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■はじめに 
 

 

 

 

令和元年－2年度期の子ども・青少年協議会（以下、「協議会」）は、前期の「若者施策の評

価検証と体系化について～区民の参加と協働を目指して」から導かれた提言をもとに、「若者

の力が活きる地域」の実現を目指し、意見表明・参加・参画を中心に検討を行ってきた。 

意見表明・参加・参画というと、自ら積極的に発言ができる若者のための施策と思われるか

もしれないが、感じたことや考えたことを誰かに伝えたり、発信したりすることやその手段は、

若者が力を発揮するために必要な道具（手段・方法）であり、生きづらさを抱えている若者に

とっても大切なものである。今期の検討を進めるにあたって、対象を「すべての」若者とした

のは、そのような理由からである。 

また、「すべての」若者を対象として考えると、必然的に、若者の普段の生活に近い場で日

常的に自己表現できる環境を実現することを目指したくなる。一昨年度に行ったヒアリング調

査では、周囲を意識し役割を演じるように窮屈に過ごしている若者の姿が浮かびあがっていた

が、「ここでは自然体でいられる。素でしゃべれる。」という場を持っている若者もいた。そう

いったナマのデータを分析しまとめられた前期の報告も参考に、「どんな場があれば」「そこに

どんな人がいれば」実現できるのか、検討と実証実験を進めてきた。 

学校や商店街、イベントと３つのステージでモデル事業を行おうと、盛り上がってきたとこ

ろで対峙することとなったのが新型コロナウイルス感染症である。会議の一部は中止やリモー

ト開催となり、学校内で開催する取組みは実施困難となるなど協議会も影響を受けたが、若者

の日常生活の変化、若者の活動や若者を支える活動は、これからも暫く影響を受け続けるであ

ろうことから、今後の施策検討にあたって避けて通れない要素となった。 

そのように活動が制限される中でも、先行自治体の活動現場を視察したり（学校チーム）、 

商店街の方々の協力のもと駅前でストーブを囲んでミーティングをしたり、街頭でアンケート

を行ったり、地域のイベントに出店したりした（以上、商店街チーム）。また、リモートで若

者にヒアリングを行ったりするなど（イベントチーム）、できる限りの挑戦を行い、今後の施

策に引き継いでいただきたいことをここにまとめることができた。これも、「若者が誰でも日

常的に意見を表明できる」環境の実現を願い、それぞれが仕事を抱える中、月に何度も打合せ

を行ったり、現地に出向いて活動した委員あってのこと。改めて感謝申し上げる。 

 また、若者支援に関わる地域の団体や人物を小委員会にお呼びし意見を伺ったり、若者支援

シンポジウムの開催テーマを協議会の検討内容と重ねることにより、多様な参加者同士の意見

交換から得たものを協議会に取り入れるなど、施策検討の場を拡げようとしたことも今期の特

徴のひとつであった。多くの方が若者の現状や若者とともに進んでいる取組みを知り、自分ご

ととして関わっていくことが「若者が輝く地域」を支える力となる。今後も協議会の検討を行

政だけのものとせず、地域もまきこみ実効性のあるものとしていただきたい。 

 まずは、今期の検討から、継続的・発展的に根付いていく事業が生み出されることを期待す

る。 
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■１．背景 
 

 

 

前期（平成29年－30年度期）子ども・青少年協議会では、「若者施策の評価検証と体系 

化について～区民参加と協働を目指して」について調査・審議を行った。若者支援担当課設置

から5年が経過し、これまでの若者施策全体を振り返り、課題解決につながっているのか改め

て評価検証するとともに今後の方向性を問い直すテーマであり、若者施策の評価検証を行うに

あたっては、１５～２９歳の区民６,０００人と若者関連施設の利用者を対象としたアンケート

調査とともに、ヒアリング調査、事業者ヒアリングを行った。 

 当該調査（平成 30 年「世田谷区若者施策に関する調査」）の結果から見えたものとして、

主に以下の3点を挙げることができる。 

 

① 関係の希薄化 

家庭、学校、職場以外でのつながりが薄く、「ほかの人に言えない本音を話す相手がいない」

と回答した若者が12.4％存在した。困りごとや悩みを相談できる相手がいない若者が一定

数いるとともに、学校でも周囲を意識し、役割を演じて過ごしているとの指摘もあり、身

近な家族や所属する学校や職場以外でのコミュニケーションの希薄さを伺うことができる。 

 

② 地域活動や社会貢献への関心 

若者の内面を見る設問のうち、「困っている人がいたら助けたいと思う」（すごくそう思う

37.6％、まあそう思う54.6％）との回答の数値が非常に高く、「自分の力を地域に役立て

たい」（すごくそう思う 13.3％、まあそう思う 41.3％）との回答も 5割を超えている。

また、地域活動への参加ニーズがありながら活動の機会がない若者（49.6％）は4割を超

えており、関心や意欲がありながら参加機会に結び付いていない現状も垣間見えた。 

 

③ 主体的な活動が育むもの 

地域行事やボランティア等の地域と関わるイベントやプログラムに「企画から関わった」

経験のある若者や、交流・活動系施設を利用する若者の自己有用感は、それ以外の若者よ

り明らかに高く、主体的な活動が自己有用感にプラスに働いていることが伺われた。 

同様に、「コミュニケーションの頻度」と「自己肯定感・自己有用感」の間に相関があるこ

とが明らかとなった。他者との関わり合いの中で認められることは、自立と成長を実感す

る機会になっていると考えられる。 

また、第３の居場所では、交流・体験をきっかけに、主体的に活動するようになった事例

や、そのような次代の育みが引き継がれ循環している事例が確認できた。 

 

上記に見られるような若者世代を取り巻く現状を踏まえ、令和元年－２年度期協議会は区長

より「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」をテーマに審議するよう依頼

を受け、検討を開始した。 

なお、協議会は、地方青少年問題協議会法に基づき設置された区長の附属機関として、社会

情勢等を踏まえ、子ども・青少年を取り巻く環境や施策の課題を検討し、区への提言を行って

きており、若者施策の方向性や若者支援事業の展開には協議会での議論が反映されてきている。 
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■２．趣旨 

■３．審議のテーマ 

■４．検討体制 

 

 

 

今期協議会は、前期（平成29年－30年度期）提言の内容および、その実現に向けた検討を

引き継ぐものである。 

前期提言の内容は以下抜粋のとおりである。 

 

■ 平成29年－30年度期 子ども・青少年協議会提言 

１． 世田谷区の若者にはみな「第三の居場所」がある 

２． 地域に「大人・若者のたまり場（情報や活動、交流の拠点）」（=地域コンソーシアム）

がある 

３． リアルもネットも若者がつながる場に 

４． 生きづらさを抱えた若者が、「居場所」を中核とした専門機関と地域との連携により総

合的に支えられている 

５． 教育機関との連携により、生きづらさを抱えた若者が早期につながり切れ目なく支え

られている 

６． 地域の大人、行政職員が若者施策の情報を共有しながら若者を支えている 

７． 若者と地域の大人、行政職員が協働しながら若者の文化・情報の発信を支えている 

 

 

 

 

 

令和元年7月24日、子ども・青少年協議会は区長より「若者の力が活きる地域～意見表

明・参加・参画を中心に」について調査・審議の依頼を受けた。 

 

 

 

 

 

子ども・青少年協議会条例に基づき、区長が委嘱した協議会委員１９名（令和２年４月１

日より１８名）のほか、専門委員７名を加えた２６（令和 2年 4月 1 日より２５名）で検

討を行った。専門委員のうち３名は大学生であり、若者の立場から発言していただいた。 

  また、若者の意見表明、参加・参画に関する審議、現状の把握・課題の分析、モデル事業

の調査・実施等について集中的に審議を行うため、令和元年7月24日に小委員会（入澤充

委員長ほか、委員１２名、その他オブザーバー参加を含む）を立ち上げた。 

  さらに、子ども・青少年協議会条例施行規則第３条８項にもとづき、関係人として民間の

若者支援活動団体の構成員に小委員会への出席を求め、意見聴取を行った。 
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■６．新型コロナウイルス感染拡大に伴う若者施策への影響と新たな取組み 

■５．検討の概要 
 

 

 

今期テーマ「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」をもとに、具体の議

論を進めてきた。若者世代を取り巻く現状や多様な若者の存在などの課題をふまえ、まず、以

下の視点について議論した。 

① 若者が日常的に意見表明できる地域社会の実現のために必要な要素 

② 若者と関わる大人に必要な要素 

③ 若者が安心して意見が言える場 

そのうえで、若者が意見を言いやすい場とはどんな人がいるどんな場か、議論を踏まえた仮

説をもとに、パイロット的に試行する以下３つのモデル事業を構想し、実施内容、手法等の検

討・実施を進めてきた。 

◆学校でのモデル事業 

◆商店街でのモデル事業 

◆イベント形式でのモデル事業 

 

小委員会や「若者支援シンポジウム」（令和元年 10 月開催）では、オブザーバーやゲスト

として区内若者支援団体の方々等の参加・発言をいただき、「なんとなく過ごせる」第 3の居

場所や、信頼できる大人とのコミュニケーションの機会を持つ必要性、地域ニーズ優先でなく

若者の行動に即したニーズを把握し若者と一緒に創意工夫を取り入れていく重要性など、モデ

ル事業検討の議論を深めた。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、今期協議会は当初の構想からは様々な変

更を余儀なくされた。協議会開催中止に加え、学校休校に伴うモデル事業の実施取りやめや、

イベント中止の時期を経て、オンラインでの小委員会の開催、学校カフェ視察をオンラインに

よる取材に変更するなどの対応を図り、検討の継続をすすめた。 

 

コロナ禍における影響により、モデル事業の実施検証が道半ばの部分があり、実証に及んで

いないため、今期提言は今期の成果と課題として、次期以降の検討に引き継いでいくものとし

て取りまとめた。 

 

 

 

 

 

■若者への影響 

・ 休校期間中は、大学や学内の図書館も閉鎖となり、卒論作成や学習面などの困難が生じた。

また、実習や留学、その他の活動など学生期間中の目標ややりたいことが果たせない等の

影響も多くあったことが報告された。 

・ 外出ができない期間は特に、友人などとのつながりが薄くなるなど、人間関係への影響が

生じた。また、アルバイト等への影響もあり、経済的な面での厳しさについての声もあっ

た。 
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・ 授業や就職活動等の多くがオンライン化されたことにより、通信環境によっては容量の不

足や、そもそも通信環境が自宅に無い若者もいるなど、学生や若者の負担や不公平の問題

が指摘された。 

・ オンライン化により、ひきこもり傾向のある学生が授業に参加しやすくなる、通学時間が

なくなり効率的になるなど、新たな側面も指摘された。 

 

■若者施策への影響と新たな取組み 

・ 令和２年4～５月の緊急事態宣言及び緊急事態措置の発出中は、若者関連施設や事業の多

くは休止となり、解除後は感染予防を徹底したうえで段階的な再開を行った。 

・ 休止期間中においては、対面での対応を必要最小限とするため、メルクマールせたがやで

は電話による相談を基本とし、可能な対応を継続した。 

・ 青少年交流センター（野毛・希望丘）では、休止中にユースワーカーと電話で話せる時間

を設け、また定期的に近隣公園へユースワーカーが出かけ、若者への声掛けを行うなどコ

ミュニケーションや見守りを継続した。また、オンラインを活用したイベント（例：海外

の若者との交流）などを実施した。 

・ 「ねつせた！」は、会議など主な活動をオンライン開催に切り替え、取材活動は縮小せざ

るを得なかった。 

・ 区内28の地区ごとに行われている青少年健全育成支援活動の多くは中止となっているが、

オンラインを活用して一部の活動を継続している地区もある。 

・ 若者支援に関し、広く情報共有、意見交換を行い交流することを目的として実施している

「若者支援シンポジウム」は中止した。 

 

■世田谷区子ども・青少年協議会への影響 

・ 感染防止のため、第６回小委員会（令和２年３月１６日開催予定）、第３回協議会（令和

２年３月２５日開催予定）を中止とした。また、第１０回（令和２年１０月２２日）、第

１１回小委員会（令和２年１１月１３日）をオンライン開催とした。 

・ 有効と考える取組みをモデル的に実施し評価・検証を行う予定であったが、学校に出向く

事業、不特定多数の若者・区民が集まる事業を実施するこができず、視察やオンラインで

の意見交換などにより、仮説の検証を試みることとした。 

・ 実証が行えなかったこともあり、本報告書における提言は、今期の成果、課題として次年

度以降の検討に引き継いでいくものとしてとりまとめた。 

・ 同様に、モデル事業の検証を目的として設定した評価指標についても、次年度以降の取組

みで活かしていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


