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日時 平成30年12月５日(水) 13:30～16:30（開場13:10）

農業と福祉がつながって、日本を元気に！

会場 クロスパルにいがた（生涯学習センター）
４階 映像ホール 新潟市中央区礎町通３ノ町2086番地

農福連携推進シンポジウム in新潟

▶開会 （13時30分）

▶挨拶 農林水産省 北陸農政局 新潟県拠点 齊藤地方参事官

▶基調講演「はじめの一歩」を踏み出そう
農林水産省 農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田 行郷

▶取組報告「いちからすべて、みんなと一緒に」
農園ＣｕＲＡ！ 代表 真保 若葉 氏

▶情報提供 農林水産省 北陸農政局 新潟県拠点

▶質疑・応答 （15時10分）

～休憩（10分）～

▶パネルディスカッション
コーディネーター
吉田 行郷 (農林水産省 農林水産政策研究所 首席政策研究調整官)

パネリスト
家老 洋 氏（特定非営利活動法人 ＵＮＥ 代表理事）
真保 若葉 氏（農園ＣｕＲＡ！ 代表）
樺沢 浩 氏 (社会福祉法人 のぞみの家福祉会 常務理事）
平林 正樹 氏（新潟市あぐりサポートセンター センター長）

コメンテーター
菊地 護（農林水産省北陸農政局 企画調整室長）

▶質疑・応答

▶閉会 （16時30分）

主催 農林水産省 北陸農政局 新潟県拠点

プログラム

１

１ 平成30年度「農福連携推進シンポジウムin新潟」プログラム



農林水産省農林水産政策研究所首席政策研究調整官吉田 行郷（よしだゆきさと）

〈専門分野〉
農業分野での障がい者就労、国内産麦の需給及び流通、集落営農組織、震災復興、英国のフードシ

ステム等

〈略歴〉
1985年東京大学農学部農業経済学科を卒業し、同年農林水産省に入省。構造改善局地域計画課、
大臣官房調査課、大臣官房企画室等での勤務を経て、2005年より農林水産政策研究所にて政策研

究調整官として勤務。現在は同研究所の企画広報室長兼 首席政策研究調整官。
2015年に博士号（農学）を取得。

パネルディスカッション

家老 洋（かろうひろし）氏 【長岡市】

ＮＰＯ法人ＵＮＥ代表理事

平成23年4月にNPO法人を立ち上げ、平成25年２月NPO
法人では新潟県初の認定農業者となる。耕作放棄地や空き屋
が目立つ中山間地域(長岡市一之貝集落)を拠点として、障が
い者や地域の高齢者等を雇用し、水田、畑を耕作するととも
に、農産物の加工・販売に取り組んでいる。また、農家レス
トラン、農家民宿を経営し地域の活性化に寄与。

パネリスト

真保 若葉（しんぼわかば）氏 【新潟市】

農園ＣｕＲＡ！代表

耕作放棄地の農地を借り受け認定農業者になった。農作物
は、畑とハウスで農薬・肥料等を使用せずに栽培している。
ハーブの加工・販売（お茶・ジャム等）にも取り組んでいる。
平成29年から農福連携に取り組んでおり、生産から加工

までの一連の作業を、障がい者と一緒に取り組める農業の展
開を目指す。

樺沢 浩（かばさわひろし）氏 【新発田市】

社会福祉法人のぞみの家福祉会常務理事

グループ内１０事業所で活動。その事業所ごとに、就労移
行支援事業・就労継続支援事業（A型・B型）・生活介護事
業・相談支援事業・こどもの支援・住まい暮らしの支援等を
行い、地域の発展と笑顔のあるまちづくりに貢献。
今年度から、農福連携の取組を始めた。

平林 正樹（ひらばやしまさき）氏【新潟市】

新潟市あぐりサポートセンターセンター長

農業者の労働力不足を解消するとともに、障がい者が個々
の適性に合った仕事ができるよう職域の拡大を図るため、平
成27年4月に開設。
農家と障がい福祉施設のマッチングや、委託契約のサポー

トを実施。
平成28年度から農産物加工の勉強会も開催。

農林水産省 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

資料№１ 基調講演「はじめの一歩」を踏み出そう
（農林水産省 農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田 行郷）

資料№２ 取組報告「いちからすべて、みんなと一緒に」
（農園ＣｕＲＡ！ 代表 真保 若葉 氏 ）

資料№３-１ 「北陸障がい者就農促進ネットワーク」運営に係る規約
３-２ 「農福連携推進北陸ブロックセミナー」開催案内

資料№４-１ 農業参入する場合の要件等
４-２ 農福連携推進パンフレット（平成30年6月）
４-３ 新潟県における「農福連携」の取組事例集 Vol.２（平成30年11月）

農林水産省北陸農政局企画調整室長菊地護（きくちまもる）

大臣官房政策課在籍時に医福食農連携の推進を担当し、全国の優良事例集のとりまとめやパンフレット「福祉分野
に農作業を～支援制度などのご案内～（Ver.１）」（平成25年６月）の企画・作成に携わる。

コメンテーター

配布資料

パネリスト（取組報告者）

パネリスト パネリスト

お問い合わせ先

コーディネーター（基調講演者）

農業と福祉がつながって、日本を元気に！
２



３

２ 平成30年度「農福連携推進シンポジウムin新潟」の概要

北陸農政局新潟県拠点は、平成30年12月５日（水）、新潟県における農福連携の一層の推進
を目的として、「農福連携推進シンポジウムin新潟」を開催しました。当日は130名を超える多
くの皆様に御参加頂き、基調講演とパネルディスカッションに続き、会場の参加者との間で活発
な意見交換が行われました。
「農福連携推進シンポジウムin新潟」の開催概要及び御来場者の皆様に御協力いただいたアン

ケート結果について御紹介します。

【基調講演】「はじめの一歩」を踏み出そう
（農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田 行郷 ）

障がい者の就労の現状、障がい者からみた農業の魅力や農業サイドからみた福祉との連携の必
要性等を紹介した上で、農福連携の先進事例や成功に至ったポイントを解説されました。これら
を受けて、「まずは農業者と障がい者がそれぞれに持っている誤解を解いた上で、お互いが連携
して『はじめの一歩』を踏み出すことが重要」とし、今後の可能性と展開方向についても整理さ
れました。

基調講演を行う吉田首席政策研究調整官

「はじめの一歩」を踏み出すことが重要。



４

【取組報告】「いちからすべて、みんなと一緒に」
（農園ＣｕＲＡ！ 代表 真保 若葉 氏）

農福連携に取り組んでいる農業者の立場から、取組報告がありました。
「農園ＣｕＲＡ！では障害者の助っ人さん達と種まきから始まり、育てる、収穫、加工・販

売まで、いちからすべて、みんなと一緒にやっている。納品、販売では、自分たちの作ったも
のが、どんな形で、誰が買ってくれるのか、それが見えることでモチベーションが上がり、
色々な意見も出てくるので楽しい。これからもずっと一緒にやっていきたい。輸出にも積極的
にチャレンジして販路を拡大していきたい。」とし、農福連携の様々な可能性や今後の展開に
ついて説明されました。

取組報告をする農園ＣｕＲＡ！代表 真保 若葉 氏

これからもずっと一緒にやっていきたい。



【パネルディスカッション】「はじめよう！農福連携の第一歩を！」

コーディネーター 農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田 行郷
パネラー 特定非営利活動法人ＵＮＥ 代表理事 家老 洋 氏
〃 農園ＣｕＲＡ！ 代表 真保 若葉 氏
〃 社会福祉法人のぞみの家福祉会 常務理事 樺沢 浩 氏
〃 新潟市あぐりサポートセンター センター長 平林 正樹 氏

コメンテーター 北陸農政局企画調整室 企画調整室長 菊地 護

[パネルディスカッション]

各パネラーから取組実践報告の後、雪が多い地域での冬場の農福連携の取組例、販路拡大に
向けた工夫、水田農業で考えられる農福連携のあり方、福祉サイドと農業サイドのマッチング
について論議が行われました。

５

パネルディスカッション「はじめよう！農福連携の第一歩を！」

冬場の農福連携について発言する
特定非営利活動法人ＵＮＥ 代表理事 家老 洋 氏



６

（コーディネーター 農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田 行郷）

非常に濃縮された意義のあるパネルディスカッションであったと思います。こうしたシンポ
ジウムを、今回だけにするのではなく、これからも続けていただき、みんなで情報を共有し、
一緒に農福連携を推進していくことが重要だと思います。

販路拡大に向けた工夫について発言す
る
農園ＣｕＲＡ！ 代表 真保 若葉 氏

水田農業で考えられる農福連携のあり方について発言する
社会福祉法人のぞみの家福祉会常務理事 樺沢 浩 氏

福祉サイドと農業サイドのマッチングについて発言する
新潟市あぐりサポートセンターセンター長 平林 正樹 氏

（コメンテーター 北陸農政局企画調整室 企画調整室長 菊地 護）

本日の話を聞いて、農福連携の取組が非常に多様化し、単に農業の生産現場における労働力
不足のための取組ではなく、そこから発展した農福連携の様々な可能性を感じました。
農業と福祉が連携することはお互いにメリットがあります。農作業とは何だろうということ

を探求し「複雑な作業を複雑でない作業にする」ことを考えていくことが必要だと思います。
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７

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：67.2％ （農林水産省関係者を除く）
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Ｑ１ あなたの御職業は何ですか？

Ｑ２ 「農福連携」という言葉や意味を御存知でしたか？
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【その他】
・ 取組者と知り合った。
・ 当シンポジウム。
・ 講義で聞いた。 等
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その他

Ｑ３ 「農福連携」という言葉を初めてお知りになったのはどこですか？
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（無記入）

Ｑ４ 本日のシンポジウムで「農福連携」に興味を持たれましたか？



【その他】
・ 作業スピードより品質を重視する考え方への転換。
・ 農業者や一般の人からの障がい者に対する理解。
・ 作業適性の見極めに時間がかかる。
・ 大変というイメージ。一度頼めば継続しなければならないという責任感。
・ 農業者からのニーズはあっても、施設外就労（農作業）に携わりたいという意
向が多くない。

・ 施設外就労が増えると、同行する職員が増え福祉事業所内が手薄になる。施設
外支援に移行する方策が難しい。

・ 福祉事業所の利用者に高齢の方が多い。
・ 農業現場で困っている収穫等の短期間の労働力確保に対して、農福連携でどこ
まで対応できるのか。

・ きっかけ、マッチング。
・ 何からやるべきかわからない。
・ 行政が仲介やコーディネイトする際に課題が多い。
・ 定着、持続性（補助がなくなる時は特に）。
・ コーディネイトする機関が少ない。
・ 障がい者や福祉事業所への営農指導。
・ 新規就農者が農福連携に取り組む場合の技術指導。
・ 農業者への説明・説得。
・ 障がいの程度に応じた仕事の振り分け作業等及び施設職員との連携が必要。
・ 農家では、農作業に対応できる福祉事業所が分からない。 等

10

0 10 20

どこに相談すればよいかわからない

受入農家の施設の不備

事故や怪我が心配
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賃金水準が低い

障がい者にお願いする仕事がない…

賃金水準が高い

（無記入）
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（複数回答のため実回答数）
単位：人

Ｑ５ 「農福連携」に取り組む場合、何が難しいと思いますか？



【その他】
・ 農作業の労力不足解消。
・ 生活困窮者、ニート、ひきこもり等の社会参加。
・ 企業の社会貢献活動の活性化。

11

0 10 20 30 40 50 60 70

障がい者の雇用機会の拡大

障がい者の所得確保

地域の活性化

農業の担い手不足の解消

農地や耕作放棄地の活用

障がい者へのリハビリテーション効果

（無記入）
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40
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16

2

（複数回答のため実回答数）

0 10 20 30 40 50 60

農業と福祉のマッチングの場

行政による支援（各種補助事業等）

農作業サポーターの養成等

情報の充実

相談窓口の設置

（無記入）

58

41

33

31

24

4

（複数回答のため実回答数）

Ｑ６ 「農福連携」に期待することは何ですか？

単位：人

Ｑ７ 「農福連携」を進めるために何が必要だと思いますか？

単位：人

【その他】は次ページへ



【その他】
・ 補助金等の支援。
・ 地域の農業法人等が興味を持ってくれること。
・ あいサポート運動のような障がい者に対する理解の場が必要。
・ 農家への働き掛け。
・ 相手の立場と求める内容ををよく理解し、しっかりと仲介・コーディネイトが
できる人が最重要。現場の支援員も重要。また、支援員の育成も課題。

・ 行政支援の置き換えとして企業による支援。ＥＳＧ活動(※)でＰＲできるよう
に制度を充実させ、モデルを作成。

・ 今回のようなパネルディスカッションも良いが、農業なので「ほ場」でのマッ
チング会の開催を望む。 等

※ 企業が持続的に成長出来るかを判断する指標。Ｅ＝環境(environment)、Ｓ＝社(social)、
Ｇ＝(governance､企業統治)

【主な御意見・御感想等】

【農業者】
○ 基調講演を聞き、新潟県の農福連携の将来性を感じた。まだまだ「農福連携」という言葉
を知らない農業者が沢山いる。今後も引き続きＰＲ活動に力を入れて欲しい。

○ 農業と福祉お互いにメリットがあることは分かるが、具体的に考えた時に単純ではないと
思う。また、仕事量と賃金の問題もある。仕事の切り分けについては勉強になったが、部分
的な仕事では障がい者のモチベーションが上がらないのではないか。

○ 農業と福祉双方の２分野を理解しないで連携をしても失敗例が増えるだけ。鳥取県から始
まった「あいサポート運動」の普及を新潟県でも広めて欲しい。「あいサポート運動」を広
めることで、農業者に障がい者への理解を深めてもらえる。

○ 大変参考になった。人を変え、場所を変え、何度でもシンポジウムを開催していただきた
い。

○ 農福連携がもっと広がるようにコーディネイト役を増やしていただきたい。

【福祉関係者】
○ 冬場の作業を考える中で、いろいろな情報があり今後役立てて行けそうだ。とても参考に
なった。

○ 頑張っている例が良く、参考になった。

○ 農園ＣｕＲＡ！さんが障がい者に「楽しい、うれしい」といった感情が芽生えるように工
夫しながら作業支援を行っている点について、非常に印象的であった。

○ 今回のようなシンポジウム以外にも、現場に行って実際に作業風景を見る機会があれば参
加したい。今後の企画に期待している。
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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。



【教育関係者】
○ 先行事例を聞くことができ大変参考になり、また勇気付けられた。

○ 大変参考になった。農福連携の先には共生社会の実現があるかと思う。

【行政】
○ ＮＰＯ法人ＵＮＥさんの障がい者、生活保護者、高齢者の結び付き、このコラボレーショ
ンにびっくりした。皆さんノウハウを隠さず、共有する方針がすごい。

○ 最近よく耳にするようになった「農福連携」という言葉。具体的に話を聞き、思っていた
以上に取組が進んでいることに正直驚いた。
大自然の中で土や草花に触れ、農作業に携わることは障がい者にとっても幅広い活動の場

として効果は大きいものになると思った。

○ 全国の潮流や地元の事例等参考になった。参加者も多く、みんなに広がっていくと良いと
思う。

【その他】
○ 制度、全国の取組紹介から地元の取組の生の声も聞けて、バランスのとれた企画だったと
思う。

○ 農福連携の推進のためには、実際に障がい者にも農業が出来る事を見せる必要があると思
うので、農福連携に取り組んでいる事例をほ場で見せる必要があると思う。

○ 農園ＣｕＲＡ！さんの活動の幅広さに驚いた。日本の農業のためにも「農福連携」は大切
だと考えている。
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４ 最後に

農福連携とは、農業分野と福祉分野が連携することで、農業で言えば労働力不足の問題、
福祉では雇用の場づくり、双方の問題の解決に寄与するものとして期待されています。
農林水産省としても、農福連携を重要な施策の柱の一つとして位置付け、様々な支援措置

により推進しています。
また、農林水産省にとどまらず、国としても「骨太の方針」、「成長戦略」で農福連携を

位置付け、政府全体として重要な取組となっています。
一方、まだまだ農福連携の取組がよくわからないという声も聞きます。点として留まって

いる農福連携の取組を線としてつなげ、面として広げていくことが重要です。
本日のシンポジウムを一つの契機として、新潟県における農福連携の取組が更に発展する

ことを期待しております。

お問い合わせ先

農林水産省 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


