
信濃町産業観光課
みんなでつくるふるさと

信濃町における 
農福連携のとりくみ

農福連携シンポジウム in 信濃町

令和4年2月2日



１．信濃町のこと



１．信濃町のこと 
　○標　　高　520～2,063m 
　○面　　積　149.3平方km 
　○最高気温　 34.6度 
　○最低気温　-16.3度 
　　※平均気温の推移は函館市と類似 
　○最深積雪　135cm 
　　※特別豪雪地帯 
　○主な産業　農業、観光 
　　・妙高戸隠連山国立公園 

・黒姫高原、野尻湖 
　　・歴史、文化 

・ナウマンゾウ化石等大衆発掘 
・俳人：小林一茶生誕・終焉の地 
・ミヒャエル・エンデ文学資料 

　　・レジャー等 
・黒姫高原スノーパーク 
・タングラム斑尾
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農業 区分 所得総額 人数
営業所得 350,927,015 518
農業所得 -13,617,719 496
不動産所得 193,895,762 218
給与所得 7,512,032,874 4257

年金（雑）所得 1,363,468,418 3801
資料：税務会計課（住民税課税状況調）
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○深刻な労働力不足（従事者高齢化）

長野地域市町村農業産出額の比較
地域経済分析システムRESAS

農業就業人口の平均年齢
地域経済分析システムRESAS

中山間地域におけるドローンによる防除 RTK-GPS制御による畦畔草刈機の自動走行



7.96%

92.04%

障がい者 
身体障害者　　470人 
知的障害者　　  74人 
精神障害者　　102人 = 646人

2020年4月1日　人口8,115人

就労継続支援B型　１事業所

地域活動支援センター　１事業所

全国平均　約7.6％ 
信濃町　　約7.9%

生活困窮者やひきこもり等、何らかの社会的支援
が必要とされる方やその家族を含めると数倍にも

通常の事業所に雇用されることが困難で、雇用契約
に基づく就労が困難である方に対して行う就労の機
会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その
他の必要な支援事業

地域に暮らす障がい者や障がい児が利用するために
通う施設。障がいを持っている方は、積極的に活動
することが難しい場合もあり、孤立しがちになって
しまうこともあるため、昼間の居場所や生きがいづ
くり、創作的活動や生産活動の機会などを提供 



～令和元年６月ごろのはなしです～

信州の伝統野菜「ぼたごしょう」栽培拡大

千曲市の漬物屋さんが、加工
用のぼたごしょうを、もっと
引き取りたいそうです。

いままでと違うアプローチで
模索してみます。。

長野普及C 役場

道の駅しなの 直売所宮城商店（千曲市）

相談

もっと、使いたい！

現状で精一杯です。。

相談 相談

・生産者高齢化 
・加工用は安い 
・生産者減少 
無理っす・・
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加工品

人気商品♪

あざーっす

伝統野菜を テコ入れ

以前、別の仕事で関係があっ
た福祉事業所の仕事にならな
いか？？WIn-Winじゃない？



全敗 
（２戦２敗）
各事業所から丁寧なお断りの御電話をいただく

・伝統野菜は地域のアイデンティティ！ 
・出荷規格等制約が少ない加工用！ 
・単価は低いが全量買取！ 
・コンテナ出しで出荷は簡単！ 
・身体への負担が少ない軽量作物！

『農業経営しませんか！』

▷敗因分析 
　・すべて農業視点からの提案 
　・事業所は農家ではない 
　・事業時間がある 
　・スタッフに経験者がいない 
　・農業経営は全くの未体験ゾーン

事業者側の不安をまったく理解していなかったことが判明

提案資料を作り、福祉事業所へ持ち込み



○知る 
  2019.10　県再生協主催「農業労働力確保支援研修会」参加 
　　　➡意義や具体的な取り組み事例や支援制度への理解 
　2019.11　農水省主催「農福連携支援研修」参加 
　　　➡各地の優良事例から地域づくりに繋がる可能性を知る 
○計画する 
2019.11　策定中だった「第４期信濃町地域福祉計画」に”農福連携” 
         を位置づけ（てもらうよう、策定関係者に耳打ち） 
　　➡行政は各種様々な計画に基づいた施策立案が原則 
○賛同者を探す 
　2019.10　１事業所が2020年からの実施に向けた検討をスタート 
　2019.12　農福連携を理解し共に取組んでくれる農業者探し 
　　　➡声がけの結果、３名の方から賛同を得た 
○資金を確保 
　2020.1　啓発事業のため長野県地域発 元気づくり支援金を申請。 
　　　➡新規事業の予算要求は特定財源とセットですべし（財政担当）

※新型コロナウィルスの
影響で事業取りやめ

水戸ほ場で３日間の研修

大きな転機

夜は福祉と経営を学ぶ



信濃町営農支援センター
協力：NPO法人 
長野県セルプセンター協議会

農業者 
（個人、法人）福祉事業所

無料職業紹介事業モデル
JA松本ハイランドさん方式

作業依頼作業請負

業務委託契約

紹介  あっせん

農業就労サポーター 
（農家、農業経験者）

農業就労チャレンジ事業の活用（長野県セルプセンター）

利用者

利用者

利用者

事業所職員

サポート

作業指示

職員等の農作業技術習得をサポート

農業経営者

農業者は自分の仕事に集中できる

信濃町役場 
信濃町農業委員会 
JAながの



地域にはすでに農福連携の実践者が存在 
　○認定農業者Dさん（67） 
　　・JA退職後、地元でJA出荷によるピーマン栽培等をはじめる。 
　　・約50a（一部水田転作）、特別栽培ピーマン7000株を栽培。 
　　・繁忙期は地域の高齢者、障がい者（！！）等10名程度を雇用。 
　　　➡ 多様な方々の活躍の場を地域に創出されていた



2020年４月 「農福連携の件は白紙に…」

コロナめっ・・・・

蘇る、記憶・・

新型コロナウィルス感染拡大

長野県セルプセンターさんが各方面に働きかけ
てくださり地域活動支援センターの参加決定

いきなり挫折

事業所名称『ひだまりセンター』



双方の”不安”を払拭することに注力

担当者自ら、半日の収穫作業体験 
作業負荷を体験した上で対話

実際のほ場で関係者全員による事前の
打ち合わせ

必要な用具等は、営農支援センターで
調達し、事業所へ貸し出し

ピーマンのヘタを切り取る際に、果実
を傷つけないよう先端が湾曲したハサ
ミに交換。作業効率もアップ。

シーズン最初に、目揃い会で収穫基準
などを確認

サイズの見極めは経験者でも難しい。い
かに見分けられるかで収量に差が出る。



規格外品の一部を学校給食で利用いただ
いた

シーズン終了後、関係者が集まり、今季
の反省と改善点などを話し合った

事業所のなかでも、外作業が好きな方々が農作業に従事された

報酬は、収穫したコンテナ数で算定。



ピーマン農家D氏、実はぼたごしょう作付面積も町内で最大

宮城商店（千曲市）農福連携で加工用ぼたごしょうも収穫し宮城商店さんへ納品

取り組みをはじめてからも、常にみんなで改善策を見つけていく 

そもそものきっかけ（伝統野菜の取組）があっさり達成された

○農福連携で伝統野菜の栽培拡大　　　　➡　地域食文化継承の要に

○加工事業者との繋がりを深める 　　　  ➡　ノウフクJASの取得

○繁忙期が異なる地域間での連携模索　　➡　長期間の農作業従事



主役は、農業者と障がい者　=　地域住民

信濃町に住む誰もが、暮らし続けられる地域社会の実現


