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農福連携推進
シンポジウム in新潟in新潟

【農福連携×SDGs】
～農福連携を通じた地域再生と持続可能な共生社会の実現～

農業と福祉がつながって、日本を元気に！

令和４年２月24日（木）13時15分～16時30分

オンライン開催（Zoom）（12時30分～入室可能）

プログラム

日 時 :

方 法 :

挨 拶

開 会（13:15）

新潟県農林水産部長 小幡 浩之 氏

農林水産省北陸農政局新潟県拠点 地方参事官 佐久間 浩

「2030年ノウフクの夢」
一般社団法人日本農福連携協会 会長 皆川 芳嗣 氏

取組報告

「農業団体による農福連携の取組」

新潟県農業協同組合中央会 玉木 利也 氏

基調講演

新潟市農業協同組合 金子 琢也 氏

「教育現場における農福連携への関わり」

新潟医療福祉大学 渡邉 敏文 氏

「農福連携が健康に及ぼす効果」

東京都健康長寿医療センター研究所 岡村 毅 氏

パネル
ディスカッション

コーディネーター：吉田 行郷 氏（千葉大学 教授）

パネリスト：佐藤 千裕 氏（C’s Kitchen 代表）

田中 一幸 氏（株式会社ベジ・アビオ 取締役）

真保 若葉 氏（農園CuRA! 代表）

日髙 嘉信 氏（一般社団法人 禄陽 代表理事）

コメンテーター：皆川 芳嗣 氏（一般社団法人日本農福連携協会 会長）

農林水産省農村振興局都市農村交流課農福連携推進室情報提供

休 憩（10分）

質疑・応答

閉 会（16:30）

新潟県農福連携推進連絡会議（構成機関：新潟県、新潟市、JA新潟中央会、JA全農にいがた、
新潟医療福祉大学、厚生労働省新潟労働局、

農林水産省北陸農政局）

主 催 :

１



パネルディスカッション

コーディネーター
千葉大学 園芸学部食料資源経済学科 教授 吉田 行郷 氏

農福連携についての研究を10年以上にわたり行い、多数の論文を発表して
いる日本の農福連携における研究の第一人者。主な著書に「農福連携が農業
と地域をおもしろくする」がある。

＜略歴＞
1985年東京大学農学部を卒業し、農林水産省に入省。2013年より農林水産政策研究所に
て政策研究調整官、研究所次長を歴任。2015年に博士号取得し、2021年から千葉大学園
芸学部教授。

パネリスト

C’s Kitchen 代表

佐藤 千裕 氏

農業・福祉・食がつながって、おいし
い循環をつくる取組「rucoto」を実施。
規格外のために廃棄される農産物を使い、
福祉事業所による一次加工の作業を通じて、
お菓子やジャムなどに商品化している。

パネリスト

株式会社ベジ・アビオ
取締役

田中 一幸 氏

施設園芸にて高糖度トマトの栽培、販
売。近隣の福祉施設から作業のサポートを
受けている。また、１名の従業員について
障がい者雇用を実施。ドライトマト、
ジュース等の加工品については福祉事業者
へお願いし、事業連携を実現している。

パネリスト

1999年、新潟市にてハーブの栽培を始
め、ハーブ店を開業。2016年、新規就農
と同時に「いちからすべてみんなと一緒
に」を理念に掲げ、農福連携を開始。現在
は都内の星付きレストランや人気パティス
リー、大手百貨店などに卸す傍ら、オリジ
ナルの調合や様々な都府県の福祉事業関連
企業や一般飲食店等の商品開発を手掛ける。

パネリスト

新潟県三条市で就労継続支援A型
I WORKSを運営。果樹（桃、梨、ル・レク
チェ）作業を請負い就労訓練を行う。農福連
携コーディネーターとして、県央地区（三条
市、燕市、見附市、加茂市、田上町、弥彦
村）を担当。農家とワーカーを結ぶマッチン
グサービス農How、農Careを展開。グルー
プ会社、株式会社Sprite（加茂市）。

コメンテーター
一般社団法人日本農福連携協会 会長 皆川 芳嗣 氏

全国の農福連携に関わる団体を包括するプラットフォームとして設立され
た「一般社団法人日本農福連携協会」会長として、農福連携の全国展開に向
けた普及啓発、取組推進に尽力している。

＜略歴＞
1977年東京大学経済学部を卒業し、農林水産省に入省。林野庁長官、農林水産事務次官を
歴任。2016年より農林中金総合研究所理事長、2018年に日本農福連携協会会長に就任。

農園CuRA! 代表

真保 若葉 氏

一般社団法人 禄陽
代表理事

日髙 嘉信 氏

よしだ ゆきさと

さとう ちひろ

たなか かずゆき

みながわ よしつぐ

しんぼ わかば

ひだか かしん
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２ 令和３年度「農福連携推進シンポジウムin新潟」の概要

はじめに

新潟県農福連携推進連絡会議では、令和４年2月24日（木）、新潟県における農福連携の取組
を一層推進し、共生社会の実現に貢献することを目的として「農福連携推進シンポジウムin新
潟」をオンライン開催しました。

当日は８０名以上の皆様に御視聴頂き、
基調講演や先駆的な取組事例の報告、
パネルディスカッションが行われま
した。

以下、当日の開催概要及び御視聴いただいた
皆様からのアンケート結果概要について御紹介
します。

【挨拶】
（新潟県 農林水産部長 小幡 浩之 氏 代読：農林水産部技監 牛腸 眞吾 氏）

農福連携については、全国的な機運の醸成と今後の一層の推進を図るため、国では令
和元年６月に農福連携等推進ビジョンを策定したところである。本県の基幹産業である農
業は、障がいのある方々の栽培から加工、流通までの多様な仕事を通じ、自信や生きがい
の創出、また、社会参画を支援することのできる、地域に根ざした産業と考えている。

さらに、今後も農業が持続的に発展していくためには、米に続く新たな経営の柱として、
園芸品目や農産加工の導入等の推進が必要であり、その現場では、障がい者をはじめ多様
な人材の活躍がこれまで以上に期待されているところである。県ではこれまで農業者と福
祉事業所のニーズの掘りおこしやマッチングを行うコーディネーターの配置、農福連携で
生産された農産品等の販売を行う農福連携マルシェの開催、優良事例の表彰によるＰＲ、
障がいのある方が働きやすい農場の環境整備への支援を進めており、取組は着実に増加し
ているところである。



【基調講演】「ノウフクと新しい経済社会」
（一般社団法人 日本農福連携協会 会長 皆川 芳嗣 氏）

ノウフクとは何か、最近のノウフクを巡る動き、福祉サイド・農業サイドの事情、
ノウフク・アワード受賞団体における取組紹介やコンソーシアムの活動について説
明がありました。その後、パラリンピックを観た感想として、パラアスリートを支
える装具の性能の高さ、多様さに驚くとともに、障がい者のスポーツ種目が非常に
増えたものの、障がい者の就労、社会参加は進んでいないことを我々は肝に命じ、
ノウフクをもっと広げていこうと呼びかけました。結びに、ご自身が思い描いた将
来に実現していてほしいノウフクの姿を記した「2030年ノウフクの夢」を朗読しま
した。

４

【挨拶】
（新潟県農福連携推進連絡会議事務局 北陸農政局新潟県拠点

地方参事官 佐久間 浩）

本シンポジウムは、新潟県内の農業団体、教育機関、行政機関で構成される「新潟県
農福連携推進連絡会議」が主催している。

この趣旨は、「農福連携」という言葉が示すとおり、新潟県内における農業と福祉が
連携して障がいなどのある方の農業分野での活躍を通じ、農業経営の発展とともに、障
がいなどのある方の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現していく取組を広げてい
くため、新潟県内の関係機関が「連携」して環境整備に努めていこうとの考えによるも
のである。

そうした考えの下、連絡会議の取組として、シンポジウムを開催させていただくわけ
ですが、本日は、日本農福連携協会の皆川会長に基調講演をしていただくほか、農業、
教育、医療に携わるそれぞれの方々からの取組報告、農福連携の研究をされている千葉
大学の吉田教授をコーディネーター、皆川会長をコメンテーターとして、農福連携によ
り農産物の収穫や、商品化・販売されている方々のパネルディスカションを予定してい
る。

このように様々な立場の方々から、農福連携についての情報発信をしていただくわけ
ですが、今日のこのシンポジウムが、参加されている皆様に理解、関心をより一層深め
ていただくこととなり、本シンポジウムのサブタイトルである「農福連携を通じた地域
再生と持続可能な共生社会の実現」の一助になれば幸いと考えている。



５

【取組報告】「農業団体による農福連携の取組」

県内JAにおける農福連携の取組報告
（新潟県農業協同組合中央会 玉木 利也 氏）

どこにどのような作業ができる方がいるのか、農業団体、農業関係者にはわかりずらいとこ
ろ。全農にいがたに園芸実証ハウスがあるので、福祉事業者の職員あるいは利用者の方々に農
業体験をしてもらい、農作業とはどういったことなのかわかっていただきながら、「これなら
できる」、「こういうことならもう少しやってみたい」というような人を、農業者の方やJAへ
つないでいけるか今検討しているとの説明がありました。

【取組報告】「教育現場における農福連携への関わり」
（新潟医療福祉大学 渡邉 敏文 氏）

教育現場における農福連携の取組を進めていくために必要なことは、地域と大学の基盤づく
りが必要であり、地域としては、農福連携の活動を行う場の確保、若者文化の受け入れが重要。
大学としては、農福連携に関わるための継続的な動機づけが必要であり、学生の安全確保や学
びのフィードバックの場を設けることで良い活動ができると思う。

JA新潟市における農福連携の取組報告
（新潟市農業協同組合 金子 琢也 氏）

様々な活動を通じて、経験したこと、皆さんとの出会いを農福連携の取組の拡大につなげて
いくために、JA新潟市では令和４年度も新潟市のあぐりサポートセンターをはじめ、多くの福
祉事業者との結び付きを大切にしながら、福祉、農業それぞれの得意分野を活かした活動を
行っていきたいと考えている。その中で、お互いに今まではできなかったことを何とかしてで
きることに変えていく、そういったネットワーク作りに取り組んでいきたいと考えている。
JA新潟市の農福連携の取組は、個人的には、まだまだ点と点の集まりでしかないんじゃない

かなというふうに思っている。多くの点をつなげて、より大きなネットワークを作っていける
ようにこれからも活動を続けていければと考えているとの説明がありました。

地域における農福連携の取組での学びに大
学での学びをプラスすることで、学生だけ
ではなく、地域の方や障がい者の方々の学
びにも繋がり、全人的教育という位置づけ
ができると考えるとの説明がありました。



６

【取組報告】「農福連携が健康に及ぼす効果」
（東京都健康長寿医療センター研究所 岡村 毅 氏）

2060年、10人に１人が認知症になる時代がくることになる。このため、認知症になったと
きにどうするかを考えていく必要がある。認知症は、医学界では今は病気ではなく、個性を
持った一人の人間として尊重してケアしようとしている。これからの認知症ケアはどんなもの
が必要か。主体的に参加できて、仲間ができて、なじみがあって、得るものがあって、人の役
に立って、地域の文化に触れることができて、体を動かせて、年間を通じてできて、投資の不
要なものが良いということで、これは稲作ではないかと上越市の病院の院長と相談し、稲作ケ
アを行うことになった。

私たちは研究者なので稲作ケアの効果を評
価し、発表することが仕事で、農林水産政策
研究所と一緒に研究を行っている。

稲作ケアによって、心の健康が回復するこ
とも分かり、田植えをする前に「うつ」だっ
た人が田植え後に良くなっていたというデー
タも出ている。また認知機能検査をしており、
稲刈りをした後は、いろいろと活動したり、
人と話したりしているため認知機能が上がっ
た。

統合失調症の方も、稲作ケアによって精神
的にかなり良い変化があり、通常のデイケア
よりも優れている可能性が見られたとの説明
がありました。

【パネルディスカッション】

コーディネーター 千葉大学 教授 吉田 行郷 氏
パネラー C’s Kitchen 代表 佐藤 千裕 氏

〃 株式会社ベジ・アビオ 取締役 田中 一幸 氏
〃 農園CuRA! 代表 真保 若葉 氏
〃 一般社団法人 禄陽 代表理事 日髙 嘉信 氏

コメンテーター 一般社団法人 日本農福連携協会 会長 皆川 芳嗣 氏



[パネルディスカッション]

各パネラーから、自己紹介、先駆的な取組の内容等について説明があった後、コーディネー
ターの問いかけに沿って議論を行い、視聴されている皆様からの質問に対し、パネラーの皆様
が具体的な事例を交えてわかりやすくお答えくださいました。

７

コーディネーター 吉田 行郷 氏

先駆的な取組をしているパネラーの皆様

コメンテーター 皆川 芳嗣 氏

取り組みを始めたきっかけは、規格外のために廃棄され
る農産物を使い「ルコト」という取組（つくルコト、た
べルコト、つながルコト、いきルコト）で、福と食を繋
げて循環させたいという思いがあり取組を始めた。農家
と福祉事業所とお客さんをつなぐ役割として「ルコト」
というものがあれば循環の輪がつながっていくとの発言
がありました。

（C’s Kitchen 佐藤 千裕 氏）
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（コーディネーター 千葉大学 教授 吉田 行郷 氏）

農福連携では、人手不足の農家の方と、人手が出せる福祉事業所のマッチングがメインと
なっているが、福祉事業所で眠っている加工や調理に使える施設を、農産物を加工したい農家
とマッチングする機能もあってもいいと思うし、普及員の方等が農家で使われずに眠っている
機械を掘り起こしてきて、農業を始めようとしている福祉事業所に斡旋するということもあっ
ていいと思う。高齢になって農業をやめてしまう方がいるが、まだその方が使っていた機械は
使えることが多い。そのようなことまでコーディネートの対象を広げるといろいろさらに
繋がるのではないか。

農福連携に入るきっかけは、規模をだんだん拡大して
いく中で、人員を将来的に確保できるのかという不安
が１年目２年目からあったので、将来的には農福連携
という形をきちっと考えていかなければならないだろ
うという危機感を持った。農作業の細分化というもの
が非常に重要との発言がありました。

（株式会社ベジ・アビオ 田中 一幸 氏）

（コメンテーター 一般社団法人日本農福連携協会 会長 皆川 芳嗣 氏）

国では、農政の大きな転換として、今までの化学肥料や農薬からの依存を見直し「みどりの
食料システム戦略」を策定し、持続可能な姿に転換していこうといった方向性を描いており、
有機農業等を実施した場合、従来よりも農作業に手間がかかるということが想定され、その部
分の労働をどうやって確保していくのかという面や、農業を持続可能な姿にしていくという方
向性にも農福連携が関われる可能性をすごく感じている。県が考えている農業ビジョン、国が
考えている様々な大きな方向性とうまくリンクしていくと、農福連携自体がいろいろな意味で
の課題解決に向け、１粒で３度ぐらいおいしくなるのではないか。

「一緒に共に働く、そしてみんなが主役」という理念を
掲げ、農福連携を開始。 生産量は１次生産の野菜や
ハーブは３倍、加工品は６倍、多いものは一部８倍に上
がったものもある。2022年の１月にはフランスへの輸
出が叶った。農福連携で力を借りながら、皆さんと一緒
に作ったものが多くの国に輸出できればとの発言があり
ました。

（農園CuRA! 真保 若葉 氏）

新潟県の農福連携コーディネーター配置事業の委託を受け
ての感想とともに、農福連携を広げていくためには農福連
携の窓口であるコーディネーターがちゃんと機能していく
必要があるのではないか。農福連携の協議会が地域ごとに
あって、そこに相談していくといった仕組みができたらい
いとの発言がありました。

（一般社団法人 禄陽 日髙 嘉信 氏）



９

アンケートへの御協力ありがとうございました。

３ アンケート結果 回収率：４１.０％

Ｑ１ あなたの御職業は何ですか？

Ｑ３ 本日のシンポジウムで印象に残った内容は何ですか？

3%

41%

6%9%

26%

3% 12%

農業者(個人・法人)

福祉関係者

( )

教育関係者

行政・農政部局

行政・福祉部局

その他

【Q２-1】開催時間についてどう感じましたか？
ちょうどよい 55.9%
長い 44.1%
短い 0.0%
合計 100.0%

【Q２-2】プログラムの構成についてどう感じましたか？
良かった 52.9%
普通 32.4%

あまり良くなかった 5.9%
無回答 8.8%
合計 100%

【Q２-3】開催方法はいかがでしたか？
会場での開催がよい 11.8%
オンライン開催がよい 29.4%
どちらでもよい 50.0%
無回答 8.8%
合計 100.0%

Ｑ２ 本日のシンポジウムについてどう感じましたか？

アンケート結果では、「パネルディスカッション」が一番印象に残ったとのことです。

Ｑ４ 農福連携の取組等状況はどうですか？

52.9%

23.5%

11.8%

11.8% すでに取り組んでいる

今後取り組んでみたい

取り組む予定がない

無回答
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Ｑ５ 農福連携にすでに取り組んでいる、または今後取り組む場合、課題
は何ですか？（複数回答可）

3

5

1

4

2

7

8

2

12

障がい者にお願いする仕事がない

事故や怪我が心配

障がい者にどう接して良いかわからない

賃金の支払い基準がわからない

どこに相談すればよいかわからない

天候により作業が左右される

受入農家の施設の不備

農場への移動手段がない

その他

0 2 4 6 8 10 12 14

単位：人

【その他】
・農家と福祉事業所のマッチング
・障がい当事者の認知的、身体的、人間的成長を保障する仕組みづくり。その仕組

みを経済的に支える方法
・通年通して連携依頼できる業務の掘り起こし、賃金提案、立地の兼ね合い
・一般就労をすればするほど農福人材がいなくなる
・福祉関係以外の方々に向けた周知方法
・職業訓練を受講される方たちの障がい特性や移動手段などが多様なため、マッチ

ングが難しい
・加工施設の設備不足
･自事業所で農業（農作業）を展開する場合、知識のある方（農家、サポーター）に
入ってもらえるとよい

・通年雇用に繋がる程度の仕事の量・種類・質等の確保が難しいこと
・農業という特性上、通年仕事があるということが難しい。障がい者を雇用する余

裕がないところが多いのが現状である
・行政の支援
・酷暑の中で利用者に作業していただくことに不安がある
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Ｑ７ 農福連携を進めるために何が必要だと思いますか？（複数回答可）

Ｑ６ 農福連携に期待することは何ですか？（複数回答可）

【その他】
・障がい当事者の認知的、身体的、人間的成長
・農家は福祉、福祉は農家の理解を促進していく必要がある
・スマート農業との連携
・手帳（障がい者手帳など）はもっていないが生きづらさを感じる若者と農家をつな

げていく方法
・生きがい、やりがい、無農薬農業の拡大

19

21

22

15

19

12

22

5

0 5 10 15 20 25

農業の担い手不足の解消

農地や耕作放棄地の活用

障がい者の雇用機会の拡大

農業経営の向上

障がい者の所得確保

障がい者のリハビリテーション効果

地域の活性化

その他

単位：人

24

18

7

20

18

18

19

7

0 5 10 15 20 25 30

農業と福祉のマッチングの場

行政による支援

シンポジウムの開催

情報の充実

相談窓口の設置

農作業サポーターの養成

コーディネーターの養成

その他

単位：人

【その他】は次ページへ



【その他】
・障がい当事者の認知的、身体的、人間的成長を促す仕組みづくり、モデル事業、経験

の共有
・一般的に広く農業者が抱いている障がい者に対してのステレオタイプイメージの刷新
・相互理解のための勉強の場、意見交換の場
・農福連携の重要性を行政が力を入れて取り組むべき。また、相談窓口の少なさも課題
・農家さんが障がい者を受け入れる気持ちを持っていること、障がい特性を理解するこ

と
・マッチングの場、事例等情報交換等、顔の見える関係づくりを定期的に行う場がある

とよい
・国や地方事業による先導(優良事例の創出、モデル形成)、作業や技術習得、教育のた

めの農業高校、大学、公立機関等の活用

Ｑ８ 本日のシンポジウムの感想や農福連携についての御意見・御感想等が
ありましたら、御記入ください。

【主な御意見・御感想等】

○ 農業に興味のある福祉事業者さんはそれなりにあるものの、農業側の関心が薄いために農
福連携が実現しないのだろうと思っている。今後はいかに農業者に農福連携を知ってもらう
のかが必要になると思った。

○ 皆川会長の「障がい者を雇用するために、作業体制や効率を見直すことによって、経営体
そのものの経営改善につながっていく」というお話に大変興味がわきました。障がい者の雇
用は企業の社会貢献的な視点だけで見てしまいがちですが、そうではなく、障がい者から学
ぶことも多く、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係なんだということに気付かされました。

○ 皆川さんのノウフクの夢は、まさに未来語りと申しますか、こうして具体的な年限を切っ
て、達成した夢を語ることはとても良いことだと思います。そうすることで､関係者はその
達成のために、自分たちが具体的に貢献できることをタイムスケジュールを含めてイメージ
することができます。２０３０年に、障がいのある人たちが、農福の現場で、自らの成長を
実感しながら、明るく働いている姿を思い浮かべることができました。
そこへの道筋の中で、私も貢献できることを見つけていきたいと思います。

○ 岡村さんのお話、判り易かったです。高齢者や精神障害の分野で色々とエビデンスを残
されているのが素晴らしいなと思いました。私は是非、知的障がいの分野でも効果を出した
いと考えており、色々と教えて頂けたらなと刺激を沢山いただきました。

○ パネルディスカッションで、４つの取組やその特徴が端的にわかりました。特に質問の際
、それぞれの方々が、障がい者の成長について感じた内容に相当な広がりがあり、やはり人
の成長の場としての農福の可能性を感じました。できないと思い込んでいた人の能力の発見
、まず役割を与えるためにやるべきこと、教え合いなどを通じて自分たちでグループとして
育ちあっていること､全体の段取りを意識しながら仕事するようになった成長、そして達成
感を通じて、周囲の態度が変わり自信がつくこと等々お話を伺って、農福万歳という気持ち
になりました。ありがとうございました。
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○ 農園CuRA!から紹介のあった事例の中で、他者の視線が苦手な方にとって、結果的に農福
連携の取組が良い方向に働いているという話が興味深かった。周囲が障がい者の方ばかりで
あれば「話さなくてもよい」「視線を気にしなくてもよい」と感じられるということが、生
きづらさを感じている人にとっては精神的な負担軽減につながっているとは気が付かなかっ
た。これまで農福連携を考えるときに、農作業とそれに従事する障がい者との関係から捉え
がちであったが、障がい者と障がい者(そこで働く人同士)の関係から捉えている点が自分に
とって新しい視点に感じた。

○ 農福連携という言葉を耳にすることは多くなったとは思いますが、まだ言葉だけが先行し
ているしているイメージがします。

本当に労働力として必要としている高齢農場主等への浸透は進んでいないような印象も受
けます。障がい者や障がい福祉に対する先入観を払拭できるような取組や、農業側、福祉側、
双方がお互いを理解しあえるような機会があると良いように思いました。

◯ ベジアビオの方の実際の困り感、悩み、障がいに対しての不明瞭さはとてもリアルなお話
だったと思いますし、それが一企業(農家)の考えに近いと思いました。また、農福が取り組
みにくい一因もそこにあると感じます。農業だけではありませんが、一般社会も含めて、国
が積極的に障がい者福祉の理解について取り組むことも必要だと思います。好事例を広める
後ろ盾がなければ、中々広まりにくいのではないかと感じました。それを広めるための役割
が少ないと思います。JAのような大企業でも事例にあったように少しずつ取り組んでいただ
き感謝しております。その取組が全市的に取り組まれることを期待します。さらに、農政局
からもまた積極的に県内に広めて頂ける取組に期待いたします。

◯ 農福連携が継続的な取組となっていくためにも、小さな取組の継続が大切であると感じて
います。そのためにも新潟県農福連携推進連絡会議が中心となって、福祉側と農業側が連携
し地域に合った取組が継続していけるような仕組みを確立してほしいと願っています。

◯ 私の施設は、身体障がいの方が多いため農業に従事することは厳しいと思っておりました。
しかし、パネリストの方から実際に麻痺のある方も参加している、車いすの方もできるよう
に工夫している、加工やシールを貼る等の工程では可能ではないかと回答をいただき、農福
連携の可能性を感じました。

まだまだ発展していく分野だと思いますが、コーディネートする人が少ないとのことで、
コーディネート育成に尽力していただきたいと思います。特に福・食連携について。県内で
は加工してくれるところが少なく県外に委託しているとのことで、探せばいるのだと思いま
すが、情報発信などが少ないのか、もったいないと思いました。

◯ 一言で農福連携と言っても、取り組み次第で多様な成果が期待できることが分かった。農
業と言っても、稲作や畑作、果樹、畜産など土地土地によって作業内容が異なったり、栽培、
育成だけでなく出荷、販売など多様な業務があり、障がい者のニーズにはまったときには、
生きがいや生活の質にまで影響を与えるのではないかと思った。

○ 障がい者支援施設への機器の導入などに使える助成金の種類や取得方法などの情報が欲し
いです。

また、国が募集する農福連携の補助事業に参加したくても、採択までの準備期間が短く申
請書類なども多岐にわたるため現実には難しい場面が多いです。寄り添って支援していただ
ける仕組みがほしいと思います。
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○ 私が勤務する特別支援学校でも畑の活動に春から秋は継続して取り組んでいて、さつまい
も、野菜の栽培が、生徒の全人格形成に有効であると、今日のシンポジウムを聞いて確信が
持てた。職場実習も今年度農家で実施出来たが、雇用となると通年の確保は厳しい現状を知
ることができている。障がいあるなしに関わらず、農業の力は働くだけでなく健康、精神面、
協力すること、あらゆる方面で人類に欠かせない力である。もっともっと行政も力を入れて
ほしいし、ひとまずJAなど母体の大きいところからどんどん障がい者雇用を推進させてほし
い。そのためのマンパワー、設備、予算など充実させてほしいと切に願う。

○ 障がい者の働く場も都市近郊にあれば働き手も多いと思いますが、車で遠くまで行かねば
ならないような場所では「農福連携」も厳しいものになるような気がします。

◯ それぞれの素晴らしい活動を聞くことができ、とても良い機会になりました。シンポジウ
ムなどで農福連携を学ぶことも必要ですが、まずは何事も行動を起こすことが一番重要なの
だと感じました。

見に行って、人と会って、話を聞いて、実際に行動することで自分たちのできる方法・課
題が見えてくるのだと思いました。

今後は現地視察研修もあると良いのではないでしょうか。

◯ 農業団体や教育現場における農福連携の関わりの事例報告や農福連携参画事業者の皆様方
によるパネルディスカッションなど盛りだくさんの内容で学びの多い内容だった。今後のシ
ンポジウムの展開として特例子会社や民間企業による通年雇用による参画事例が管内でござ
いましたら、ぜひシンポジウムで取り上げていただきたいと思いました。

○ 畜産を仕事としているので、畜産関係の情報があればさらに有益でした。
本学の教員が石川県でヒツジ飼養のイノベプロに取り組んでいるので、北陸全般のシンポ

ジウムも期待します。

○ 先行して取り組まれている方たちの考えを聞くことができ大変参考になりました。
また、農業以外から農業参入された方たちの農福連携に対する意識の高さ、心の垣根の無

いことに感銘を受けました。
農業行政に携わる者として農業者の理解促進、農業職員の意識改革に努めて参ります。

①県農業担当として取り組むべきこと
・地域単位での福祉と農業に関わる行政（市町村・県）、JA、福祉事業所の定期的な情報交
換
・農福連携に取り組んでいる農業者自身の情報発信促進
・地域・産地内での情報共有
②国への要望
・県単位での情報交換の場設定継続
・優良事例の収集、情報発信継続
・農林水産省が開催する農福連携関連研修への普及指導員参加拡大

等
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お問い合わせ先

新潟県農福連携推進連絡会議
事務局： 北陸農政局 新潟県拠点 地方参事官室
〒951-8035 新潟市中央区船場町2-3435-1 ☎025-228-5216

https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/niigata/noufukukaigi.html

新潟県農福連携推進連絡会議HPはこちら
↓


