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「～誰もがしあわせになる『農福連携』～ 安芸地域の農福連携の歩み」 

高知県安芸福祉保健所 健康障害課 

 主幹 公文 一也 氏 

 

安芸地域は高知県東部に位置しています。高

知県は冬春ナスの全国一の産地です。その中で

も安芸市は高知県有数の産地で、県内１位の収

穫量を誇っています。 

私は当初から農福連携を目指していたわけで

はありません。2012 年に高知県庁の人事異動で

安芸福祉保健所に赴任しました。当時の高知県

の自殺死亡率が非常に高く、全国でも 10 位以内

に入るような状況でした。そして、安芸地域は

県内で自殺死亡率が最も高かったエリアでし

た。そういう経緯から、自殺予防のための連携組織体制の整備に取り組みました。そ

の取り組みの副産物として、農福連携にも深く関わるようになりました。 

まず、2013 年度に「ここから東部地域ネットワーク会議」を設立しました。“ここ

から”というのは“こころ”と“からだ”を略したネーミングです。年間３回、自殺

や引きこもり、生活困窮をテーマにした会議を開催しました。自殺の原因は様々です

ので、福祉、医療、法務など多様な関係者がメンバーに参加していただきました。 

翌 2014 年、私は 10 年間引きこもりで生活困窮者だった 30 代男性のＮ君と出会い

ました。彼との出会いが農福連携に関わるきっかけとなりました。Ｎ君は所持金ゼロ、

両親不在の状態で、道端に生えているカラスノエンドウを食べて飢えをしのいでいた

状態に陥っていました。社会福祉協議会の職員、安芸市の保健師、私の３者でＮ君を

訪問すると、彼は自宅の裏に立派な畑をつくっていました。Ｎ君とは一般的なコミュ

ニケーションはとれませんでしたが、畑についての話だけはできました。私の知り合

いのハウス農家が農地の石拾いに困っていたので、Ｎ君に石拾いのバイトをしないか

と提案すると、Ｎ君は自分にピッタリの仕事ですねと言って、見事に石拾いの仕事を

やり遂げました。引き続き、彼はそのハウス農家の仕事を手伝うようになりました。

Ｎ君が農家への就労に成功した理由は、農作業が彼の特性に合っていたのだろうと思

います。また、そのハウス農家に彼を理解する力があったのも大きな理由です。そし

て、何よりも良かったことは、困窮していたＮ君が賃金をもらえるようになったこと

でした。私は、2017 年には協力農家を 11 戸探して、生きづらさを抱えている人 16 名

を就労させることができました。これは、Ｎ君が一生懸命働く姿が地元で評判になっ

ていたことが大きかったと思います。 

私が所属している安芸福祉保健所と安芸農業振興センターは、同じ高知県の組織で

同じ庁舎にありながら、農福連携に取り組む前までは相互交流がほとんどありません
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でした。それが農福連携によって、安芸農業振興センターとの連携はもちろん、2017

年に農福連携検討会を開催することによって安芸市農林課・福祉事務所、JA 高知県安

芸地区との連携が進みました。 

また、自立支援協議会に就労支援専門部会が 2017 年 12 月に発足しました。就労支

援専門部会とは、生きづらさを抱えている人や障がい者の就労を直接支援するチーム

で、農福連携の実働部隊です。さらに、農福連携検討会は 2018 年５月に安芸市農福連

携研究会に名称変更し参加機関を拡大させて、各機関の情報共有、勉強会の開催、地

域に農福連携を理解させていくための普及啓発活動を行っています。その結果、農福

連携はどんどん深化しています。11 農家に 16 名の就労者から始まりましたが、2021

年７月には 32 の農家等に 103 名が就労しています。 

安芸地域で農福連携が進んだ背景には、やはり農家から勉強会への参加が多数あり、

生きづらさを抱えている人への理解が進んだことが大きかったと考えられます。農家

の人から「明日も来いよ」とか、「休むなよ」と声をかけてもらうことで、これまで社

会の役に立てなかった引きこもりの人たちが自分たちの社会的役割をもてることがで

き、就労場所が自分の居場所になっていったと思います。 

こうち絆ファームの北村氏とも共通の認識ですが、私たちは農家の労働者不足の解

消が目的ではありません。農家もしくは農業が生きづらさを抱えている人の特性にマ

ッチして、気づいたら彼らが労働力となり、副産物的に人手不足の解消にも役立った

と思っています。そして、一番大きかったことは組織を超えた連携体制ができたこと

です。すなわち、就労支援専門部会、安芸市農福連携研究会が立ち上がって、官民が

一体となって生きづらさを抱えている人を農業につないできたことが大きな要因だと

考えています。しかし、困っている人はどんどん出てきています。例えば、高齢者長

期入院、ゴミ屋敷、児童虐待など様々な人が出てきていますので、私たちは困ってい

る人の支援に立ち止まることができません。進むしかないのです。やはり、地域で理

解者を増やして、支える側となる受入農家をどんどん広げていく必要があります。 

その他にも、発達障がい児の家族や支援者と連携して、発達障がい児の農業体験を

行っています。2021 年度は特別支援学校と連携して、学校の職業教育、就労支援に農

業を取り入れる活動も行いました。また、高齢者の農福連携にも取り組んでいます。

理解のあるナス農家が「あったかふれあいセンター」にナスを運んで、高齢者にナス

の袋詰めをしてもらい、見返りとして袋詰めの報酬を渡しています。 

これからの農福連携には、今回セミナーのテーマである触法者の農福連携も重要な

テーマになってくると思います。２年前からは、法務関係者と連携するケースが増え

てきており、保護観察所、弁護士、検事との連携が進んでいます。最近では、刑務所

との連携にも取り組んでいます。 

生きづらさを抱えている人は障がい者だけではありません。引きこもり、生活困窮

者、触法者なども含まれます。そういう人たちが皆、自分らしく、本当に安心してい

ける地域づくりを、私はこれからも取り組んでいきたいと思っています。その思いを
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図に落とし込んだものが「安芸版農福連携ケアシステム」です。 

以上で取組事例発表を終了します。ありがとうございました。 

 

 

図表Ｖ-３．安芸版農福連携ケアシステム 
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ピアサポーター

触法者

施
設
外
就
労

不動産屋

資料：公文氏 説明資料 
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「農福連携がもたらした夢」 

一般社団法人こうち絆ファーム 

代表理事 北村 浩彦 氏 

 

一般社団法人こうち絆ファームは高知県安芸市

で農福連携に取り組んでいます。高知県安芸福祉

保健所の公文氏が障がい者の就労と農家の橋渡し

をしていた頃、私は個人農家として障がい者を受

け入れていました。一口に障がい者といっても、

知的障がい、精神障がい、身体障がい、さらに引

きこもり、触法者もいます。さまざまな生きづら

さを抱えている人が農家に紹介されて、就労して

います。安芸市内で農福連携がうまく進んでいる

のは、障がい者の特性が農業に合っていたのが一番の要因であると思っています。 

個人農家としての北村農園で、生きづらさを抱えている人を最大６人受け入れまし

た。しかし、個人農家では受け入れが難しくなってきたので、2020 年４月にこうち絆

ファームは多機能型事業所 TEAM あきを立ち上げました。生きづらさ、働きづらさを

抱えている人たちが地元企業や農家の共助を通じて、自信や生きがいをもって地域に

参加できる社会を目指しています。 

当法人の事業内容はハウスによるナス栽培がメインです。その他にオクラを生産し

ています。年間作業スケジュールをみると、８月にナスの苗を植えて、９月の後半か

ら収穫を始めます。翌年の６月までナスの収穫が続きます。その間、収穫、手入れと

いう農作業が約 10 カ月間続きます。ハウスで収穫したナスは事業所に持ち帰って袋

詰作業を行います。規格表に合わせたナスを１袋に５本詰め、段ボールに 30 袋入れ

て、１ケースを仕上げています。１ケース 200 円の工賃を利用者に支払っています。

ナスの収穫が終わると、７～９月は農閑期となります。その農閑期の仕事を確保する

ために、オクラを栽培するようになりました。こちらもハウス栽培で、収穫と手入れ

の仕事が４カ月間続きます。 

これまで農福連携に取り組んできて、強く感じているのが、就労継続支援Ｂ型事業

所の利用者の作業能力が向上していることです。利用者、職員一人ひとりがいろいろ

なことを話し合い、伝え合いながら成長しています。その結果、ハウスの規模が年々

拡大しています。高知県いの町で車上生活をしていた生活困窮者を受け入れたことが

あります。TEAM あきで農作業に従事することで生活保護を脱することができ、2021

年 11 月には一般就労でこうち絆ファームの職員として就職しました。また、大阪で

25 年間に及んだ引きこもりの人は、受け入れた当初、意思表示がうなずくだけの反応

でしたが、半年後は話し始め、その半年後は笑うようになり、さらに半年後は職場で

冗談を言うことができるようになりました。2021 年には利用者 1 名が TEAM あきを
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卒業し、ドラッグストアへの一般就労で就職しました。2022 年７月には利用者２名が

TEAM あきを卒業し、1 名がこうち絆ファームの職員として雇用予定、１名は農業経

営を目指しています。再起を図る生きづらさを抱えた人に対してのナスの大きな力を

感じています。 

高知県安芸市では、生活困窮者の農福連携（地域連携モデル）を進めています。こ

れは、生きづらさを抱えている人のための支援を地域で進めていくモデルです。生き

づらさを抱えている人が最初にどこかの支援機関に相談すると、安芸市社会福祉協議

会や安芸市農福連携研究会につながるような仕組みになっています。相談者の情報が

共有され、支援がスムーズに進みます。こうち絆ファームにも支援機関からつながる

ようになっています。 

 

図表Ｖ-４．高知県安芸市の生活困窮者の農福連携（地域連携モデル）事業 

 

触法者が農業を選択したとしても、就農後の支援がなかったら農業を続けていくこ

とが難しいとの声を聞くことがあります。具体的な農業をイメージすることができな

いことにも課題があると感じています。安芸市では、新規就農者に認定されると受入

農家で最長２年間、研修が可能です。毎月 15 万円の助成を受けながら勉強することが

できます。この研修が終了すると、安芸市新規就農サポートハウスで最長２年間、営

農実績を積むことができます。この間、国から３年間、毎年 150 万円ずつ支援を受け

ることができます。こうした支援メニューをイメージできているかどうかが就農を考

えるうえで大きなメリットとなります。刑務所や少年院に収容されている間に触法者

が新規就農の支援メニューを知っていると、農業に対する関心は高まるのではないか

 
資料：北村氏 説明資料 
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と思います。こうした情報を刑務所や少年院の収容段階で発信していくことが重要で

す。 

サポートハウスの２年間で農業での実績をつくった後は、レンタルハウス（農業者

向けの施設園芸ハウス）の建設が可能となり、個人での農業経営をスタートすること

ができます。５年以内に申請すれば、建設にかかる経費に対して最大 80％の補助を県

と市から受けることが可能です。補助制度を利用しながら新規就農を進めていけたら、

農業に入りやすくなります。現在、安芸市は 20 歳代から 30 歳代までの新規就農者を

15～20 名程度受け入れています。こうち絆ファームの利用者１名も支援メニューを利

用して個人農家を目指しています。 

就農者への支援体制も固めておく必要があります。こうち絆ファームを卒業して、

個人農家をスタートする人に対しては、ANA（安芸ナスアソシエーションという新規

就農者グループ）がフォローしています。先輩農家からの支援体制が整っていたら、

農業に取り組みやすいと思います。 

人は皆、いろいろな悩みを抱えながら生きています。周りの人が生きづらさの理解

をしながら、困った人がいたら手を差し伸べよう。相手の立場に立って物事を考え、

常に感謝の気持ちをもって「ありがとう」といえる人間になろう。人の幸せを心から

喜べる人間になろう。そういうことを利用者、職員に毎日毎朝伝えながら力を合わせ

て頑張っています。 

以上で事例発表を終了いたします。どうもありがとうございました。 
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４．パネルディスカッション 要旨 

「農福連携 触法者雇用に向けた課題と解決策」 

（コーディネーター） 

     鳥取大学農学部生命環境農学科       講師    木原 奈穂子 

（パネラー） 

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 塾長    原田 公裕 

     高知県安芸福祉保健所 健康障害課     主幹    公文 一也 

     一般社団法人こうち絆ファーム       代表理事  北村 浩彦 

     一般財団法人岡山経済研究所        主任研究員 山本 智之 

（敬称略） 

 

 

木原：農福連携の対象を触法者に絞って、「農福連携 触法者雇用の課題と解決策」の

検討がテーマとなっています。進行はメンバーのご発言内容の確認、補足の後、議論

を深めてまいります。 

触法者の農福連携ですが、生きづらさがキーワードの一つになっていると考えてい

ます。触法者がどのような生きづらさを抱えているのか、また生きづらさの原因とな

っている障がいの程度など、触法者のイメージを共有してみたいと思います。 

 

山本：刑務所からの出所直後はコミュニケーションがうまくとれない触法者が多いこ

とは、多くの関係者が指摘した意見でした。やはり、触法者は刑務所での生活が長く

なっているために、一般的なコミュニケーションのとり方が分からない、自己肯定感

が低くなっているのが大きな原因だと思います。 

触法者には障がいを抱える人が多いといわれています。はっきりした統計データは

ありませんが、知的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がいを抱える人を合わ

せると、触法者のうち触法障がい者は４割程度と推測されています。 

 

木原：生きづらさの原因には何らかの障がいが考えられます。その人の生い立ち、家
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庭環境において、コミュニケーションを学ぶ機会がなかったことにも原因があるかも

しれません。 

 

原田：生きづらさの点では、10 年前はネット上（の書き込みサイト）に自分の名前が

載っていることで更生しようと思っても就職できないことがありました。そのことは

社会全体の機運や法務省の取り組みにより、かなり改善されてきました。現在、触法

者の問題点はまじめに働いたことがない人が多いことです。そのような触法者ほど、

高額な収入を夢見たり、遊んで暮らしたいと考えています。人生のつまずきをしたに

もかかわらず、触法者は一般社会で通用しない考え方をもっていると受け止められて

います。触法者と一般社会との意識のギャップが触法者の生きづらさにつながってい

ると思います。 

 

北村：生きづらさを抱えている方に聞いてみると、その方の生い立ち、生きる強さが

ない家族にも原因があると思います。本人の特性で他人とコミュニケーションがとり

づらいために、生活に困っていても相談相手がいない、自分の居場所もない状態に陥

っています。法に触れることへの後ろめたさを感じないまま、犯罪に手を染めること

もあります。生きづらさを抱えている方が地域となんらかの形でつながっていけば、

犯罪を繰り返すことはないと感じています。 

 

木原：生きづらさを抱えている人はコミュニケーションがうまくとれないで、相談す

ることも難しくなっているのも一つの特徴だと考えられます。そのほか、年齢層別に

みた触法者の特徴はありますか。 

 

原田：ヒューマンハーバーそんとく塾は、これまでに 17 歳から 65 歳までの触法者に

対して教育支援を行ってきました。その傾向をみると、最近の若い人たちは罪の意識

が希薄な人が多いと思います。更生し再起を図りたいと意欲のある年齢層は 35 歳か

ら 40 歳代前半に多いと感じています。しかし、50 歳を過ぎると更生意欲が衰えてい

く傾向がみられます。 

 

木原：年齢によって犯罪歴が異なっているのも影響しているのかもしれません。 

触法者を農業分野で受け入れている事例は少ないのですか。 

 

山本：触法者を受け入れている業種は建設業が多いです。一方、農業で触法者を受け

入れている事業者は非常に少なく、かつオープンにしていません。したがって、この

たびの調査で聞き取り調査先をリストアップすることに苦心しました。事例が少ない

理由の一つは、たとえ触法者を雇っていたとしても、職場や地域の反発を懸念してオ

ープンにしていないことも考えられます。また、触法者も採用面接で触法歴を開示し
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ないで、農業分野に就労していることも考えられます。 

 

木原：農業分野で雇用している事業者はいるかもしれませんが、触法という特殊性も

あって、触法者を受け入れている事業者の情報が公開していないことが考えられます。 

触法者を受け入れている関係者のつながりがあれば教えてください。 

 

北村：現在、医療観察法の対象者１名を受け入れています。保護観察所、弁護士とも

連携して、支援のつながりをもっています。各関係機関と情報を共有しながら、触法

者を支援しています。こうち絆ファームでは、生きづらさを抱えている方、何らかの

障がいを抱えている方は就労継続支援Ｂ型事業所の就労からスタートしますが、その

先の就労移行支援、一般就労を目指してほしいと願っています。実際にＢ型事業所の

就労でも仕事を頑張ることで、年間 180 万円の収入を得ている利用者もいます。 

 

木原：様々な支援機関が連携して、生きづらさを抱えている人が自立できるような支

援体制をとっていると思います。同じような連携体制をつくってみたいという問合せ

はありますか。 

 

北村：高知県は、安芸地域の連携体制を他地域にも広げていく準備を進めています。 

 

原田：触法者を農業で雇用したいという問い合わせが寄せられます。もっとも、触法

者から農業で就労したいという応募はありません。刑務所の関係者から話を聞くと、

これまで就労が多かった建設業でも求職が少なくなっているとのことでした。受刑者

の多くは賃金、労働環境を重視しますが、就労、労働に対する考え方がうまく育って

いないと感じています。 

 

木原：触法者の受け入れについて、受け入れ調整を行うハードシステムと、触法者を

受け入れた後の自立支援を行うソフトシステムに分けて検討してみたいと思います。

その前の段階として、原田様が取り組んでいる「心のスポンジづくりプログラム」の

受講者に対して、その他にどのような支援を行っているのかを教えてください。 

 

原田：２つあります。心のスポンジづくりプログラムを受講している触法者の多くは

仮出所者です。多くの刑務所で障がい認定を行っていないことにも関連があると思い

ます。受講者の中には障がいが疑われる人もいます。そのような触法者には心のスポ

ンジづくりプログラム以外にも、カウンセリングのような形で働きかけを行っていま

す。 

もう１つは適性就労です。例えば、触法者が勤めている就労先が果たして適性があ

るのかどうかを雇用企業と連携を図りながら確認し、現在の仕事に適性がなければ適
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性の合った企業を紹介するなど、適性就労に取り組んでいます。その支援活動では更

生機関、就労支援事業者機構とも連携しています。 

 

木原：ヒューマンハーバーそんとく塾の自立支援のソフトシステムは、自らの間違い

を発見して、自分で気づくことが重要であると認識しました。 

生きづらさを抱える人についても自分が生きづらいことを認識することも大事で

あると思います。公文様の取り組みのように、地元農家との連絡を密にとって受け入

れた人がどのような特性をもっているのかを理解することが、その人の立ち直りを支

えるためには重要なポイントであると思います。その理解を促すために、何かフォロ

ーしていることはありますか。 

 

公文：「生きづらさ」とは何かということについて、精神科医療の専門家を講師に招い

た勉強会を繰り返し行うことで、生きづらさを抱えている人を受け入れている農家、

地元関係者に生きづらさの本質を理解してもらっています。同時に、そうした機会を

通じて受け入れ農家同士で交流の輪が広がっています。私も農家からの相談や連絡を

受けると、地元の保健師とともに生きづらさを抱える人と会って話を聞き、その内容

を農家に伝えることで、お互いが理解し合えるような環境づくりに取り組んでいます。 

 

北村：こうち絆ファームには、発達障がい者、知的障がい者など多くの生きづらさを

抱えている方が就労しています。あうんの呼吸ではなくて、業務内容を細かく、かつ

丁寧に伝えることによって、彼らはどのように働けばよいのかを理解しています。周

辺の受け入れ農家も、彼らの特性を理解しながら丁寧に作業内容を伝えています。 

 

木原：安芸地域が農福連携をできるようになったきっかけを教えてください。 

 

公文：高知県安芸地域には就労を生きづらさを抱えている人の就労を支援する機関は

ありましたが、互いに連携することなくバラバラに取り組んでいました。情報共有も

できていませんでした。そこで、2017 年に福祉保健所、社会福祉協議会、病院、ハロ

ーワークなど、どこかの支援機関に相談すれば就労につながることを目的に、自立支

援協議会の就労支援専門部会を立ち上げました。その後、関係者が参加して、安芸市

内で生きづらさを抱えている人の就労先として受け入れている農家への見学ツアーを

行いました。生きづらさを抱えている人の中で「ある特性をもった人をこの農家さん

につないだらよいのでは」と関係者がイメージをもつことができるようになりました。

安芸市農福連携研究会でも熱心な議論が行われています。自立のための就労支援だけ

でなく、困った人を助けるやさしいまちづくりが必要だという共通認識のもとで話し

合い、取り組みが行われています。安芸地域の各機関が連携することで、本当に困っ

ていて助けられる人が幅広くなったと思っています。 
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木原：次に触法者の受入れ調整を行うハードシステムとして、どのような体制を、ど

のような人たちが参画すればよいのかをお聞かせください。 

 

山本：触法者の就農支援でいうと、調査結果で発表した「茨城就業支援センター」の

事例が参考になると思います。同センターは全国の刑務所から就農希望の仮釈放者を

集めて、農業実習、就農支援を行っています。今後、就農を希望する触法者が増えて

いくことになれば、茨城就業支援センターのような中間支援の施設を全国につくり、

農業関係者や更生支援に携わる事業体が官民連携で運営できればよいと考えます。 

 

公文：住まいの確保は大きな課題の一つです。生きづらさを抱えている人は家賃をま

ともに払えるほどの収入がありません。しかし、農福連携を地域で取り組むことによ

り、農福連携が地域に浸透していき、地元のさまざまな人が共感していただくように

なりました。地元の不動産業者にも福祉に協力を惜しまない人もあらわれました。そ

の不動産業者に住まいを格安条件で借りられるように奔走してもらっています。 

 

木原： 住まいを見つけていく中で、実際に触法者を受け入れることはありましたか。 

 

公文：地元では人の目があるということで、他地域の触法者を安芸地域が受け入れま

した。その人の住まいの確保、就労支援を各関係者が協力しながら行ったことがあり

ます。 

 

木原：不動産業者のように、実際に自立支援するために必要な人たちが連携組織の中

に入っていることがポイントだと思います。また、自立支援を行うためには、受け入

れる窓口をつくり、誰もが参画しやすい組織づくりも重要です。 

 

北村：最近は仮釈放ではなくて満期釈放で出所する触法者が問題となっています。満

期釈放者は支援者につながらなくて、生活困窮に陥り、再犯してしまうという悪循環

になっていると聞いています。それなら、刑務所で農作業を選択した受刑者には出所

してからも農業に携わってもらいたいと考えています。触法者は服役中から農業技術

を学び、出所後は一般就労の形で人手不足の農家につながるシステムがあってもよい

と思っています。障がい者であれば、こうち絆ファームのようなＢ型事業所につなぐ

こともできます。まずは、満期釈放の触法者も出所前に就労先を決めておくことが再

犯防止につながると思います。 

また、服役中から触法者だけで農作業を行うのではなく、障がい者、引きこもり、

生活困窮者などと一緒に農作業を行うことで、触法者にも何らかの気づきがあるはず

です。例えば、薬物常習の犯罪歴をもつ触法者が他の生きづらさを抱えている人が一
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生懸命に働いている姿を見て、薬物をやっている場合ではないと改心するかもしれま

せん。 

 

木原：触法者に関してどのようなことをプログラムに盛り込んでいけばよいか、留意

する点があれば教えてください。 

 

原田：ある刑務所で心のスポンジづくりプログラムを定期的に実施しています。受講

した服役者は就労意欲が高くなっています。同プログラムの効果があらわれています。

その経験から推察すると、刑務所で服役している時から触法者が農業を学ぶことは出

所後の就農に効果があると期待できると思います。 

 心のスポンジづくりプログラムの受講者からは多角的なものの見方ができるように

なりましたと評価してもらっています。触法者は１つのことに物事を考えすぎるため、

周りのことが見えなくなっている傾向がある人が多いと思います。例えば、心のスポ

ンジづくりプログラムでは、受講者に計算してもらうプログラムがあります。ほとん

どの受講者は途中の計算式を書かないで、暗算で答えを導き出そうとします。つまり、

自分の頭だけで考えて物事の結論を出そうとする傾向が強いと感じています。手間は

かかりますが、計算式で書かせることで正解へのプロセスを明らかにすることは、多

角的なものの見方をするために有効なことです。面倒なことと思えば、どうしても結

論を急いでしまい、自分勝手な判断をしてしまいます。 

 触法者雇用を考える場合、障がいの認定を受けた触法者の雇用と、障がい認定まで

はいかないけれども障がいの傾向が強い触法者の雇用という２つに分けて考える必要

もあります。両者が混同されてしまうと、雇用企業は障害者手帳を所持しているのか、

トライアルで雇用できるのかといったことを慎重に判断せざるをえなくなります。障

害者手帳をもつ触法者であれば、福祉サイドにつないでいくことができます。一方で、

障がいの認定がとれなくても障がいの傾向が強い触法者に対しては、就労に結びつけ

るように教育を施す必要があります。 

 

木原：障がいの程度を判断することは難しいと思います。もし障がいを認定されなか

ったとしても、いわゆるグレーの領域もあると聞いています。そのことが触法者の雇

用問題を複雑にしていると考えられます。その難しさをソフト的にどのようにカバー

していくかを考えますと、触法者が刑務所に入所する際に障がいの判断を厳格にして

こなかったのではないかと思われますので、解決策の一つとしては触法者の障がいの

判断を整備することが考えられます。 

 

原田：怪我をして社会復帰をするためには、身体機能回復のリハビリテーションを受

ける場があります。しかし、触法者には罪を犯した人であるという社会意識が正面に

出るために、リハビリテーションを受ける場がありません。人生をやり直したいとい
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う更生意欲が高い触法者に対しても、罪を犯したから貴方はダメ人間ですという烙印

が押されます。それが現実です。解決するためには、触法者が刑務所から出所して社

会復帰するまでの段階でリハビリテーションを受けて自分と向き合っていけるような

システムを、法務省をはじめとする国、自治体、民間が連携してつくることができれ

ば、触法者の問題は大きく進展するかと思います。 

 

木原：触法者が社会復帰するためには、自分を見つめ直して、リハビリテーションを

受ける場を設定することが必要だと思います。それは刑務所から入所時の相談体制な

のか、もしくは出所してから相談できる窓口をつくるのか、という様々なパターンが

考えられますが、公的機関だけでなく、民間事業者とともに、どのような体制が望ま

しいのかを議論する必要があります。また自分たちの地域で触法者を受け入れられる

かを話し合う場を設定することも重要です。 

 触法者を農業につないでいくことを考える時に、ハードシステムとしては随時、相

談できる窓口をつくっていくこと、その中で必要に応じて必要な支援者がつながって

いく仕組みが重要であると感じました。今回のセミナーは今後、農福連携、農業がど

のようにあるべきかをあらためて考える機会となったと思います。 

パネルディスカッションは終了いたします。皆様、どうもありがとうございました。 
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