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﹁農福連携﹂
の国民運動化にチャレンジ

障がい者だけでなく、
高齢者や生活困窮者、
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元受刑者などにも門戸を開く
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﹁農業×福祉﹂で未来を元気に！
1972年宮崎県生まれ。93年農

私は宮崎県日南市のかんきつ
農家に生まれ︑高校卒業後は家
業を継ぐつもりで農林水産省

生産活動に参画することで︑こ

それぞれの特性を活かした農業

れらの課題はもちろん︑地域コ

きました︒農林水産省に入省し
てからは主に農産物の生産振興

賃金︵工賃︶や生きがいの向上

ミュニティの維持や障がい者の
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公務員試験を受け
たところ合格でき
たので︑両親に﹁行
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政の立場から農業
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昨今の農福連携の形態として

作業の細分化や標準化が
障がい者の可能性を引き出す
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農業と福祉にとって
Win Win の取り組み

農業と福祉の双方の課題を解決する﹁農福連携 ﹂が注目を集めるなか︑農 林水 産省では2 02 1 年 月に都 市農 村 交 流 課 内に農 福 連 携 推 進 室を設 置した︒
そこで︑今号では同室の井上 達也 課長補 佐に農福連携の特 色や課 題 ︑そして農 林 水 産 省による推 進策などについて話してもらった︒
林水産省入省。 同省九州農政
局、東海農政局、消費・安全局、
生産局などを経て、2021年より
現職。
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雇用②障がい者就労施設が農業

は︑①農業経営体が障がい者を
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ところです︒農林水産省が策定

成に注力している
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ケースについては︑特例子会

するそのほかのハードやソフト

を 回洗い︑重ねるようにして
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