の引き金となる「小さな成功」を、より「多くの人々」の参画のもと共有、実現して

いくことが重要である。 
 

図表 5-1 暮らしを豊かにする取組が連鎖する地域づくり 

 
出典）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

  

「小さな成功」地域の課題発見
「多くの人々」の

参画と連携
誇りと自信の醸成

地域の課題発見 ・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
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以上のような主体的な地域づくりに向けて特に重要なのは、食と農と福祉に関係する地

域の主体が連携を進めていくことである。そのためにはまず、分野であれば農業・食産業

関係者・関係団体や福祉関係者・関係団体等、領域横断的に、組織であれば、行政機関、

協同組合、非営利活動法人、民間企業等の垣根を越えて、広く地域の課題について検討す

る協働の場を作ることが求められる。また、その場で課題を抽出するだけではなく、具体

的な課題解決に向けたコミュニティビジネスを創出していくための場づくり、組織づくり

が重要となる。 
 下記では、これまでの基本的な考え方の実現のために、地域において「課題を発見する」

ための支援、「小さな成功」を生むための支援、地域においてより「多くの人々」の参画と

連携を促すための支援のあり方について提言の整理を行った。 
 

図表 5-2 検討委員会における提言（政策課題） 

 
出典）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 
5.2. 「地域課題の発見」のための支援に関する提言 
（１） 課題解決志向の場の構築促進 

 地域の課題を発見し、コミュニティビジネスを創出していくためには、多様な主体の連

携と関与が必要となる。多様な主体の連携のための場の創出においては、単なる課題の発

見の場で終わらず、課題の解決のための行動を促す場となる必要がある。 
多様な主体による課題解決志向の対話の場づくりとして、「フューチャーセンター」「イ

ノベーションセンター」「リヴィングラボ」等の考え方がある。こうした実践を参考としな

がら、地域において課題解決のための取組が生まれるための場づくりについて知見を蓄積

し、普及させていくことが求められる。 
 

（２） 外部支援者の活用促進 

 地域課題の発見の主な主体となるのはその地域の住民や組織であるが、地域の組織作り

を支援する上では、外部人材が側面支援を行いながら、地域に入り込んで支援を行うなど、

③多くの人の参加と連携を
促す

②小さな成功を生む

仕事おこし 人材の確保、育成 組織のあり方・組織連携 制度等のあり方

小規模融資による取組支援 「起業家」の発掘支援

業種間連携による人材育成
地域課題解決の中核となる

組織づくり

地域の既存施設の活用促進
福祉分野から食・農分野への
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周知・活用促進

①地域課題の発見 集落調査の実施支援外部支援者の活用促進課題解決志向の場の構築促進
地域の多様な主体による協働の

空間づくり
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内と外からの支援を活用した組織作りが重要である。地域おこし協力隊、地域再生マネー

ジャー等、地域づくりにおいて専門性を有する外部人材の活用を促進し、地域住民の主体

性を培っていくことが求められる。 
 
（３） 地域の多様な主体による協働の空間づくり 

 （１）の地域における具体的な実践に向けて、地域の多様な主体が顔を合わせ、共に地

域の課題について検討する場の創出が求められる。食と農と福祉の連携を考える上で、農

からは農業協同組合その他の農業系団体、食では生活協同組合や道の駅等、福祉からは医

療機関や社会福祉施設、社会福祉協議会等、これまで共に課題解決のための対話がなかっ

た組織同士をつないだ協議機関を各地域で設けることが求められる。 
 また、こうした協議組織においては、ボランティア組織や民間企業等の参画等、住民の

生活支援サービスの担い手として想定される多種多様な主体の参画も求められる。 
 

図表 5-3 食と農と福祉の連携による協働空間の主体例 

 
出典）渡邉洋一氏提供資料（第 4 回検討委員会） 

 
（４） 集落調査の実施支援 

 集落の「ありのままの暮らし」の実態を把握するためには、先進事例調査のような形で

取組のリーダーだけに着目するのではなく、集落に暮らす家族の実態に関する調査を実施

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



74 
 

することが必要である。こうした調査の実施に対する支援が求められる。 
なお、調査の実施においては、世帯と家族を分けて考えることに留意する必要がある。

実際には農山漁村地域からの人口流出先は実は周辺地域が多く、そこでは世帯としては別

でも、実質的に近居状態にあり、家族として機能している人々の繋がり方が存在しており、

世帯と家族の両者を混同してしまうと、こうした暮らしの実態を捉える事が出来ない。こ

うした実態をとらえるための手法として、「T 型集落点検」という手法が開発、提案されて

いる24。また、地域住民が自分のまちについて知る機会を「まち歩き」などによって設け、

地域の実態、課題、資源等について把握することも重要である。 
 
＜参考：T型集落点検とは＞ 

 T 型集落点検の具体的手法は次の通りである25。 
① 集落の人に公民館に集まってもらい、葬式組（班）に分かれ、自分たちで簡単な家の地

図を書いてもらい、そこに住んでいる人の年齢、続柄、職業、農業状況を黒のマジック

で書いてもらう。 
② 赤のマジックで、他出している子どもたちの他出場所、職業、年齢などを書いてもらう。 
③ 子どもたちとの往来頻度や U ターンの意志などを書き込む。 
④ ③で書いた資料をもとに、各家・各班で現状の分析をおこなってもらう。 
⑤ 10 年後、自分の家や班がどうなっているかを別の地図に書いてもらう。この作業を住

民同士が話し合いながら、ときには研究者がアドバイスしながら、家と集落の課題をあ

ぶり出す。 
⑥ 課題へのアクションプランを作成する。 
 
5.3. 「小さな成功」を生むための支援に関する提言 
（１） 小規模資金による組織支援 

組織作りを支援することが、食と農と福祉の連携に繋がる。その際、外部人材が側面支

援を行いながら、地域に入り込んで支援を行うなど、内と外からの支援を活用した組織作

りが重要である。こうした組織の支援に対しては、必ずしも補助金を活用して事業を継続

させる訳ではなく、まずは 10～100 万円程度の小規模な資金からスタートし、事業を展開

する方法が考えられる。こうした小さな成功を支援するようなスキームの構築が求められ

る。 
 
（２） 「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、農産漁村地域において食と農と福祉が連

携した新たなビジネスを創出していくためには、地域において起業家が主体となって仕事

                                                   
24 徳野・柏尾（2014）『T 型集落点検とライフヒストリーでみえる家族・集落・女性の底力』 
25 同上。P22-3 より引用。 
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をおこしていく必要がある。こうした人材の育成が求められるが、同時に、新しい発想を

持ち、意欲の高い人材の発掘を行い、地域に呼び込むための施策が求められる。 
 例えば、中小企業の現役の管理職や、還暦を迎えた世代企業での豊かな経験を持つ層が

取組の担い手として期待される。なお、こうした人材の U ターン、I ターン等を促し、取り

組みに引き込んでいくために所得面での対応についても検討する必要がある。 
また、起業家という志ある個人の発掘に加えて、地域の農村経営を担う組織の編成及び、

そこにおける自治体の役割についても検討する必要がある。 
 
＜参考：京都府旧美山町の取組26＞ 

地域の農村経営を担う組織の編成のあり方として、京都府旧美山町を含む南丹地域の取

組を概観する。南丹地域では、農協の広域合併後、生活サービスの確保が困難化する事態

が生じていた。その中で 2000 年前後から、南丹地域では旧村単位で、農家、非農家も含む

コミュニティ全員出資型の地区経営法人が立ち上がった。これは、日用品販売、福祉、農

産加工や営農支援といったコミュニティのあらゆるニーズに対応する社会的企業と捉える

ことができる。こうした取組に対して南丹市は、旧村単位で担当の人員を設けるとともに、

財政支援を行う仕組みを作り上げている。 
 
（３） 地域の既存資源の活用促進 

食と農と福祉が連携するための「器」として、公民館、廃校舎、デイサービスセンター、

食堂（飲食店）、農業協同組合の空き店舗、ガソリンスタンドなど、地域に存在する既存の

「器」の活用を促進することが重要である。また、人材の流出を食い止めるという観点か

ら見逃せない地域の教育機関、地域の福祉とも深いつながりを持つ寺社、食の拠点である

直売所や道の駅などの活用、連携の促進も重要な点である。 
こうした資源の活用については、食と農と福祉といった機能を柔軟に組み合わせていくこ

とが求められる。例えば、地域の道の駅に小規模多機能型の福祉事業所を設けたり、寺社に

直売所を設けることも考えられる。住民のニーズから、連携のアイデアを見出すことが求め

られる。 
教育機関については、近年、統廃合危機に瀕しながらも、様々な取組を行う高校が出てき

ており、中には東南アジアとの交流に取り組んだり、調理師学校に変容するなど、魅力的な

高校が誕生している。そのような小さな変異を見逃さず、連携して地域の活性化に取り組ん

でいくことが求められる。 
 
 

                                                   
26 以降の京都府南丹地域の取組については、柏雅之（2009）「人口規模縮小下での条件不利地域政策のデ

ザインを考える―日欧の比較をとおして―」（平成 21 年度農林水産政策研究所シンポジウム資料）をもと

に整理している。 
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＜参考：北海道三笠高校の取組＞ 

 「ダウンサイジング」による高校の魅力化の取組例として、2012 年に北海道立から三笠

市立に変わった三笠高校の事例が挙げられる。三笠高校は 2007 年に閉校が決定されたもの

の、三笠市が市立高校として存続することを決定。それに伴い普通科から職業学科「食物

調理科」に転換され、現在では、道内でも屈指の倍率を誇る人気校となっている。 
 
（４） 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が、食・農分野に参入するには、補助金の獲得要件な

どにおいて困難が多いことが指摘されている。社会福祉法人が農業関連の補助金を得るの

が難しい現状の仕組みについて検討し、社会福祉法人でも食・農分野に参入しやすい制度

作りが求められる。また、社会福祉法人の地域貢献が求められる中、その具体的な取組の

あり方として、食・農を活用した実践のあり方について普及を図っていくことも考えられ

る。 
 
＜参考：社会福祉法人の社会貢献＞ 

 昭和 26 年の社会福祉事業法の制定にあって、我が国独自の仕組みとして社会福祉法人は

創設された。憲法第 89 条に公費の民間社会福祉事業への支出を制限されていたために、措

置制度の受け皿として機能し、平成 12 年以後の法改正でも実質的な措置制度が廃止された

にも関わらず維持されて今日を迎えている。 
近年、特定非営利活動法人の活性化やソーシャルビジネスの期待など、新たな公共の創

設が求められている中で、社会福祉法人はその存在が問い直されている。このような動向

から社会福祉法人は開かれた経営と積極的な情報開示や、地域の福祉の推進を図り、地域

社会への積極的な貢献が求められることとなっている。     （寄稿：渡邉洋一氏） 

 
5.4. 「多くの人々」の参画と連携を生むための支援のあり方に関する提言 
（１） 食・農・福祉に係る制度の周知・活用促進 

 食と農と福祉が連携した取組を地域で推進していくためには、6 次産業化や高齢者介護や

生活困窮者支援、また地方創生に係る施策など、取組に関わる領域の政策・制度について

周知を図るとともに、そうした制度を活用した食と農と福祉の連携の具体的な実践のあり

方について示し、その活用を推進していくことが求められる。例えば、下記のような枠組

みの活用が考えられる。 
① 例 1：地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生） 
 地方公共団体における食と農と福祉が連携した取組の推進のための例として、たとえば

地方創生の文脈では、「地域住民生活等緊急支援のための交付金」の枠組みの活用が想定さ

れる。これは、地方版総合戦略に盛り込んだ事業について、地方公共団体は自由な事業設

計による事業展開が可能となっている枠組みであり、こうした取組の支援のため国が示し
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ている交付金メニューの中に、「食・農による地域の健康・福祉ビジネス創出支援」が提起

されている。地域内の食・農・福祉に係る各主体が連携し、地域資源を活用しながら地域

の健康・福祉ビジネスの創出を支援するものであり、地方公共団体としては、事業者連携

の場の提供、人材派遣等の支援が考えられる。 
 

図表 5-4 食と農による地域の健康・福祉ビジネス創出支援 
（地域住民生活等緊急支援のための交付金） 

 

出典）首相官邸「まち・ひと・しごと創生本部」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/ 

 
② 例 2：高齢者介護における活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進 
介護保険制度下においては、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目

的とした「地域包括ケアシステム」の構築が目指されている。こうした中、平成 27 年度の

介護報酬改定においては、「活動と参加に焦点を当てたリハビリテーション」を推進するた

めの報酬体系の導入や、質の高いリハビリテーションを促すためのリハビリテーションマ

ネジメントの充実を図ることとされている27。このように、「活動」と「参加」が重要なキ

ーワードとなる中で、高齢者のリハビリテーションの実施形態の一つとして、リハビリ専

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となった。今後は、食と

農の持つ福祉的価値に着目した上記のような取組について普及・促進を図っていくことが

                                                   
27 第 119 回社会保障審議会介護給付費分科会資料より 

○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
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考えられる。 
③ 例 3：生活困窮者自立支援を対象とした福祉農園 
これまで、農福連携の取組として、農業分野における障害者就労が進められてきた。農

林水産省では、農業分野での障害者等の就労の推進に向け、地域におけるネットワークの

構築、社会福祉法人・ＮＰＯ等に対する農業の専門家派遣や介護・福祉農園等の開設・整

備等に対する支援を実施していたが、平成 27 年度より、生活困窮者に対する支援も対象と

なることとなった。このように、生活困窮者の自立に資する中間的就労の場としての食・

農といったあり方についても普及させていくことが求められる。その際には、地域の様々

な組織との連携のあり方（生協、農協等）についても検討すべきである。 
 

図表 5-5 中間的就労に対する組織（生協）連携のイメージ 

 

出典）佐藤博氏提供資料（広島シンポジウム） 

 

（２） 業種間連携による人材育成 

農山漁村地域で不足している人材は、若い営業マン、言い換えると「のびやかな営業マ

ン」である。農山漁村地域の地域資源には都心から良い評価を受けるものも多いが、多く

の地域では資源を活かしきれていない。地域自身も資源の良さには気が付いているが、営

業力が無いため、地域の利益に繋がっていない。 
現在はこうした状況に対し、地域の志ある経営者が、新たな組織を立ち上げるために努

力し、若い経営者の育成に注力している。こうした活動の支援を行うことが必要である。

さらに人材の不足を補うためには、先述した「ついで」のビジネスの考え方を応用し、事

業者同士の連携を促すことも必要とされる。たとえば、他企業の営業マンの代わりに、他

人の商品についての営業も行う新しい仕組み作りを推進するなどの新たな地域の仕組みづ

くりが考えられる。 
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また、「のびやかな営業マンの育成」は、社会福祉法人、社会福祉協議会等においても同

様の課題であり、福祉職員にこそ、事業経営が出来る人材が必要とされている。そこで、

たとえば福祉施設の職員に模擬営業等をさせ、現場を経験させるなど、分野を横断した業

種間連携により人材育成プログラムの提供が求められる。 
同様に自治体職員についても、特に地方部においては貴重な人材である。従来の縦割りに

よる役割分担の弊害を乗り越える柔軟な発想が必要であり、そうした人材の育成が求められ

る。 
 
（３） 地域課題解決の中核となる組織づくり 

農山漁村地域において、地域における支え合いをどのように実現させていくのかについ

てビジョンを実現するための組織づくりを行う必要がある。上述したように、食と農と福

祉に係る多様な主体の協働空間を設け、地域の課題について掘り起こしを行ったうえで、

それを解決するための、地域の総合的な食と農と福祉のマネジメントを行う実行部隊を組

織することが求められる。例えば、食・農の立場からは、地域の食文化を活用した 6 次産

業化によるコミュニティビジネスの創出、福祉の立場からは、コミュニティワークによる

地域づくり、そして、それらをマネジメントし、地域の総合的な窓口機能を果たすマネー

ジャー等からなる、実際の課題解決のための組織作りを支援することが求められる。 
こうした組織が活動する範囲としては、集落単独での取組のほか、福祉施策等生活サー

ビスの展開の単位となる小学校区、旧行政区などの日常生活の単位や、 地域包括ケアシス

テムの単位である中学校区、都市と農村を巻き込んだ複数市町村にわたる圏域との複層的

な連携も 考えられる。 
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図表 5-6 協議組織のイメージ 

 

出典）渡邉洋一氏提供資料（第 4 回検討委員会）をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（４） 福祉制度の一元化に向けた検討 

福祉に関わるコミュニティビジネスを検討する場合は、福祉施設を基幹として活用して

いくことが考えられる。たとえば、小規模多機能型居宅介護事業所、障害者作業所や小規

模保育所といった福祉施設に、農産物の直売所や加工所などの食・農に関する機能や施設

が統合していくことなどが考えられる。社会福祉法人の地域貢献を考えた際、高齢者、障

害者、児童などといった縦割りにとらわれず、共生型の施設として多様な分類の人々が利

用できる、魅力ある集いの「場」を作ることが求められる。福祉関連施設は小規模な地域

にも存在することから、それらを活かす方法を考えていくべきである。 
縦割りを排した制度を目指す上では、より柔軟で包括的な形態の福祉制度を構想するこ

とが求められる。海外事例において検討された「社会サービス法」のあり方を参考とし、

地域中心のアプローチによる包括的な福祉制度の構想に向け検討を行うことが求められる。 
こうした包括的なセーフティネットの検討は、本調査で見てきたような地域における住

民の自発的な支え合いの取組から、どうしてもこぼれおちてしまう人に対するセーフティ

ネットの保障という観点からも検討の必要がある。自ら声を発することができない人に対

して、どのようなセーフティネットをかけるべきかについて、本調査で見てきた互助の取

組を推進するのと並行して、公的役割の検討を同時に行うことが必要である。 
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5.5. 総括 
文責  渡邉洋一 

 
本委員会では、食と農と福祉の連携のあり方について考察してきた。 
我が国を取り巻く課題は、少子高齢（晩婚化・非婚化など）社会の問題から、気候温暖

化・東日本大震災など多くの社会的課題となっている。また、世界的なグローバリズムの

動向は、我が国の産業構造を変容させようとしている。 
 そのような中にあって、本委員会では、農林水産省の所管事業ではあるが、厚生労働省・

経済産業省・国交省など横断的な組織として取り組んできた。このことは、今日的な新た

な社会問題に取り組むことが、省庁の壁を越えて‘横串’を刺して横断的に検討しなけれ

ばならない課題であったからである。あわせて、‘地方創生’への取り組みと協働するため

にも不可欠であった。 
 具体的には、今日的な課題は、地方創生の各事業への取り組みだけでなく、経済産業省

での「次世代ヘルスケア産業協議会」で検討されているようなヘルスケアビジネスへの取

り組みも大きい。 
そして、厚生労働省による‘地域包括ケアシステム’の構築の課題や、次年度から‘子

育て支援’や‘生活困窮者自立支援’や‘介護保険制度の要支援高齢者への新たな支援’

や高齢者の生活行為向上リハビリテーション支援などが取り組まれることとなっている。  
また、地域しごと支援事業関係では、‘食と農による地域の健康・福祉ビジネス創出支援’

への取り組みも予定されている。 
このように、本委員会での食と農と福祉の連携の実践事例を検討してきて、前記の取り

組みとも連携し協働することが必要となっている。 
 

図表 5-7 食と農の連携と福祉 

 
出典）渡邉洋一氏作成資料 

 

食と農の連携と福祉
農水漁のパワー・食のパワー

集落や中山間地域の資源（人 物 資金）

公 助
公的サービス

互助活動
互助文化

共 助
新しい集落活動組織

暮らしの力

介護予防・病弱高齢者支援・生活困窮者自立支援・
子育て・障がい者・自死他

支援
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また、図 5-7 にあるように、‘介護予防・病弱高齢者支援・生活困窮者自立支援・子育て・

障がい者支援や引き籠り支援・自死対策’など厚生労働省だけの縦割りの政策では取り組

みが困難となっている。そこで、食と農林水産と福祉の連携による横断的な政策に取り組

み連携をしていく必要性や具体的な全国的な実践事例を本委員会では検討してきた。そこ

では、集落や中山間地域の資源（人・物・資金）の力による‘暮らしの力’に期待するべ

きある。あわせて、社会福祉協議会のボランティアセンターや農業協同組合の婦人部のボ

ランティア活動など既存の組織と連携する必要性もみえてきた。そのような地域社会での

場を、それを仮称‘食と農と福祉のプラットフォーム’として位置づけてみた。 
 

図表 5-8 食と農林水産の力と社会福祉 

 
 
さらに、図 5-8 にもあるように、公的責任と地域社会の責任を整理して、‘公助’と‘共

助’と‘互助’と‘自助’の視点から、租税への過度な依存体質の変革や家族機能や地域

力の低下の克服のために、新たな公共としての‘共助’として‘食の六次産業化’や‘ヘ

ルスケアビジネス’や‘農の新ビジネス’などへ期待をしたい。さらに、‘互助’として、

相互扶助活動としての‘隣近所の底力’の文化再生や、素朴な集落の活動の活性化が基本

的に求められる。このように、新しい公共の領域での‘社会起業’や‘ソーシャルビジネ

ス’や‘NPO 活動’が、仮称‘食と農と福祉のプラットフォーム’に参加して、既存の組

織との協働によるイノベーションやフューチャーラボやリビングラボ（北欧での取り組み）

を創設していくことが求められている。 
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