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令和４年度農福連携の効果実証プロジェクト成果発表会の概要 

～農福連携の効果と障がい者と農作業のマッチングのポイント～ 

 

日 時：令和４年７月 15 日（金）13:30～16:30 

場 所：金沢新神田合同庁舎８階「大会議室」 

 

【開会あいさつ】 

（局：内畠次長） 

この会合は、昨年度北陸農政局で実施した「農福連携効果実証プロジェクト」で得

られた成果を発表し、農福連携の今後の展開に生かし得るものについてはその普及の

方法を探るとともに、なお残された課題の抽出と、そのためになすべきことを整理す

るための場として開催することとしたものである。 

既に HP 等では成果物を公表しているが、こうしてリアルに発表して広く皆さんに

お知らせすることで、我々としては気付かなかった調査結果の価値や、あるいは見過

ごしてしまいかねない残された課題の発掘もできるものと考えており、本当に忌憚の

ない声を聞かせてもらいたいと思っている。 

農福連携はなかなか広がっていかないというようなことが推進ビジョンの中でもい

われているが、その原因の一つは双方にとってのメリットが目に見えていないからで

はないか、何らかのエビデンスが欲しいというのがこの調査の出発点であった。 

我々としてもこの調査だけで何かがすぐに変わるというような不遜なことは考えて

いないが、何か動かないことには見える景色は変わらないという意識の下、関係者の

協力を得ながら共に動いてきた。冷静な目で見て、各種意見を聞かせていただければ

と考えている。本日はよろしくお願いする。 

 

【基調講演】 

「農福連携の推進とユニバーサル農園」 

講師：中本 英里 氏 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

西日本農業研究センター 

（概要） 

配布資料に基づき説明 

 

【実証調査】 

「実証調査の概要について」 

説明者：髙原 悠 氏 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

公共経営・地域政策部 

（概要） 

配布資料に基づき説明 
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「実証調査を踏まえた考察について」 

説明者：田邉 望 氏 

金沢医科大学リハビリテーション医学科 

助教／医師 

（概要） 

配布資料に基づき説明 

 

【パネルディスカッション】 

「農福連携の効果とマッチングの成功に向けて」 

コーディネーター：石橋 正之   北陸農政局地方参事官 

パネリスト   ：中本 英里 氏 

田邉  望 氏 

鈴木 厚志 氏 京丸園株式会社 代表取締役 

笠間 令子 氏 株式会社笠間農園 取締役 

齋藤 峰雄 氏 有限会社あわら農楽ファーム 執行役員 

『概要』 

（局：石橋参事官） 

第１部として、農福連携の推進とユニバーサル農園について講演いただくとともに、

農福連携推進上の課題である「知られていない」への対応として私共が実施した実証

調査について、医学的な観点を中心に考察をいただいた。 

第２部のパネルディスカッションでは、農福連携を実践している先駆者の方々に参

加いただき、実証調査ではやや深堀りができていないと思われる農業経営面での効果

と先駆者３名の方々から農福連携を行う上での工夫等について紹介をいただき、今後

農福連携を始める方、現在農福連携に取り組んでいるが課題を抱えている方に参考と

していただいて、農福連携の更なる推進を図っていきたいと考えている。また、農福

連携を推進するにあたって課題となっていること、また、そのために今後どのような

ことを検討していかなければならないのかといったことについても掘り下げていきた

い。 

先ほど田邉様から実証調査を踏まえた考察について、わかりやすく丁寧に説明をい

ただいたが、感想などをお聞きしたい。 

 

（笠間農園：笠間氏） 

今回、笠間農園がこの様なすばらしい結果を出すことができた調査に協力させて

いただいたことに感謝している。 

農福連携をはじめて６年目になるが「農業をした日は入眠剤がなくても眠れる」と

か「すごく元気が出て生き生きする」という声を現場で聞いているので、こうして数

字としてしっかりデータを出せたことはすごくうれしく思う。 

我々はオランダにあるケアファームのようなものを日本で実現したいと思ってい

る。そのためにも、こういうしっかりしたデータというものを積み上げていく必要が

あると思っていたので、それが今回、形にできてうれしく思う。 
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（あわら農楽ファーム：齋藤氏） 

今日の話を聞いて、農業は生命産業であると痛感した。 

農作業は、日常的に身体を使い、動かしているため、先ほど歩数の話も出されたが、

農業従事者は障がい者を含めて歩くスピードは結構速いのではないかと思っている。 

結果的には、身体を動かすことで食事をしっかり取り、そして規則正しいバランス

のとれた食事となる。そして適度な運動につながっていく。田邉先生からも中途覚醒

について話をなされたが、やはり熟睡することができるということだと思う。農作業

が心の健康や身体に対する好影響につながり、結果的には作業効率が上がっていく

のではないかと感じた。 

今回の調査の中で袋詰め作業のデータがあったが、弊社では、苗箱洗い等のパター

ン化された作業は、障がい者と健常者ではほとんど差が見られない。しかし、変化す

る作業の場合は、差が出ることから、自然環境の影響だけではなく、作業内容が変化

する場合も差が出やすい。非常に勉強になった。 

 

（金沢医科大学：田邉氏） 

私の中で次の課題が見えてきた気がする。先ほど歩くスピードと言われたが、歩く

スピードが遅い人は認知症のリスクが上がるといわれており、それ点からいくと農業

をやっている人は認知症になりにくいのかもしれない。 

農業は、いろいろと段取りをしないといけないが、認知症中核症状に遂行機能障害

というものがあって、それは正に段取りがつけられなくなる症状である。農業をやっ

ている人は自然と遂行機能の訓練をやっているようなものであり、認知機能にとって

も良い影響があるのかもしれない。 

 

（農研機構：中本氏） 

中途覚醒のデータを含め、とても魅力的ですばらしいデータがとれたということ

で、大変興味深く話を聞かせていただいた。 

時々、障がい者の方を受け入れている農業者に、農作業の健康効果についてどう感

じるかと聞いてみると、運動としての農作業（活動）ということと、労働の中での農

作業というのは、違うといった感覚を持っている方がいらっしゃる。しかし、こうい

ったデータを見せていただいたり、知っていただく機会が増えることで、農業者の方

の農作業が持っている機能に対する認識や取組の仕方なども変わってくるのではな

いかと感じた。 

 

（金沢医科大学：田邉氏） 

農作業をしている中で自然と健康効果を獲得している訳である。例えば活動量でい

うと、糖尿病の患者さんに「よく歩きましょう」「走りましょう」「運動しましょう」

というが、農作業と同じ活動量を得ようとすると、歩くとすると何時間も歩かないと

いけないという話になる。それを自然と働いている中でそうした活動量を獲得してい

るというのは、障がい者の方や高齢者の方にとっても福音になっているのではないか
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と思っている。 

 

（京丸園：鈴木氏） 

本当にすばらしい研究結果が出てきたなと思っている。今まで農業というのは自然

だから良いというふうに言われてきたと思う。現在、静岡県では農業と福祉と企業の

連携モデルというものを推進しているが、その中で企業の皆さんにメンタルヘルスと

いう点についても農業分野が使えるのではないかと言うと、皆が「そうですよね」と

言うものの、それではやってみますかと言うと、エビデンスがないとか論文がないと

かという話になる。要は、産業界の皆さんは、農業が良いというのは分かるけれど、

それをやると何に効果があるとか、何が起こるか分からないという怖さがあって手が

出せないという断り方をされることがほとんどである。 

そういった意味で、これからは農業というものが科学的にどういう効果があるとか、

栽培ということも含めて農業というものを科学として考えて、いろんな作用を科学的

に証明していけるようになれば、もっといろんな人たちが関われるようになってくる

と思う。その第一歩として中本さんや田邉さんの事例というものが、これから意味が

出てくるのではないかと思って期待している。 

 

（局：石橋参事官） 

私共もエビデンスというものをしっかりと証明すること、そのことによって農家の

方々もより一層そういった効果を分かり得て、農福連携の取組を始めてくれる方もい

らっしゃるのではないかということで実証調査を実施した。 

 

（会場参加者） 

作業効率の研究結果の中で、収穫作業において環境の変化に左右されやすいのかな

という印象を持った。その点に関して、指示を与える人が変わったりというような影

響があるのか、気候や天気などの影響が大きいのか、それとも気分によるところの影

響が大きいのかお聞きしたい。 

 

（金沢医科大学：田邉氏） 

指導する方や気分面をソフト、環境面をハードとすると、ソフト面・ハード面の両

方ともに影響があると思う。どちらの影響の方が大きいかというと、これをエビデン

スとしてきちんと出すとなると、可能かもしれないが結構大変だと思う。しかし、そ

ういったことも含めてこれから追加で研究できたらと思う。 

 

（笠間農園：笠間氏） 

今回の調査において、４週目の収穫量がすごく下がっているかと思うが、これは雑

草が多かったビニールハウスでの収穫作業の数字である。雑草が多い時には、やはり

障がい者の方の作業量は大幅に下がるが、同じハウスで作業をしている健常者の方の

作業量は、下がるけれどそれほど下がっていないというのは、先ほどから話されてい

るように、障がい者の方の作業効率は環境の変化などによってかなり左右されるとい
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うことなのかと思う。 

 

（会場参加者） 

私たちも農福連携に取り組んでおり、雑草が生えているところでは作業効率が落ち

たりするようなことがある。また、私たちのところでは精神科の利用者さんが多いの

で、気分の変調によって作業効率が落ちたりするということは感じており、そのデー

タが科学的に出たというところで、日々の支援等に取り入れていきたいと思う。 

 

（京丸園：鈴木氏） 

第４週目で下がっているが、そういう数値・数量を見た時に、多くの場合その人の

せいだと言いたがるが、農業経営者は作物のせいだと見なくてはいけないと思う。 

要は、健常者も障害を持っている人も下げており、人が遅いのではなくて、その作

物や環境に要因があったのではないかと考えるから、農業の現場を変えなくてはいけ

ない、もっと技術力を上げなくてはいけないというふうに、経営者の方へ矛先を変え

る必要があると思う。そういう意味で、なぜ数字が下がったかというところを笠間農

園さんはしっかり押さえていらっしゃるというところが、すごく大事なような気がし

ている。 

農福連携というと、障害を持った人のみに焦点が当たりがちだが、そこと組む農園

がどう変わるべきかという部分もしっかり押さえないといけないという意味で、数値

化されていると、その原因を追求しないといけなくなる。 

たぶん、笠間農園の社長さんはその数値を見て、自分が悪かったんだと、自分たち

の作付けなどが失敗したんだとか、草が無いように作っていればもっと上げられたか

もしれないと、反省の上に打ちひしがれていると思っているが、その辺りはどうか。 

 

（会場：笠間農園：笠間代表） 

雑草の多さや作物の大きさなどによって、作業効率にかなりの影響があると思って

いる。農業を発展させていくためには、鈴木社長がおっしゃるような視点で見直して

いかなければならないということを改めて感じている。 

 

（京丸園：鈴木氏） 

いろんな角度から物を見るということは大事なことであり、今回の調査結果は農業

者にとってもすごく重要なデータだと思っている。 

 

（オンライン参加者） 

田邉先生が「成長」という切り口で話をされたことにとても感銘を受けた。作業効

率ということで、正に定量化しやすい資料を用いたことは良かったと思うが、もう少

し定量化しにくい成長もあるのではないかと思っている。例えば、認知的に成長する

といったことを農福連携に取り組んでいる全国の方からエピソード的によく伺うこと

があるが、知的障がい者の方に与える好影響などについて、先生はどういうふうに思

われているか。 
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（金沢医科大学：田邉氏） 

たぶんプラスの効果はあるんだと思う。ただ、それをエビデンスとして出すとなる

と非常にハードルが高くて、どうすればいいかといえば、サンプル数をたくさん集め

るしかないのではないか。人数が少ないとどうしてもバラツキの影響が大きくなるの

で、その影響を少なくしようとすると被験者の数を多くすることしかないと思う。 

ただ、逆に言うと、それができるならば、しっかりとエビデンスとして出せる可能

性は十分あると私は思っており、今後に期待したい。 

 

（局：石橋参事官） 

今回、私どもが実証調査によるエビデンスを試みたが、農福連携を実践する中で好

影響として捉えていることについて、特に農業経営の観点から紹介いただきたい。 

 

（笠間農園：笠間氏） 

農福連携が農業経営に好影響を与えているものの一つとして、弊社ではすべて施設

外就労として年間６事業所に手伝っていただいているが、従業員というのは年間を通

じた仕事にあわせて雇用しており、農繁期というのは仕事量が増えて人手が足りなく

なるため、そこを補っていただいているというのがすごく大きい。 

今まさに枝豆の出荷が始まったが、それは７月～８月の２ヶ月間だけで、その間手

伝ってくれている事業所がいてくれるおかげで、この農福連携を始める前までの枝豆

の出荷量に比べると、６年経った今では５倍の量の出荷量になっており、農福連携が

農業経営を強くしてくれていると実感している。 

 

（あわら農楽ファーム：齋藤氏） 

弊社では、就労継続支援 A 型事業所から知的障がい者が 10 名、精神障がい者が２名

の計 12 名が施設外就労として働いている。知的障がいの方の作業状況を見ると、非常

に一生懸命でまじめであり、そのことが一般の従業員にも大きな影響を与えていると

感じている。 

弊社は水田を中心とした経営だが、土手や畦には除草剤をやらないように、年４回

の草刈りをしているが、草を刈った後の土手の景観がとてもすばらしく、地権者や地

元の方からも非常に喜ばれており、そういう噂や話題が隣の集落などにも伝わり、耕

作面積や作業受託が増えていく要因にもなっている。 

10 年ほど前は 20ha の水田を耕作していたが、今は 85ha と非常に増えてきている。 

年間売上げも３倍程度に上がっており、経営基盤の安定にも結びついている。 

そのことが設備投資にもつながっており、既にドローンやデータ管理システムを整

備している。数年前に乾燥調製施設や集出荷保管調整施設を新設している。今年から

無人田植機や無人のコンバイン等のスマート農業を取り入れて、高齢化の進む集落組

織の作業受託を実施することで、地域農業の担い手になっていきたいと考えている。 

また、従業員や利用者の処遇改善にも結びついている。今まで土曜日は隔週２日制

だったが、現在は 11 月から２月の農閑期には完全週休２日制にした。また、夏・冬の
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一時金も支給しており、農福連携の効果が利用者をはじめ皆さんに還元できるように

なった。 

 

（局：石橋参事官） 

今ほど農業経営に対する効果という面でご紹介いただいた。手元に配布している資

料にも掲載されているが、障がい者の方々と農作業のマッチングの仕方、安全かつ効

率よく作業を行う上での工夫等について、笠間様と齋藤様に発言をお願いしたい。 

 

（笠間農園：笠間氏） 

弊社では通年で小松菜やほうれん草の収穫作業に月曜日から金曜日まで入ってもら

っており、夏の枝豆の時期には６事業所すべてに入ってもらったり、季節毎に苗箱を

並べたりタマネギの苗の出荷など、人手が欲しい時に施設外就労としてきてもらって

いる。事業所毎にそれぞれの思いや得意・不得意などもあるが、弊社がやってほしい

全体量の仕事の中で、量の配分で足りなければもう一つの事業所を探してきてお願い

するということを繰り返してきている。石川県のアドバイザーをしていて、いろいろ

とマッチングをしていても同じことがいえるが、量と内容というものを照らし合わせ

て、うまくマッチングできるよう心がけている。 

農産物の選別作業はとても難しく、ここまでは出荷できるがここからは捨てるとい

ったラインがどうしても分かりにくいので、事業所のスタッフさんが理解できるまで

しっかり伝えたり、写真を撮ったり、実物を示して各事業所にお渡しして判断できる

ようにしている。また、グラム数や段ボールに何個入れるのかなどといったことにつ

いては、大きく書いて貼っている。 

 

（あわら農楽ファーム：齋藤氏） 

障がい者の方々の農作業は、水稲の場合、育苗ハウスの準備から育苗、田植え、乾

燥調製、草刈りなどである。露地野菜ではさつまいもの定植や収穫・選別、施設園芸

ではいちごとメロンの定植をしている。５月に観光いちご園が終われば、６月に根切

りをし、その苗を全部廃棄する。いちごの苗は毎回更新していくため、そういう作業

なども作業指導員と一緒に行っている。 

また、樹園地（柿）の剪定補助、通年作業としては、精米や玄米の袋詰め・販売作

業、かき餅（米菓）の販売、公園の管理（草刈り）などを実施している。 

作業の個別割当などは事前に A 型事業所の役員と調整している。最終的には A 型事

業所の責任者が、利用者の個別作業内容を当日に発表する。以前は事前に話をしてい

たが、当日変更になると、ちょっと対応しづらい傾向であった。 

その日の天候や利用者の体調などを見ながら、なるべく当日発表という形にしてい

る。コンビを組む場合も、経験の有無・長短、得意・不得意等も勘案して配置してい

る。その結果、利用者が互いにサポートし合い、教え合う中で会話が生まれ、コミュ

ニケーション能力が高まると思っている。 

指導方法では、利用者と作業指導員・従業員が一緒になって作業をしている。今年

初めて作業をする時には必ず現地で指導をする。昨年やっていたから今年は指導しな
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いということはしない。その他に座学、現地研修、現場指導、そして実務経験を繰り

返し、繰り返し行っている。特に雨のひどい日や暑い日には室内で座学研修を実施し

ている。 

安全に効率よく作業をするためのサポートとしては、農作業においてゼロリスクは

なく、必ずリスクはあると考えている。農作業などでヒヤリハットしたことがあれば

必ず報告をしてもらい、改善をしている。 

先ほど GAP の話があったが、弊社は取得にむけて検討しているところ。今年の３月

に GAP の GH 評価を受けたが、895 であり、まだまだ課題があると思っている。 

また、熱中症対策として水分補給の徹底、農業機械を使う時は、事前点検を徹底、

使用方法なども指導しているところ。 

今後はスマート農業機械の導入が農福連携を前に進めることになり、障がい者等の

作業領域も広がっていくのではないかと考えており、スマート農業を積極的に導入し

ていきたいが、価格が高いというのが課題である。 

 

（局：石橋参事官） 

引き続いて、農福連携の第一人者として、また、ユニバーサル農業を実践されてい

る鈴木様に障がい者の方が農作業を行う上で工夫していることや心がけていることな

どについて発言をいただきたい。 

 

（京丸園：鈴木氏） 

障がいを持った人たちが農場の中に入ってきてくれたおかげで、当然、障がいを持

った人たちの働く現場が増えていったりというところもあるが、その効果として、高

齢者の方が働きやすくなったり、高齢者の人たちが働きやすくなる中で女性が働きや

すくなったり、女性が集まってくる場所には若者が集まってくるという、そういう構

図が生まれ始めてきている。もっともっと障がいを持った人たちに農場にきてもらい、

障がいを持った人たちが農業ができるということを証明していくこと、いろんな人た

ちを自分たちの農園に巻き込むための一つのポイントになってくるのではないかとい

うことで、ぜひ、いろんな人たちの情報をこれから発信していきたいと思っている。 

弊社では、障がいを持った人たちの給料をどのように上げていくかというところに

もチャレンジしており、農園の工夫次第で障がいを持った人たちの給料をしっかりと

上げていけるということも数値として出てきている。 

事例発表にもあったように、やっていることは同じで、作業を分解し、その人に合

った仕事とマッチングをさせていく。そうしたことでスキルが上がっていく。先ほど

田邉先生からも報告があったように、ちゃんと伸ばせるんだという、その根拠のよう

なものが示されているように感じた。ぜひ、障がいを持った人たちの活躍の場を広め

ていくということで、農業経営も発展していくということにつながっていったらいい

なと思っている。 

実際に弊社が何をしているかというと、中本さんから報告していただいたように、

やはり GAP というものを農業分野の中にもっともっと丁寧に広めていく、これは決し

て認証をとるという意味ではなくて、生産工程をしっかりと管理して、誰がやっても
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同じ精度になるとか、安全だとか、衛生的だとかというものが担保できるような農業

というものを実現させようという取組として考えていけたらいいと思っている。 

笠間農園さんからもケアファームという話があったが、自分もその意見に賛成で、

オランダのケアファームではすごく重度の人たちが働いている。そういった人たちに

何から教えていったらいいかと聞くと、オランダのケアファームのマネージャーたち

は皆「整理整頓ができなかったら農業はできない」「種まきを先に教えるんじゃない」

と言う。やはり道具を置いてあった場所にちゃんと戻すとか、そういったことを理解

させたり、そういう仕組みを農業現場の中で持つということがいかに大事であるか。

農業を発展させるにも、いろんな人たちが働きやすい場所を作るにも、やはり整理整

頓とか清掃といったところが会社の中や農園の中でできないと働けないということを

アドバイスしてくれた。 

結果、作業の掃除の時間が短縮されてコスト削減になったり、整理整頓というもの

が農業経営にものすごく寄与しているという、それが逆にいうと、障がいを持った人

たちや高齢者の人たちが働きやすい現場なんだということも分かってきたということ

も含めて、あまり難しく考えずに、やはり分かりやすい農業、分かりやすい仕事場、

職場づくりのようなものをやっていくといいと思っている。 

 

（局：石橋参事官） 

これまでの笠間様、齋藤様、鈴木様の発言を受けて、今後の農福連携、ユニバーサ

ル農業の発展性、期待についてコメントがあれば、中本様から。 

 

（農研機構：中本氏） 

笠間さんからは、通年で作業を確保してマッチングによってそれを調整し、対応で

きる部分というのを探っていくというのが、作業委託という形のマッチングをすると

いうところで、すごくポイントになっているということを教えていただいた。 

作業環境整備については、掲示物を丁寧に貼ったり、見やすくするといったこと、

基本的なところをおさえていくというところが、障がい者を受け入れる環境というと

ころで重要だというふうに聞いていて思った。 

後は作業のメリハリ。休んでいいというか、手を抜いていいところはいいという、

そういう情報共有をフランクにやっていくことも重要だと感じた。 

齋藤さんからは、スマート農業の農福連携の可能性ということで、農福連携という

ものがスマート農業と融合して、もしかしたら障がい者の作業というものが減ってい

くんじゃないかという感覚が少しあったりもしたが、そうではなくて、逆に出来るこ

とを増やしていく、作業や業務分担が増えていく可能性があるという話をいただいて、

今後の研究に役立てたいと感じた。 

また、作業分担を事業所の方が細かく丁寧に指導されているということが、障がい

者の方の農作業のスキルアップにつながっていて、そこを手を抜かず継続的に毎年同

じ現場で指導をやるという、やはり指導者の力量やスキルというのも、農福連携を進

める上では大きく、取組の成果にも影響してくるということが話の中から伺えた。 

京丸園さんからは、また新しいデータを見せていただき、障がい者の方の給与のア
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ップにつながっている取組というのを具体的に教えていだいて大変参考になった。 

これまで、障がい者の方のためのというところで調査をさせていただいていたが、

そうではなくて、障がい者の方が営農の現場に入ることで高齢者の取組がスムーズに

いくようになって、更に高齢者の方ができることが増えると女性の方も増えて、それ

で若者も増えていくということで、一つの営農現場における多様性というか色という

のが、障がい者の方を受け入れることでいろんな人が入ってるという、障がい者を起

点にユニバーサル農業というものが可能になっていくんだということを話を伺って思

った。 

GAP についても、分かりやすい作業環境にしていくということが、やはり障がい者

を受け入れる環境の中で一番重要なんだなというのを写真をとおして確認できて、と

ても参考になったと思っている。 

全体的な感想を述べると、私は農業分野からの研究だったので、障がい者の方の工

賃とか給料アップのために、個人の豊かな経済活動のための就労、そのための農福連

携というようなとらえ方をして研究をしてきた。しかし、本日の田邉先生の話などを

聞いていて、それだけではなくて、個人の内面に焦点をあてて、個人の精神的な身体

的な健康というのも含めてどういう効果が取組の中で得られるのかというのを定量的

に把握して示していくことの必要性も改めて認識できた。そして、そういった成果を

いろんな方が共有できる機会が増えることで、実際に農福連携を実践されている方が、

作業している方（障がい者等）に対する作業評価の仕方を変えたり、その作業がその

人にとってどういう位置付けなのかというのを広い視点で評価できるようになるきっ

かけが生まれたりするのかなと感じて、大変参考になる話を聞くことができたと思っ

ている。 

 

（金沢医科大学：田邉氏） 

いろいろと話を聞いていると次のアイデアがたくさん出てくる。中本さんの発表の

中で、医者として非常にインパクトがあったのが、10 万人当たりの農作業死亡事故発

生件数が 16.7 人という話である。相当危ない数字である。 

例えば、一つのアイデアとして、障がい者が働いていてそこで発生するアクシデン

トやインシデントの発生率を健常者と障がい者で比べると、たぶん、そこまで大きな

違いはないのではないかと思う。違いがないというのは非常に良いことで、何となく

障がい者の方を雇った時に、何かあったらどうしようという気持ちがどうしても先に

きて、受け入れを躊躇してしまうことがあると思うが、いやいやそうではないんだと、

障がい者も健常者も事故の起きる発生率に差がないんだということがいえると、これ

もまた農福連携の推進に非常にプラスになるのではないかという気がしている。 

先ほど中本さんから、個人に着目をしてその人の健康効果はどうなのかといった話

があったが、産業医学関係のところでは健康経営がよく言われている。働いている方

の健康というところにも着目しないといけないし、そこをちゃんとフォローして経営

していると業績もあがっていくという、そういうエビデンスもあったりもして、その

健康経営に関していうと、これからの農業経営者にとってもものすごく必要になって

くる要素だと思っている。特にこれから障がい者の方の高齢化の問題というのが大き
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な問題になってくるが、先ほども話にあったように、農業が晩年まで働けるというこ

とを考えた時に、ピンピンころりではないが、健康経営の視点というは非常に大事に

なってくるのかなと感じている。 

 

（局：石橋参事官） 

今回、私共としても農作業と睡眠の観点からエビデンスとして一定の成果がでたか

なと思っている。ただ、まだ解決すべきというか、やっていくべき事項は多々あると

受け止めている。 

北陸農政局では農福連携に関係する部局が横断的に取り組むために「農福連携推進

チーム」というプロジェクトチームを設置しており、今回の調査結果をもとにこのメ

ンバーを中心に関係する方々と連携して一層の農福連携の推進に努めていきたいと思

っている。今後も、現場で活躍する皆さんのご意見を賜りながら農福の推進に進めて

いきたいと考えているので、引き続き、ご助言、ご指導をいただきたい。 

 

以上 

 


