
 

 - 1 - 

平成 24 年度中国四国食料・農業・農村情勢報告「特集編」の要旨 

 

 

第１章 社会的養護を必要とする児童やニート等の現状等 

１ 社会的養護を必要とする児童の現状と課題 

 

 

 

 

 

（１） 社会的養護について 

 

ア 社会的養護の理念と機能 

社会的養護の理念は、「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもをはぐ

くむ」という考え方。その機能には、「養育機能」「心理的ケア等の機能」「地域支

援等の機能」が挙げられる。 

イ 要保護児童 

児童福祉法では、満 18 歳に満たない者を「児童」と定義している。保護者のない児

童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を「要保護児童」と

いう。 

ウ 社会的養護の施設等 

社会的養護の対象児童は約４万７千人。このうち、本特集編では、施設養護の中で

入所児童が最も多い「児童養護施設」と、家庭養護の大宗を占める「里親」を代表例

として検討した。また、児童養護施設等を退所した児童等が 20 歳になるまで入所でき

る「自立援助ホーム」についても対象とする。 
 

 

表－１ 施設数、児童数等 

資料：厚生労働省「社会的養護の現状について（参考資料）平成 25 年３月」 

社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児

童を、公的責任で社会的に養育し保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家

庭への支援を行うこと。本特集編は、このような養育や支援の過程で、「食」や「農」

がどのように関わることができるか検討。 

社会的養護の対象児童は、約４万７千人 

「食」や「農」が有する子ども等への自立支援の力 
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（２）社会的養護の現状 

 

ア 要保護児童数の増加 

要保護児童数は少子化に逆比例して増加しており、ここ十数年間で里親等への委託

児童数は約２倍に、児童養護施設の入所児童数は１割、乳児院は２割、それぞれ増加

した。 

 

 

 

 

 少子化に反して要保護児童数が増加している原因として、児童虐待の増加が挙げら

れる。全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、児童虐待防止法施行

前の平成 11 年度に比べ、平成 23 年度には約５倍に増加している。 

 

 

 

イ 児童養護施設の概要 

平成 25 年４月１日現在の施設数は、全国 591 か所、中国・四国地域 70 か所。その

５割が大舎制であり、定員 100 人を超えるような大規模施設もある。 

近年、社会的養護が必要な子どもは、できる限り家庭的な環境で安定した人間関係

図－１ 要保護児童数の推移 

資資料：厚生労働省「社会的養護の現状について（参考資料）平成 25 年３月」 

少子化に逆比例して、社会的養護が必要な児童は増加 

図－２ 全国児童相談所における児童虐待に関する相談件数 

 資料：厚生労働省「社会的養護の現状について（参考資料）平成 25 年３月」 
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の下で育てることが必要と考えられるようになってきており、施設のケア単位の小規

模化(小規模グループケアやグループホーム1化等)が推進されている。 

 

ウ 自立援助ホームの概要 

自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した20歳未満の児童

等であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認め

たものに対し、これらの者が共同生活を営む住居において、相談その他の日常生活上

の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業である。 

平成25年４月１日現在の施設数は、全国100か所、中国・四国地域14か所。 

 

エ 里親の概要 

里親とは、児童福祉法に基づき要保護児童４人までの養育を家庭に委託する制度で

ある。里親制度の趣旨は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和

のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛

着関係の形成等児童の健全な育成を図るものとされている。 

また、ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）も、養育者の住居において

児童の養育を行う制度であり、児童５～６人の養育を行う点で、里親を大きくした里

親型のグループホームということで生まれた経緯がある。 

里親等委託率2については、制度が異なるため単純な比較はできないが、欧米主要国

では概ね半数以上であるのに対して、日本では１割と施設養護への依存度が高い。 

 

 

 

（３） 社会的養護の課題 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 グループホームとは、本体施設の支援の下、地域の民間住宅等を活用して家庭的養護を行

うもの。 
2 里親等委託率とは、社会的養護を受ける子ども（里親及びファミリーホームへの委託児童

数＋乳児院及び児童養護施設の入所児童数）のうち、里親及びファミリーホームへの委託児

童数の割合。 

 （％） 

図－３ 各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合（2010 年前後の状況） 

資料：厚生労働省「社会的養護の現状について（参考資料）平成 25 年３月」 

低い大学進学率、食における経験・体験不足、退所後も続くハンディ 
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ア 児童養護施設 

（年長児童の進路） 

入所児童の大学進学率は11.0％で、一般（全高卒者）の53.9％に比べて著しく低い。

入所児童の多くは、高校卒業後には施設を退所し、自立しなければならない。 

（食生活等） 

施設では、調理員が厨房で調理した給食を、食堂で食べるスタイルが大半であるこ

とから、日常の生活の中で、食材の購入から料理までの過程を側で見たり、一緒に行

ったりすることが難しい。また、家族で出かける外食や来客を迎えての食事等、多様

な食事の機会も不足している。 

（退所後の課題） 

施設に入所している児童の多くは、就職する際に、自分でアパート等を借りる必要

があるが、住宅の賃貸契約に際し、保証人がいなくて困ることがある。また、住宅の

確保を職場に依存している場合は、雇用状況が変化すれば住宅を失い、ホームレスに

陥りやすくなる懸念もある。 

 

イ 自立援助ホーム 

自立援助ホームは、本来は、児童養護施設よりも、自立度の高い利用対象を想定し

ていることから、人員配置や事業費は少なく、食費や光熱水費等各ホームで設定した

利用料を入居児童が負担する仕組みとなっている。 

しかし、実態としては、諸事情により自立した生活が困難であるため利用している

場合が多く、20歳になっても自立できず、私的契約で継続利用している例もある。 

 

ウ 里親 

平成23年度の里親等委託率は13.5％。「子ども・子育てビジョン」（平成22年１月

閣議決定）では、平成26年度に16％とする目標を設定している。また、厚生労働省の

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会は、ビジョン目標達成後その後の十数

年間で、里親等委託率を３割以上へ引き上げる目標を掲げて推進すべきとしている。 

 登録里親確保の課題としては、里親制度の社会的認知度が低く、新規委託可能な登

録里親が少ないこと、現在の登録里親の高齢化等がある。 
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図－４ 登録里親等の推移 

資料：厚生労働省「社会福祉行政業務報告－平成 23 年度－年次推移統計表」 

 （世帯／人）  
19,275 
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（４）「食」や「農」の視点からの取組 

 

ア 子ども・子育てビジョン 

「子ども・子育てビジョン」（以下「ビジョン」という。）では、冒頭に、「子ど

もは社会の希望であり、未来の力です。子どもの笑顔があふれる社会は個人の希望や

夢を大切にする社会です。だからこそ社会全体で子どもと子育てを応援していきたい

と思います」と宣言している。 

また、ビジョンの基本的な考え方では、「多様な家族形態や親の就労の有無に関わ

らず、すべての子どもの育ちと子育てを切れ目なく包括的に支えます」と、ライフサ

イクル全体を通じて社会的に支えることとしている。 

さらに、ビジョンの主要施策の中では、「里親やファミリーホームの促進、施設の

ケア単位の小規模化など家庭的養護の拡充（中略）等により社会的養護の充実を図り

ます」と、特に支援が必要な子どもが健やかに育つよう取組を進めるものとしている。 

最後に、ビジョンは、今後の取組に向けた推進方策において、「政府を挙げて、子

どもを生み育てることに夢を持てる社会の実現のための施策を強力に推進します」

「社会全体における理解と広がりをもった取組の促進のため、（中略）広く社会に向

けた情報発信を行います」としている。 

このようにビジョンにおいては、すべての子どもの育ちと子育てを社会全体で支援

するものとして、特に支援が必要な子ども（要保護児童等）が健やかに育つように社

会的養護の充実を図ることとしている。 

 

イ 「食」や「農」が有する機能や効果、役割等 

「食料・農業・農村基本計画」（平成22年３月閣議決定）では、「農山漁村における

安らぎ、癒
いや

しの機能や、農作業等の体験を通じた教育的効果、心身機能の回復・向上

や健康の維持・増進等、農林水産業・農山漁村が有する教育、保健・休養等の多面的

機能に注目し、都市と農山漁村、関係府省が連携して、農山漁村を教育、医療・介護

の場として活用するための施策を推進。その際、これらの機能の効果を調査・検証し、

具体的な施策の実施につなげる」「子どもを農山漁村に宿泊・滞在させるとともに、

農林水産業等の体験を行わせ、当該地域の人々との交流を深めるなどの取組も重要で

ある。こうした取組については、農山漁村への経済効果のほか、子どもの生きる力を

育むなど、教育的な効果を得られていることを踏まえ、関係府省で連携し、受入体制

の整備等を促進する」としている。 

このことから、「食」や「農」が有する機能や効果を活用して、子どもの育ちと子

育てを支援することが可能であるだけでなく、「食」や「農」には子どもの育ちと子

育てを支援する役割がある。 

 

ウ 要保護児童の自立に「食」や「農」が支援できること 

 本特集編では、社会的養護の課題やビジョン、「食」や「農」の有する機能及び

役割等を踏まえて、社会全体で要保護児童を支援するといった視点から、食や農業

・農村の様々な資源（人や農地、技術等）や機会を活用した支援の可能性を探るた

要保護児童を社会全体で育てるために、「食」や「農」が支援できることを探る 
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め、社会的養護を行っている施設等（児童養護施設、自立援助ホーム、里親）に加

え、退所児童等アフターケア事業の運営者、農業者・農園等を訪問して調査・聞き

取りを行い、さらに児童養護等に関する有識者と意見交換等を行った。 

 

２ ニート等の現状と就労支援 

 

 

 

 

 

 
 
 

（１）ニート（若年無業者）の状況 

 

平成 24 年時点における若年人口 2,733 万人のうち、ニート（若年無業者）の人

口は約 63 万人（2.3％）。 

 

（２）ひきこもりの状況 

 

 

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 15.3 万人  

狭義のひきこもり 

23.6万人 

自室からは出るが、家からは出ない 3.5 万人 

自室からほとんど出ない 4.7 万人 

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する 準ひきこもり 46.0万人 

計 広義のひきこもり 69.6万人 

資料：内閣府「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」 

 

（３）ニート等への就労支援 

 

ア 地域若者サポートステーションの概要 

ニート等の若者に対しては、地域若者サポートステーション（以下「サポステ」と

いう。）において、一人一人の状態に応じた相談を行い、若者と課題を共有しつつ、そ

の職業的自立に向けた支援が行われている。 

サポステ事業は、厚生労働省と地方自治体が協働し、働くことに悩みを抱えるニー

ト等の若者の職業的自立を目指し包括的に支援する事業であり、若者支援の実績やノ

ウハウを持つ地域の NPO 法人等に事業を委託している。 

平成 24 年度のサポステ事業選定団体数は、全国 116 か所、中国・四国地域 16 か所。

進路決定者数は年々増加し、サポステに寄せられる期待は大きくなっている。 

 

 

 

 

15～34 歳で、仕事も通学も家事もしていない若年無業者は、約 63 万人 

狭義のひきこもりは 23.6 万人、広義のひきこもりは 69.6 万人と推計 

サポステにおける職業的自立に向けた支援のプログラムに農作業を活用 

少子・高齢化が進展する中で、次代の担い手である若者が自立を果たせないまま

でいることは、社会全体にとって大きな損失。 

ニートやひきこもり等社会的自立が困難な若者（以下「ニート等」という。）が

置かれている現状は、本人の努力不足によるものというより、社会環境の大きな変

化によるしわ寄せが若者に及んだ結果が大きいと考えられており、このような問題

についても、社会全体で取り組み、支援することが必要。 

表－２ ひきこもり群の定義・推計数 
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 資料：厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室 

 

イ 就労支援の状況 

全てのサポステにおいて、事業開始当初より、①キャリア・コンサルタントが若者

一人一人の状態にあった相談支援を行うとともに、②コミュニケーション訓練等のス

テップアップのためのプログラムの作成、就職活動実施に向けての講座、保護者向け

セミナー等を実施し、さらに、③職場見学・体験を行うこと等により、職業的自立に

向けた支援を行っている。また、平成 22 年度より、一部のサポステにおいて、高校中

退者等に対するアウトリーチ（訪問支援）や生活支援・学び直し支援を行っている。 

650
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図－５ 進路決定者数の推移 
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第２章 「食」や「農」を活用した地域の取組事例 

 

 

 

 

１ 児童養護施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自立援助ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中国・四国地域等において、「食」や「農」に関する取組を通じて要保護児童等

の経験・体験の機会を増やし、その自立を促進している特徴的な事例を紹介。なお、

本要旨では、事例及びコラムのタイトルのみを紹介。内容については本編を参照。 

【事例１】児童養護施設「似島
にのしま

学園」 （広島県 広島市） 

広い敷地を活用したホーム菜園で農業を体験し、収穫した野菜は給食の食材に 

【事例２】児童養護施設「鳥取こども学園」 （鳥取県 鳥取市） 

収穫物という成果が見える農業と家庭的な調理の実体験 

【事例３】児童養護施設「こぶしヶ丘学園」 （広島県 福山市） 

様々な体験・経験を通して、「感謝の心」と「自立の力」を育む子どもたち 

【事例４】児童養護施設「俵山
たわらやま

湯の家」 （山口県 長門市） 

豊かな自然環境と地域社会の中で、「道徳観」「達成感」「正義感」を培う子どもたち 

【事例５】自立援助ホーム「なごみハウス圓
まどか

」 （香川県 高松市） 

農業に全く縁がない子が近くに農園があることにより、農業や作物に関心を持つ 

【事例６】自立援助ホーム「えんどうホーム」 （神奈川県 横浜市） 

「美味しいご飯を、みんなでゆっくりと食べる」食卓は言葉や文化が生まれる場所 

【事例７】自立援助ホーム「こどもの家」 （静岡県 袋井市） 

子どもの教育と自然や農業は切っても切れない関係 

施設に隣接する牧場の様子 

（こどもの家） 

サツマイモの収穫作業（こぶしヶ丘学園） 

収穫したサツマイモは児童のおやつに 

地域のボランティア団体の 

招待による稲刈り体験 

（鳥取こども学園） 

切り干しだいこん作り 

（似島学園） 

ライオンズクラブ主催に 

よるサツマイモの苗植え 

体験（俵山湯の家） 

調理実習の様子 

（似島学園） 
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３ 里親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 地域若者サポートステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
５ 農業者、農園等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【事例８】鳥取県東部里親会 秋山さん（鳥取県 八頭郡）及び藤田会長 

 ソーシャル・スキル・トレーニングの一つとして、農作業・農業体験を 

【コラム１】土に親しむ交流（社会福祉法人「トマトの会」福谷さん） 

【事例９】山口県里親会 河内会長（山口県 美祢市） 

「精神的な餓えと食の餓えがつながっている」「人間らしい食事が人間を育てる」 

【事例 10】おかやま若者サポートステーション （岡山県 岡山市） 

農作業を体験すると、３つの「たい力」（体力、耐力、対力）が身につく 

【事例 11】ほうふ若者サポートステーション （山口県 防府市） 

いきなり仕事に就くよりも、その前に農作業を体験することは、とても有効 

【コラム２】岡山市民農園「牧山クラインガルテン」 

【事例 12】東予若者サポートステーション （愛媛県 新居浜市） 

農業体験は、就労へ向けたプロセスの入口としては非常に優れている 

【事例 13】こうち若者サポートステーション （高知県 高知市） 

農業は、比較的コミュニケーションを取らなくても作業が可能 

【事例 14】畑人の森里
は る さ ー の も り

農園 猪上
いのかみ

淳
じゅん

さん （広島県 三原市） 

子どもたちは農業を体験して生きる力を培ってほしい！ 

【事例 15】上中
かみなか

農園 武内紀子さん （広島県 安芸高田市） 

天使たちの声が響く農園、エンゼルストランペットの森 

里親・里子等を招待したサツマイモの 

苗植えの様子（トマトの会） 

畑人の森里農園で 

収穫した赤大根と 

にんじん 

上中農園の 

エンゼルス 

トランペット

下は冬越し用

の小屋 

水道・調理台を 

備えた小屋付き 

農園「ラウベ」 

児童養護施設の子どもたちを交えた 

里親・里子のタケノコ掘り（鳥取県東部里親会） 

牧山クライン 

ガルテンでの 

農作業の様子 



第３章 「食」や「農」による

 

 

 

 

１ 「食」や「農」が有する

（１）「食」が有する機能等

関係者からは、「料理をする

で調理すると、人の苦労が分

を許す』ことを学ぶ」「食材

あると言われている。 

また、食育基本法の前文では

を身に付けていくためには、

きる上での基本であって、知育

ともに、様々な経験を通じて

全な食生活を実践することができる

る。もとより、食育はあらゆる

る食育は、心身の成長及び人格

心と身体を培い豊かな人間性

 

（２）「農」が有する機能等

関係者からは、「農業には

『好奇心』を育てる力、『感覚

『自己客観視力』を高める」「

『耐力』『対力』）が身につく

の）『選択肢』が増える」等

また、就労支援の観点からは

接客業とは異なり最低限のコミュニケーションで

ロセスの入口』としては非常

 

２ 要保護児童に対する（社会的

（１）「農」の力を引き出す

（ 

ア 施設内における小農園の

施設の敷地又は隣接した場所

々の管理や収穫を頻繁に行えるだけでなく

成長する様子も毎日観察でき

僅かなスペースであっても

空き地等を工夫・活用して、

ることができれば、子どもたちの

進することができる。 

 

情報発信と幅広い連携により

現状と課題を踏まえつつ

が有する要保護児童等の自立支援

ムは本編の掲載か所にタイトルのみを

【コラム３】近所の方ともふれあえる
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による自立支援の可能性 

する自立支援の力 

機能等 

をする子は『自立心』が高く、『気配り』

分かり『感謝の心』が芽生える」「料理の

食材の原形が分かり『食』に対する興味が

では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ

、何よりも『食』が重要である。今、改

知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと

じて『食』に関する知識と『食』を選択する

することができる人間を育てる食育を推進することが

はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、

人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯

人間性をはぐくんでいく基礎となるものである

機能等 

には『生きる力』『道徳観』『達成感』『正義感

感覚』を養う力がある」「農業は、結果

」「農業を体験することによって、３つのたい

につく」「農業を経験することにより、将来

等の効果があると言われている。 

からは、「農業は、人と話をすることが苦手

のコミュニケーションで通じることから、

非常に優れている」という声もあった。 

社会的）自立支援の仕組み 

す農業体験の促進 

の設置 

場所に農園が確保できれば、日

えるだけでなく、作物や雑草が

できる。 

かなスペースであっても、園庭や施設内の

、農園や菜園を設け

どもたちの農業体験を促

により「子ども」と「農」を結びつける 

まえつつ、各地での取組（事例）の分析から得られた

自立支援に向けた可能性を検討。なお、本要旨

にタイトルのみを紹介。内容については本編を

ともふれあえる菜園 （児童養護施設「双樹

』ができる」「自分

の失敗体験から『人

が湧く」等の効果が

をはぐくみ、生きる力

改めて、食育を、生

となるべきものと位置付けると

する力を習得し、健

することが求められてい

、子どもたちに対す

生涯にわたって健全な

である」とされている。 

正義感』を培う力、

結果が一目瞭然なので

３つのたい力（『体力』

将来の（職業的自立

苦手な者にとって、

、『就労へ向けたプ

徳島児童ホームの菜園 

られた「食」や「農」

本要旨では、コラ

を参照。 

双樹学院」） 



 

 - 11 - 

イ 施設近隣の農地の活用 

施設内に農園等が確保できない場合は、近隣にある農地等を利用する方法もある。 

農地を借りて農業を行う場合は、農業委員会の許可が必要であり、一定の条件を満

たさなければ許可されない。ただし、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営

利を目的としない法人については、「その権利を取得しようとする農地又は採草放牧

地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する」

と認められれば、例外的に許可される（農地法施行令第６

条第１項第１号ハ及び農地法施行規則第 16 条第１項）。 

近隣の耕作放棄地等の借地を検討する際には、最初に市

町村・農業委員会に相談することが効率的である。 

また、施設外の農園を利用する際には、トイレ、休憩所

等の施設が備わっている市民農園を利用する方法もある。 

 

ウ 農業者等を含めた地域ぐるみによる活動 

農業者が、自分の農園へ児童養護施設の子どもたちを招待している事例はあるが、

一般の農家では、施設等との関わりがないこと等から、交流の契機となる情報が少な

い。情報発信を行うためには、ＪＡのネットワークの力（人のつながり）を活用する

ことも有効な手段となる。また、子ども農山漁村交流プロジェクトや小中学校の体験

農園のように、地域全体で児童養護施設の子どもたちを受け入れ、農業体験活動に取

り組んでいる事例も参考になる。 

このように、農業者が単独でなく、できるだけ多くの農業関係者に声を掛け、また、

地域ぐるみで農業体験の活動に取り組むことが効果的と考えられる。 

 

 

エ 里親による（日常的な）農業体験の促進及び週末里親等の可能性 

里親が農家等であれば、日常的に農業に接することができる。自然の中で生物を対

象とした遊びは、農作業とともに子どもたちの生きる力を養う。 

農家等の里親を増やす場合は、農家に対する発信が重要となるが、農家の中には、

里親制度に関心を寄せていても、すぐに里親となって子どもを養育できる条件等が整

っている方は少ない。 

週末や夏休みを利用して養育委託を行う「週末里親」や「季節里親」であれば、「施

設入所児童家庭生活体験事業」として制度化されており、里親に委託費が交付される。 

 

 

オ ボランティア団体を通じた農業体験 

地元のボランティア団体が、子どもたちを農業体験に招待している取組がある。  

価値観の多様化等により国民のボランティア活動への関心は高まっており、社会貢

献活動等も活発化している。 

ボランティア活動の中には、昨今のいわゆるタイガーマスク現象（ランドセルを児

童養護施設に寄付するなどの善意）のように物品を贈る方法もあるが、それだけでな

く、子どもたちの心に残るような「体験の機会」を提供する方法もある。 

 

 

【コラム４】「人間力」を育てる農業 （教育ファーム「You･Me ネット」） 

【コラム５】やすらぎ農園とやすらぎの泉（岡山県中央地区里親会「延藤さん」） 

【コラム６】子どもたちの心に残る体験を （児童養護施設「南野
な ん や

育成園」） 

岡山市民農園「牧山クライン

ガルテン」の管理センター 
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（２）「食」の力を引き出す調理体験等の促進 

 

ア 家庭的な食事や調理体験の重要性 

社会的養護の下で生活する子どもたちは、家庭での家族一緒の食事や親子による調

理を体験する機会が少ないと言われている。このため、施設では、子どもたちに家庭

的な雰囲気での食事機会を提供したり、実際に調理をさせてみるといった経験を積ま

せるために様々な取組が行われている。また、子どもたちが職員と一緒に交代制で毎

日の食事を作っている事例もある。このような取組は、食育の一環として継続的に実

施していくことが重要であり、各施設の実状に合わせて工夫して実施する必要がある。 

 

イ 栄養士会等との連携による調理体験の促進 

施設内における取組だけでなく、児童養護施設と栄養士会等との連携によって調理

体験を促進することも有効と考えられる。 

 

ウ リービングケアにテーブルマナーや調理体験を導入 

就職等により、児童養護施設等を退所する間近の児童を対象として行う支援を「リ

ービングケア」という。リービングケアは、児童養護施設等の退所児童が自立して社

会生活をしていく上で必要な知識や法律、社会常識等を学び、生活技能を体得するこ

とを目的とするものであるが、このプログラムの中に、テーブルマナーや調理体験を

導入することは、子どもたちの自立にとって効果的であると考えられる。 

 

 

３ ニート等に対する（職業的）自立支援の可能性 

（１） 総合的な子ども・若者育成支援のための施策 

 

○ 子ども・若者育成支援推進法及び子ども・若者ビジョン 

子ども・若者育成支援推進法第２条（基本理念）では、「修学及び就業のいずれも

していない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上で

の困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者

の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと」とされている。 

また、同法第３条（国の責務）では、「国は、前条に定める基本理念にのっとり、

子ども・若者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされている。 

同法に基づき、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱として定められ

た「子ども・若者ビジョン」では、「ニート等の若者に対して、各人の置かれた状況

に応じた専門的な相談、地域の若者支援機関のネットワークを活用した誘導等、多様

な就労支援メニューを提供する『地域若者サポートステーション』事業により、ニー

ト等の若者の職業的自立支援を推進します」とされている。 

 

（２） 就労支援に農業を活用したプログラムの導入 

 

サポステの取組事例では、いずれも農業を活用した職業的自立支援を行っている。

様々な「食」や「調理」の体験・経験が、子どもたちの自立につながる 

多様な就労メニューを提供し、ニート等の若者の職業的自立支援を推進 

職業的自立に向けて、農業体験等のプログラムを導入することが有効かつ効果的 

【コラム７】(社福)大阪児童福祉事業協会 アフターケア事業部のＳＳＴ 
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これにより、実際に農業関係部門に就労した実績もある。仮に就農には至らなくても、

農作業体験を通じて社会人としての「体験値・経験値」が上がり、それが他の分野で

働くきっかけになる場合もある。 

サポステを利用する方の多くは、人とコミュニケーションを交わすことが苦手なよ

うであるが、農業は、接客業等とは異なり、最低限のコミュニケーションでも行える

作業が多いため、就労体験の入口として有効な取組と考えられている。また農業は、

自分の作業結果が一目瞭然に分かるので、自己を客観視することができる。さらに、

指導する立場からも、同一の場所で個人の状況や能力をまず見立て（アセスメント）

し、更に訓練へと進めることができるので、就労に向けた訓練としても優れている。 

このようなことから、サポステにおける就労支援に農業体験等のプログラムを導入

することは、ニート等の職業的自立に向けて有効かつ効果的な取組であると考えられ

る。 

 

（３） 農業体験等の取組を行うためのポイント 

 

農業体験等を行うための条件（課題）として、まず農地や農業技術等の指導者の確

保、次に取組を継続的に運営するための戦略を持つこと等が挙げられる。 

ア 農地 

サポステは、概ね交通の利便性が良い主要な駅の近くに立地していることから、農

地を確保する場合は、少し離れた場所で探すことになる。その際には、サポステ利用

者の交通手段や用水、トイレ、休憩場所等を考慮し、検討する必要がある。 

また、サポステの事業は、年度毎の委託契約であるため、受託組織が農地を権利移

動（所有権や賃貸借権等）により確保することは難しい。このため、本編で紹介して

いる事例では、市民農園、市有地、県立高校の農地等を利用又は農家の果樹農園にお

いて職場体験を行っている。 

 

イ 農業技術 

 農業技術等については、行政機関や教育機関と連携して取り組むことも有効。ＪＡ

の営農指導関係の部署に相談する方法もある。また、近くの農家の方は、その土地・

季節に応じた栽培のノウハウを持っているため、貴重な情報源と言える。 

外部の方から栽培技術の指導等を受ける際の留意点として、サポステを利用してい

る若者の多くは、他人とのコミュニケーションが苦手なため、農業技術＋指導力のあ

るスタッフを雇用しているサポステもある。また、１人で両方を兼ね備えていなくて

も、例えば農家の方とサポステのスタッフが協力して取り組む方法もある。 

 

ウ 継続的な運営に向けて 

農業を体験する取組は、農地や諸資材等の経費はもちろんのこと、スタッフの人件

費が大きい。このため、本編の事例で紹介しているサポステの中には、県の委託事業

の終了を見越して、農園で収穫した作物（ハーブ）の加工・販売を手掛けているとこ

ろがある。また、職場体験として、農家や農業法人等に受け入れをお願いしていると

ころもある。 

農地と農業技術等の指導者を確保し、継続的な運営に向けた戦略等が必要 

【コラム８】「ホームレス」と「農」をつなぐ（コトモファーム） 


