
「農福連携」シンポジウム 2017.2.14 

生活困窮者、引きこもりの受け入れを中心に

これまでの共働学舎新得農場が果たしてきた役割と今後の課題について

農業と福祉の両立を模索して 共働学舎新得農場共

代表 宮嶋 望

共働学舎とは

宮嶋真一郎は長野県小谷村で理念を実行すべく共働学舎を設立（1974 年） 

 構想の実現を目指し“自労自活”を実現するのが我々の仕事

新得共働学舎の現在

75 人の内約 40 名がなんだかの負担を抱えている。 

生活に必要な経費は賄えるようになった。生産品の品質が経済を導いてくれた

集まって来た人は“社会が解決できない問題は何か”を伝えに来た“メッセンジャー”

～共働学舎新得農場が果たしてきた役割～

社会的な枠から外れ、40 年にわたり社会実験をしてきた 

誰もが活躍するために活かしたい 3 つのこと 

1． 苦痛や不安は乗り越えられることを知る 

2． 健康や安心に結びつく食べ物や環境を作る技術を確立する 

3． 経済優先より、「いのちを活かす」価値観に基づき生きる 

農業と福祉と共通していることは共に働くのは“生きているもの”、

固定された概念ではない

生きているものの可能性を引きだす方法は同じ!! 

生き物は環境を整えれば指示が無くても動き出す?!

ただ、人間だけは一筋縄ではいかない

長沼先生の生きやすくするセミナー

Highly Sensitive Person は生まれながらの気質 

潜在意識を知り、受け入れる

自分で生き方を決めることで、生きる手応えを得て、幸せ感を得る

健康づくりのワークショップ 心の変化 怒りが消えると仕事への意欲が湧く

モノづくりの現場で自分のできることを自分で見つける！

資料1



農業の方向性は 

収益目的の農業から「人を活かし、いのちを活かす農業」で収益を上げる

生産量を追うことから品質の追及へ

チーズ（食べ物）の品質を保つために、“乳を運ぶな！”（機械化するな）

微生物を活かすために「生きている場」を作る

微生物、作物、家畜、生き物を活かすことで、本場が認める品質を得る

土地の個性を表現し、他では真似のできないものを作る ⇒ 品質保証 GI へ 

～これからの課題～

「いのちを活かす」価値観に基づく生活スタイルを確立

管理をしないで共に生きる価値観と仕組みを拡げる

「いのちを活かす」価値観をどの様に拡げるか

ソーシャルファームマークの実践

社会的な枠の中で、すでに始まっている新しい試み

デイケアーセンター“夢のみずうみ村”、自分でスケジュールを決める

フランスの“ジャルダン・ヌ・コカーニュ”市民、企業、行政の連携

フランスからの“ユマニチュード”その人を中心としたケアー

どんな人にも敬意と尊厳をもって接することで、自ら可能性を広げていく!! 

農福連携を成功させる秘訣は「生きる力」を見つけ引き出すこと、

急がず、焦らず、感謝と喜びと楽しさを忘れずに!! 

協力して良質なモノづくりをしていると道は開け、希望の光が見えてくる!! 



共に働きともに生きる

農業と福祉の両立を模索して

NPO法人共働学舎 新得共働学舎

農事組合法人 新得共働学舎

宮嶋望



構想を実現するのが我々の仕事

“自労自活”

共
働
学
舎構

想

競争社会ではなく協力社会を

手づくりの生活を

福祉事業への願い

真の平和社会を求めて

1974年創設



新得共働学舎の現在

・ メンバー数約75人 農地約120ha
（半数は負担を抱えた人たち）

・ 酪農、チーズ生産、有機野菜生産、
工芸などから生活に必要な経費は
賄えるほどになった。
（総売り上げ約2億2000万円）

・ ゆっくり作る「さくら」「ラクレット」
は世界のナチュラルチーズの“品質”
に手が届いた。

品質が経済を導いてくれた！



集まってきた人は…

自閉症、癲癇、弱視、統合失調症、躁鬱、
引きこもり、ＬＤ，アスペルガー症、ホル
モン異常症、サリドマイド症候群、舞踏病、
ホームレス、ＤＶなど社会適応の難しかっ
た様々な困難を背負った人々。

‟社会が解決できない問題は何か”を

伝えに来てくれた「メッセンジャー」

そのほかにチーズ、有機農業、共同生活、
などを体験したい人などゆっくりした生活
をしつつ、生産を挙げ自立を目指したい人
たち。そして、ここで生まれた子供たち。



38年間を経てメッセンジャーから受け取った

誰もが活躍するために活かしたい3つのこと

I. 苦痛や不安は乗り越えられることを知る

II. 健康や安心に結びつく食べ物や環境を作る技術を確立

III. 経済優先より、「いのちを活かす」価値観に基づき生きる



共通しているのは共に働くのは生きているもの。
生きているものの可能性の引きだし方は同じ!!
環境を整えれば指示を出さなくても動き出す!!

負担を抱えた人たちと生きることとチーズ作りは全く違った世界のように思われるが



環境を整えれば指示を出さなくても動き出す?!
• 環境を整えるとは？

気（エネルギー）の流れる場を炭・・自然素材で作る

水を「生きた水」に活性化

食べ物を「生きたエネルギー」のあるものに

ところが人間だけは簡単にはうまくいかない!!

• 自然に行動することを妨げている“壁”を知り、避ける知恵を学ぶ

自分の感覚をマイナスに考えず、受け入れる

周りからの指示や強制を無くし、自分で決める

自律へのステップ 解放後の反動をコントロールする知恵を学ぶ



どうやって生きやすくするかのセミナー

２０１６．５．２８.



長沼先生のＨＳＰについてのセミナー

とても感じやすい人

病気ではない、生まれながらの気質!!

15～20％

感覚にマイナスの
意味づけ!!



敏感過ぎる自分を好きになるには?!

潜在意識を知り、受け入れる



Ⅰ. 苦痛や不安は乗り越えられることを知る

自主性を全面的に認める

毎日朝食後のミーティングで「今日
○○をやります」と自己宣言する。

↓

自らの人生を主体的に捉える

↓

自己決定力を養い、

ストレスを最小限に

生きる手応え⇒幸せ感を得る‼

隠された可能性を引き出す!!
指示、強制、親切なおせっかいは無し!!



Ｄｒ．バリーの
幸せの処方箋

ウイスコンシン大学で始まった
米国教育の見直し

指示（強制）⇒ボランタリー
自主性を活かす

左脳の前頭葉の重要性‼
・思考

・決断 手応え
・実行

・感情 口惜しい、うれしい、楽しい

⇒ 幸せ感‼



自分で見つける自分の可能性‼



新得共働学舎のものづくりと生活



もの作りの現場 農業①



もの作りの現場 農業②



もの作りの現場 豚、鶏



四季の味わい便



もの作りの現場 羊～工芸①



もの作りの現場 羊～工芸②



健康づくり 歌と絵のワークショップ

シ
ナ
プ
ス



心の変化が現れる

怒りから調和へ

落ち着くことで仕事への
モチベーションが上がる



～農業と福祉を両立するために～

どうやって経済を回してきたか?!
• 手づくり、手を使うことで競争力を入手できる（高品質、個性）

• “ほんもの”を目指し、作っていたから本場で認められ売れだす

• “ほんもの”の食べ物とは出来るだけ機械や人為的なものを外し
た自然の贈り物というイメージがある

• 手づくりをすることで風味を壊さずに魅力を付けられる

• この魅力に経済価値を付ける工夫をする（コンクール、マーク）

• 共同生活を自ら作り出すことで生活コストを極端に下げられる

• 一人独りの成長が財産、人を育てるための経費は惜しまない!!



風土を活かす酪農・チーズ製造へ

Ⅱ健康や安心に結びつく食べ物や環境を作る技術を確立



放牧に強く、粗飼料消化効率の高い
ブラウンスイス牛

植物生態系・動物生体内は

全て“生きている場”



もの作りの現場を生きている場へ 酪農～チーズ



ジャン・ユベール氏

元仏ＡＯＣチーズ協会会長

品質保証・地理的表示
GIの提唱者



生産量から品質へ
• 生産量で競争力を持つことの前提は自由貿易

食糧は世界政治の戦略物資

一つの価値基準で切り捨てる

グローバルスタンダード

• 品質の認証・保護制度を作ることで土地に生きる生活
を優先にするAOC・IGPの考え方

多くの価値基準を包含

ローカルスタンダード

ユベール氏のアドバイスは “乳を運ぶな!!”
その意味は?

食べ物の素材が持つエネルギーを機械で削がない!!



「乳を運ぶな!!」 を図面へ

炭埋



炭埋はエネルギーの流れ（生きている場）を作る

e－

Ｖ

古来からの日本の知恵！



可能性を引き出す環境要素は、人にも微生物にも同じ

「生きている場」

エネルギーが流れる場
・自然素材を使う
・炭を使う技術
・Biodynamic

「活きている場」をつくり
無 臭 で ハ エ の い な い 、
ストレスのない牛舎を実現

心身の健康を整える環境
要素が見えてくる



牛舎からチーズ
工房までを建設

H3年



ルーシュで型入れ

水分が抜けると
チーズとなる



さくらの花を
のせる

さくらの葉から

香りをつける



２００４年スイス
金メダル＆グランプリ

経済的に不利な地域に住む人たちが、自然が与える
おいしさという利点を経済価値に替えるために創めた。





良い味を出すには良い青草が必要!!

土地の個性を味で表現



Ⅲ. 「いのちを活かす」価値観に基づき生きる

• 社会的に居場所をなくした人たちの声を聴き、隠れていた可能性を活かし
モノづくり、生活をできるような地域づくりを目指す

• 食べ物の美味しさ、機能性、生産の背景の社会的な意味を示し
理解を広め、結果として新しい経済価値が生まれる

＊山のチーズのオリンピックへの参加

＊ソーシャル・ファーム・マークの普及

・法務・厚生行政との協力体制づくり

経済優先ではない、新しい価値観を広げていく!!



夢のみずうみ村デイケア―
~今日することを自分で決める～



みんなちがって、みんないい

同じに管理をしないで、みな違うことを自分で決める！



ジャルダン・デュ・コカーニュ
（オリジナル版ジュネーブ）



ジャルダン・デュ・コカーニュ
（発展型・フランス版）



フランスから学ぶ市民活動と行政の協力
――ジャルダン・ヌ・コカーニュの実例――

有機野菜の契約栽培と
生活困窮者への仕事場の提供

ソーシャルファームと呼ばれて



介護福祉の新しい考え方、ユマニチュード

“その人を中心としたケアー”
の初めての哲学



どんな人でも明るく生きられるように

共に生きる仲間として、管理ではなく、
本人の人生を自分の意志で生きる!!



農福連携を成功させるために

農業・福祉は同じく生き物と向き合っている!!

炭・自然素材で微生物を活かして醗酵

醗酵の力で土づくり、水づくり、作物づくり

家畜をリラックスさせ良い素材で手づくり加工

人の心のブロックを外す方法を学ぶ

自主的に生きることで手応えを持つ



大きな家族のように、たまには楽しい時を持つように！



fin




