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生きづらい人々の居場所
「トビラファーム」の必要性

•“生きづらさを抱える若者”が増えている
•👇👇

•社会の問題である
•👇👇

•社会的排除ではなく地域の人々と一緒に
•健康で文化的な生活ができる

•地域で支え合う社会的包摂環境を作る



生きづらい人の居場所
「トビラファーム」

• この目的を達成するために、初年度事業で対象
とした“ひきこもり”だけに限定せず“生きづらさを抱
える若者”に範囲を広げました。さらには活動内容
も農作業だけでなく、To-Villa（トビラ）を“生き
づらさを抱える若者の居場所”として当事者と支
援者及び地域の人達との交流事業をトビラファー
ムとして実施しました。



2020年度実施事業

「食で繋がる」をテーマに
実施した トビラファーム

①ファーム（大豆）
②味噌づくりワークショップ
③梅干しワークショップ
④スイーツワークショップ
⑤月のまつり
⑥地域食堂



① ファーム事業
実施日と内容
5/2・6/6 畑の耕運
6/14 大豆の植え付け
6/15～27 水やりと管理
7/1７・9/6      草抜き
11/28 大豆の収穫
12/2１・1/11 大豆の選別

延べ参加人数 42人



② 味噌づくりワークショップ

実施日と内容
1/23 大豆の煮込み
1/24 味噌の仕込み

延べ参加人数 7人



③ 梅干しづくりワークショップ

実施日と内容
6/20 梅の漬け込み
6/27 赤紫蘇の仕込み

延べ参加人数 11人



④ スイーツワークショップ
実施日と内容
6/13 カップケーキ
8/8 チーズスフレ
10/10 さつまいもプリンケーキ
1/30 チョコタルト
3/27 マドレーヌ

延べ参加人数 50人



⑤ 月のまつり
実施日と内容
10/29 買出し
10/30 準備
10/31 月のまつり

マルシェ 収穫物販売
模擬店

音楽ライブ
11/1 後片付け

延べ参加人数 157人







⑥ 地域食堂
実施日とテーマ
8/1 ファシリテート
10/3 コミュニケーション
2/20 地域での活動

延べ参加人数 21人



新型コロナウィルス蔓延の中で

緊急事態宣言発令の中で各事業スタート
その後も状況に合わせて検討しながらの実施となった

対策としては
・マスク着用、手洗いや手指消毒、換気
・会場内人数制限
・参加者の連絡先の把握などを行った



コロナ禍の実施において
人がリアルで集まることが難しい

→ 居場所作りがテーマだけに (+_+)

・実施方法の変更が必要となった
・多くの人に募集をかけにくく広報に困った
・「食」を中心において実食する企画が困難だった
・直前の変更や中止対応の判断が難しい
・参加者を集めれない

→参加費収入を得にくい
→金銭的に持ちだし部分が増える



コロナ禍の実施において

そんな中でも・・・
少人数にしたことでゆったり感は増した
事業計画から実施までの中で、オンライン会議など新しい試み
が出来たことは良かった

リアルでなければ得れないことも多い
外出自粛など自宅に閉じこもることが続く中で、人との繋がり
の大切さを改めて実感した
様々な方法を模索しながら、リアルな場の提供は大切に続け
ていく



・新たな参加者の中から活動への理解者が出てきた
・ダイレクトに情報提供が可能な人数が増えてきた
・自宅にひきこもりがちな人たちと地域の人たちが同席する
機会が増えている
・「月のまつり」やイベント、各ワークショップを続けることで協
力者が増えてきた
・コロナ対策として各回を少人数にしたことでゆったりと対話
する機会が増えた

温かなつながりが増えてきた

成 果



・事業を続けることで新たな繋がりを増やす
・事業や活動をもっと多くの市民に知ってもらう
・多様性のある機会や居場所作りを目指す
・活動の自立に向けた検討を重ねる
・オンラインなど新しい形の居場所も検討する

出会った人たちと
お互いを大切にし合える繋がり方を

長く継続していける繋がり方を作る

こ れ か ら
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NPO法人南大阪サポートネットの歩み
•2001年 南大阪サポートネット設立
•2005年 3月28日、特定非営利活動法人を設立
•2014年 ひきこもりの若者の自立支援を開始
•2017年 ひきこもりの若者の居場所
• 『To-Villa（トビラ）』を開設

家族の会、学びの場
お弁当作り、各種ワークショップ
講演会やイベントを実施



Mission
『生きづらさ』をサポートする

•わたしたちは、［生きづらさ」を感じている人達の
想いやペースに寄り添い

•自分たちも一緒になって「お互いさま」の関係の
中から、みんなが「ワクワク、笑って暮らせる」社会
の実現をめざしています



Mission
『生きづらさ』をサポートする

•私たちが願うのは、
• みんなが誰かのサポーター になること

•それは、誰もが「自分らしく生きる」ため
•みんなが共に支え合い一緒になって考える
ことからはじまると思っています



ひきこもりの若者の自立支援

すてっぷｂｙすてっぷ事業

•競争社会の激化や働くことの価値観の変化等、
様々な要因でひきこもりの若者が増えています

•私たちは「社会的ひきこもり」からの自立をサポー
トができないかと当事者や当事者家族らに「居場
所」と機会を用意しています



ひきこもりの実数（15～39歳）

2016年、内閣府より、ひきこもりの対象者は、
全国で推計54万人(予備軍155万人)

と発表されている
（注）現実には

実際ひきこもり当事者が閉ざされた環境にあることから

実数の把握は非常に困難を極める



•満40歳から満64歳までのひきこもりの出現率は
1.45％で、推計数は61.3万人である

•ひきこもり状態になってから7年以上経過した方が約5割を占め、
長期に及んでいる傾向が認められること
•専業主婦や家事手伝いのひきこもりも存在すること
•ひきこもり状態になった年齢が全年齢層に大きな偏りなく分布し
ていること （内閣府2018年調査）

ひきこもりの長期化（40歳～64歳）



大阪狭山市に置き換えてみると
• 前述の内閣府対象者調査結果から推計

大阪狭山市におけるひきこもりの対象者は
15歳～39歳 約260人
40歳～64歳 約330人 計 約590人

この数字は狭山中学校全校生徒数とほぼ同数



ひきこもりの定義として内閣府は

• 趣味の用事のときだけ外出する
• 近所のコンビニなどには出かける
• 自室からは出るが、家からは出ない
• 自室からほとんど出ない

この状態が６ヶ月以上 続いている



しかし現実は・・・

外出はできるが経済活動は困難（未就労）
社会での居場所がない（繋がりや所属）
中学生以下（15歳以下）の不登校などの方

590人より はるかに大勢の方々が
困難な状況に置かれている



包摂的な支え合い

対象者を切り離したサポートだけでは不十分

地域で生きる私たち全員の課題

みんなで取り組む ことこそ効果的



包摂的な支え合い
今、少し余力のある人が
自分にできることを 出来るときに 可能なだけ

今、しんどいと感じる人は「助けてほしい」と言える

お互いに無理のない範囲で支え合える

「おたがいさま」の関係性



『食』をテーマにした
トビラファームでは

「食べることは 生きること」をベースに
「食」に関連する様々な事業を実施します

・タケノコ掘り ・スイーツWS  ・梅干しWS
・畑での作物栽培 ・そば打ちWS ・味噌づくりWS
・もちつき ・地域食堂 ・月のまつり
・生きづらさを考える集い 等



これらの活動を通して みんなで

心も身体もやすらぐホットステーション
“生きづらい人々の居場所”トビラファームを作り

👇👇
包摂的社会の必要性と社会的弱者への理解を深め

👇👇
生きづらさを抱える若者がみんなの関わりの中で

自分の可能性と自己肯定感が育まれる



おたがいさま

自分が困ったら
「助けてほしい」って伝える

自分にゆとりがある時は
「できることある？」って聴く

そんな社会が実現するといいですね

ご清聴ありがとうございました

これからもご理解、ご協力、ご支援
よろしくお願いします
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