
45 

 

 

 

 

 

第３章 

提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

■Ⅰ．前期提言と今期の取組みの関連 

■１．前期の提言に連動した、平成３１年度以降の区の取組み 

 

 

 

 

・平成２９年－３０年度期の子ども・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～区民の参加と協働を目指して」をテーマに検討を行い、７つの提言を打ち出した。 

・前期提言がその後の若者施策にどうつながっているのか、区の取組みと今期協議会の取組み

の両面から確認した。 

 

■ 平成 29年-30年度期 子ども・青少年協議会提言 

若者の交流と

活動の推進 

 

 

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 

生きづらさを

抱えた若者の

支援 

 

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 

若者の社会に

向けた文化・

情報の発信 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 前期の提言に連動し、平成３１年度以降に区が取組んだ施策について概要を紹介する。 

 

交流と活動の推進 

・地域の大人等に見守られながら、夜まで安心して滞在できる「第三の居場所」の重要性に関

わる提言に鑑み、青少年交流センター池之上青少年会館について、ユースワークの充実や、

より若者に寄り添った運営を目指し、令和３年度からの民営化の準備を進めている。 

・ネット上の居場所に向けての環境整備として、青少年交流センターでのWi-Fi設備の設置を

順に進め、運用している。コロナ禍においては、委託事業者の発案もあり、リモートのユー

スワークや動画での情報発信、国外若者施設との交流等が行われている。今後、若者に親和

性の高いｅスポーツやオンラインでの３センターの合同イベントへの活用を見込んでいる。 
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■２．前期の提言に連動した、今期協議会および区の取組み一覧 

生きづらさを抱えた若者支援 

・平成31年より月１回行っていた希望丘青少年交流センターへの出張相談会に加え、令和2

年度より各総合支所内で定期的な出張相談会を開催。支援機関が遠方にあるため利用しづら

かった方だけでなく、各支所の保健福祉センターの紹介によりつながった方や、新型コロナ

ウイルス感染拡大により公共交通機関の利用に不安を感じている方、家庭への訪問相談の次

のステップとして等、様々ケースで利用のハードルを下げる効果が認められた。定期的にメ

ルクマールせたがやの専門職が支所に出向くことで、地域の関係機関との連携も強化された。 

・生きづらさを抱えた若者が早期に支援とつながることができるよう、平成30年度より、メ

ルクマールせたがやと区職員が区立中学校全校を訪問し、事業説明と意見交換を行っている

（令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部のみ実施）。また、令和 2

年度に「ティーンズサポート事業」リーフレットを改定し、区立中学校全校生徒に配布した

ほか、「世田谷区不登校 保護者のつどい」でも事業説明を行った。 

 

文化・情報発信 

・子ども・青少年協議会における検討から若者に届く魅力的な情報の発信を目指してスタート

したねつせた！は、若者の言葉での情報発信の継続により知名度が徐々に上がり、区役所内

や区内事業者からの発信やコラボの依頼に加え、若者団体（大学生グループ）からの依頼な

どが増えている。また、依頼を受けた発信に留まらず、区役所インタビューや区境ハイクな

ど若者の関心による独自の取材にもとづく発信が行われている。 

・令和2年度よりねつせた！のSNS情報をまとめるプラットフォームとしてWEBサイトを

開設した。 

・ねつせた！で若者自身がやりたいことに積極的に取組めるために、プロジェクト制を導入。

グループでフォローし合い、孤立せずにチャレンジできる仕組みとして継続している。また、

プロジェクトのなかで「居場所プロジェクト」を開始。大人がつくるのではなく、若者によ

る居場所づくりの試みとして取組んでいる。 

・活動の継続や循環の仕組みづくりに不可欠な若者の伴走役を、令和元年度より地域活動に特

化した区内NPO法人委託し、協働した運営を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

・前期提言と、今期の協議会で行った取組みおよび区の取組みとの関連性を、一覧で可視化し

た。 
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□ 前期の提言に連動した、今期協議会および区の取組み一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校
チーム

◎

・「第三の居場所」について、
好事例の確認
・普段の学校に、教育でない時
間（寄添いや支援）があり、教
師でない大人（地域住民）がい
る「第三の居場所」を作ること
の有用性の確認
・時間がなく、心理的になじみ
のない場所には行かない若者
が、居場所を体験し、青少年交
流センター等、校外の居場所へ
のステップとしての機能の認識
・学校に来たくない若者への配
慮は必須。

◎

・「学校カフェ」を体験するこ
とから児童館や青少年交流セン
ターの利用につながり、ひいて
は他のモデル事業とも関連する
「地域コンソーシアム」につな
がっていく。

◯

・特に高校においては、Wi-Fi
設備は必須（音楽・ダンス・学
習等）。
・ただし、つながりの形とし
て、リアル→ネットは効果的だ
が、ネット→リアルは困難。

商店街
チーム

○

若者が身近な場として認知して
いる下北沢において、商店街と
連携し、下北沢まちの案内所等
を活用した活用したモデル事業
を実施した。

○

・まち自体が若者を受け入れて
いる雑然とした雰囲気の中でモ
デル事業を実施した。
・事業の企画を通じて集まった
大人と若者との情報共有と交流
の場を持った。

○

・リアル：シモキタおやこのま
ちのつどい市での出店、下北沢
まちの案内所でのアンケート実
施
・オンライン：LINEを活用した
情報共有及びアンケート実施、
インスタグラムを活用した情報
発信、分身ロボットを活用した
イベント参加

イベント
チーム

〇

区内の若者にとって「第三の居
場所」である「アップス」や
「あいりす」の利用者と意見交
換を行った。

〇

大人が若者のたまり場に出向
き、意見交換を行ったため結果
として「大人・若者のたまり
場」となった。

〇

・意見交換会は全てオンライン
を併用して行った。今後本格的
にイベントを開催する時に今回
の経験が基盤になると考えられ
る。
・意見交換を行った若者の話か
ら、「アップス」と「あいり
す」が、リアルでつながること
のできる地域拠点として重要な
場であることが、あらためて確
認できた。

区施策 〇

・青少年交流センター近隣の
小・中の卒業生に、お祝いとセ
ンターのことを記載したカード
を配布

〇

・Cheer!の配架場所の工夫（区
内専門・専修学校や自動車学校
ほか）

〇

・3センターのWi-Fi環境整備
・委託事業者によるリモート
ユースワークの取組み
・ねつせた！のSNS情報をまと
めるプラットフォームとして
WEBサイトを開設
・ねつせた！でやりたいことに
積極的に取り組めるプロジェク
ト制を導入
・プロジェクト制で若者による
若者のための居場所の試みとし
て「居場所プロジェクト」開始

3

リアルもネットも若者がつながる場に

交流

世田谷区の若者には
みな「第三の居場所」がある

1

地域に「大人・若者のたまり場」がある

2

モ
デ
ル
事
業

前期提言
(平成29-
   30年度

期）
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学校
チーム

△

・「学校カフェ」は寄
添いや支援の情報提
供、学校以外の人との
つながりを提供し、生
きづらさを抱えた人を
支える場の一つとして
機能

〇

・学校に行きたくない
若者へのアプローチと
して、インターネット
の活用や保健室や始業
式での資料配付といっ
たアウトリーチがあ
る。
・教室に行けない子の
学校内の居場所として
機能（SOSの感知、メル
クマールせたがやの出
張相談）

◯

・子ども・若者を「学
校カフェ」利用者とし
て周知するだけでな
く、一緒に巻き込んで
作っていくことも重
要。
・区内の若者支援に係
るリーフレットや冊子
を設置（Cheer!等）

商店街
チーム

○

・秋の地域のイベント
においては、地元の若
者と、ねつせた！に参
加する若者と、サポー
トステーション卒業生
の若者が集うことがで
きた。
・サポートステーショ
ンで支援を受けて就労
した若者が、関係者と
連携しながら、培った
経験や能力を地域に還
元していく姿が見られ
た。

○

地域住民や商店街の人
等、多様な大人と若者
たちの企画会議を開催
したり、地域イベント
との共催としてポス
ター展示を行うこと
で、地域と行政が若者
施策の情報を共有しな
がら、若者を支える体
制整備に寄与すると考
えられる。

○

下北沢の街のイベント
に参画したり、下北沢
まちの案内所の環境整
備を行い、「場」を利
用した若者中心のアン
ケート調査を実施する
ことで、若者の文化・
情報発信を支える体制
整備に寄与すると考え
られる。

イベント
チーム

〇

実際に意見交換会を行
う中で、「あいりす」
はそのような役割を
担っているように感じ
た。

△

・イベント形式という
ことで、学校などの教
育機関とは異なる視
点・アプローチでモデ
ル事業を行った。
・イベントを新たに行
うのではなく、メルク
マール世田谷など既存
の若者支援拠点の活動
や場に出向き、若者に
とって切実で必要な問
題に何らかの形で加わ
らせてもらったりする
ことが重要ではないか
との示唆を得た。

△

・イベント参加者の疑
問や問いに答えなが
ら、施策情報の提供を
行うことができる。
（モデル実施では機会
がなかった）

◎
ヒアリングした若者の
声をもとに、青少協で
施策の検討を行った

区施策 ◎

・メルクマールせたが
や専門職による出張相
談会を、5地域で定期的
に開催することとした
（令和2年6月より）
・当事者や家族による
ピアサポートの活動を
支援するため、新たな
補助金制度を創設した

〇

・メルクマールせたが
や｢ティーンズサポート
事業」リーフレット改
定
・（メルク）区立中学
校全校訪問
・不登校親の会での、
メルクマールせたがや
事業紹介
・「Cheer!わかものラ
イフガイド」を、区立
小学校6年生、区立中学
校全校生徒に配布

◎

・民間団体と共催で
「若者支援ネットワー
ク交流会」をオンライ
ンで開催
・「Cheer!わかものラ
イフガイド」による施
策周知

◎

（ねつせた）
・区や地域の情報やコ
ラボ依頼を受けた若者
による積極的な情報発
信に加え若者グループ
からの依頼等知名度UP
による依頼増
・区役所インタビュー
や区境ハイクなど、独
自の取材編集を経た世
田谷区の発信を実施
・若者の伴走役を地域
活動に特化した区内NPO
法人と協働運営

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

生きづらさ 文化・情報発信

5 6

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

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

モ
デ
ル
事
業

前期提言
(平成29-

   30年度期）

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
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■１．学校チームの提案 

■Ⅱ．今期の取組みをとおした提案 
 

 

 

 

今期のモデル事業の取組みを通して明らかになった、今後区が同事業を検討していく際に留

意すべきことを、「１．学校チームの提案」、「2．商店街チームの提案」、「３．イベントチーム

の提案」、「４．その他の提案」、「５．コロナ禍の中で過ごす若者の支援について」として、そ

れぞれ提案としてまとめる。 

 

 

 

 

 

学校チームにおける提案は、前期（平成２９年－３０年度期）の各提言に沿って、次のとおり

とする。 

 

◎「世田谷区の若者にはみな「第三の居場所」がある」（前期 提言１） 

〇学校チームにおいては、「居場所」についての定義を「強制力のない、人と会える居心地

の良い場所」とし、家や学校（職場）以外の居場所について検討した。 

〇世田谷区では、児童館や青少年交流センター、プレーパーク等、第三の居場所となり得る

施設がある一方、部活や塾に忙しい子ども・若者が自ら、なじみのないそれらの施設に赴

くことは、時間的・心理的に困難なのではないかと思われる。 

〇また、学校（や職場）といった所属のない状況が長く続くほど、安心していられる居場所

の確保が困難になることはメルクマールせたがやでの実践から明らかであるため、所属の

あるうちに居場所を知ってもらい、利用してもらうことが重要であると考える。 

〇上記のハードルの高さや居場所の重要性に鑑みて、第三の居場所の第一歩として、学校内

にカフェをつくり、身近に自然と入りやすいような場「学校カフェ」を設けることを提案

するに至った。 

〇この「学校カフェ」は、日常的に所属している学校・教職員と、学校外にある地域・地域

住民や青少年交流センター等施設・職員とが交錯し、若者を見守っていく2．5番目の居

場所として機能するのではないかと考える。 

〇「学校カフェ」の効果として、様々な大人と出会える場となり、若者の視野が広がり、将

来のイメージが豊かになること、学校生活に馴染めない若者を含めて在籍するあらゆる若

者がアクセスでき、学校や社会とのつながりを維持できることが挙げられる。 

〇ただし、学校自体が嫌い・学校そのものに足が向かない子ども・若者には居場所とならな

いため、違うアプローチを試みる必要がある。 

 

◎「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」（前期 提言２） 

〇子ども・若者が、「学校カフェ」を通じて、運営する地域の人々とふれあい、「第三の居場

所」を体験し、青少年交流センターや児童館等に活動を広げた次のステップとして、「イ

ベント」や「商店街」等のことを知ってもらえるようになれば、他のモデル事業との連関
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ができるようになるのではないかと考え、ひいてはそれこそが地域コンソーシアムにつな

がると考える。 

 

◎「リアルもネットも若者がつながる場に」（前期 提言３） 

〇リアルでつながった若者に対し、その延長線上で、より関わりを深めるために「ネット」

を活用することは効果があると考える。しかし、「ネット」でしか関わったことのない若

者、「ネット」にしか居場所のない若者にアプローチし、リアルでつながることは困難で

はないか。 

〇コロナ禍で、ツールとしての「ネット」の有用性は見出されているが、実際は、リアルの

居場所が強く、「ネット」はサブ的、補完的な役割であるのが実情と思われる。 

〇また、「ネット」で若者に対して情報を発信したとしても、若者がその情報元自体を知ら

なければ（もしくは若者の間で話題にならなければ）、実空間での交流の第一歩とはなら

ない。だからこそ、「学校カフェ」というリアルでのつながりが、始めの一歩として重要

視される。 

〇その中で、例えば、学校に来たくない生徒に対しどのようにアプローチしていけば良いの

かが課題である。一案として、インターネットの活用や、保健室・相談室でのチラシ配架、

始業式の配付物にチラシを含めること、アウトリーチを行うといった方法により、青少年

交流センターや児童館等、学外にも居場所があるという事を広報したいという意見があっ

た。 

 

◎「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がなく支えら

れている」（前期 提言５） 

〇学校カフェは正確に言えば、教育機関と連携するわけでは無い。問題を抱えているが学校

には来て、リアルでつながれる子ども・若者に対しては支援を行うことは可能であるが、

学校にも来ない子ども・若者に対しては、教育機関との連携も念頭に置いて、支援してい

く必要がある。 

〇（前期 提言３）で具体案として挙げた「アウトリーチ」の方法が大きく関わってくると

考えるが、懸念として、アウトリーチをする立場の人間が教職員である必要がある場合、

教職員の仕事の負担を増やすことになってしまうことが挙げられる。地域の子ども・若者

施設によるアウトリーチの活用が望まれる。 

 

◎「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」（前期 提言６） 

〇学校カフェのことをどのように周知させるかを考える必要がある。学校に来ていれば自然

と知ることができるかもしれない一方で、ヒアリング・視察をした、西東京市「子ども放

課後カフェ」、田奈高校「ぴっかりカフェ」とも、中学生・高校生と一緒に学校カフェを

つくりあげている。このように、生徒を巻き込んでいくことも大切と考える。 

〇若者と一緒に居場所をつくり上げることで、安心して過ごせる場を提供するとともに、若

者が主体性を育み、カフェで他者との共同体験を得て、仲間づくりや他者とのつながりの

機会を得ることができる。 

〇ただし、学校に来ていない子ども・若者に対しては、教職員や学外の子ども・若者施設と

連携し、学校カフェを地域資源のひとつとして、周知を行っていく必要があると考える。 
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■２．商店街チームの提案 

■３．イベントチームの提案 

 

 

 

今期の取組みを通じて見えてきた課題等を踏まえて、持続的な事業推進の確実な実行を見据え

以下の通り提言の方向性を決定するものとする。 

 

①通信環境整備について 

・可及的速やかに関係者と調整を進めること 

・官民連携や庁内連携にて実現可能性を上げる基盤をつくること 

・安心、安全な通信環境を整備すること 

・リアルな場とオンラインの融合の可能性を最大化させること 

 

②進行方法について 

・大前提として若者の想いに寄り添うこと 

・大人が若者が集まるところに出向き、現場感を知ることが大切 

・初動については、大人側が思考的枠組を持ちながら若者と関わること 

 

③若者の参加を促すインセンティブ設計について 

・若者が本事業に参加、参画する際には一定の報酬が必要だということ 

・今後自走する形を見据え、収益構造も多様化していくこと 

・参加するのが楽しい組織カルチャーの構築が不可欠であること 

 

④運営体制について 

・委員の役割や、事務局の役割を改めて再定義する必要性 

・委員でも事務局でもなく、若者と委員側の間を取り持つ人材の確保を 

・ステークホルダーとの調整に対する人材確保とインセンティブ設計を 

 

⑤今後の取組みに期待すること 

・令和３年－４年度期が始まるまでの取組みは現体制で推進すること 

 

 

 

 

 

イベント形式での取組みを通した提案 

 

・若者に集まってもらうのではなく、大人が若者が集まる場所に出向くことが求められる。 

・地域コミュニティの中に、若者の声に耳を傾けることができる大人を増やし、話を聴く機会

を継続的につくる。そして若者の意見に対して回答や行動結果をきちんと返すこと。 

・具体的には、世田谷区全域で若者の声を聴くキャンペーンを実施したり、こうした声を政策

に届け、区役所の各所管から意見に対する回答を行う取組みが有効と考える。 

・意見を聴いてもらう経験を積み重ねた若者が、次のステップとして自ら発信をしていける環
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■４．その他の提案 

■５．コロナ禍の中で過ごす若者の支援について 

境づくりも必要である。 

・外出できず声をあげることのできない若者等を支える機会を拡げるためにも、事業に携わる

方が事前に生きづらさを抱えた若者を理解する試み（講習受講等）があるとよい。 

 

今後区がイベント形式の事業に取組む際に留意すべきこと 

 

・若者が社会に対して自ら声を上げることは難しいことである、ということを前提にしながら

今後の事業を考える必要がある。 

・意見が取り入れられたり実現したりする期待がもてないと、声をあげるモチベーションを失

う。小さなことでも意見が反映される体験の積み重ねや、若者の声が反映された事例を広く

周知するなどの取組みが求められる。 

 

 

 

 

 

 

・若者に情報を伝えたいのであれば、SNSやYouTubeを、ただ使うだけでなく、どう目を

引くかを工夫すべき（反面教師として区公式 YouTube）。区役所の様々な課の仕事紹介と

いったコンテンツ（公式の優位性を活かし、公務員志望の若者を対象）、コンテンツを見る

引っかかりとなるサムネイルや動画タイトル（世田谷区のキャラを活用し、華やかに）を工

夫すべき（若者委員の声「正直、すごくつまらなさそう」「これだと若者は…。結構検討の

余地あり」）。 

・若者の提案を実現するための予算（資金）を確保。若者による審査で選ばれた事業を実現す

る。 

・若者自身が評価者になって、若者施策や事業を評価する仕組みの構築 

・各会議に若者を一定割合入れるなど、若者の意見が反映される仕組みの構築 

 

 

 

 

 

・オンラインと対面の併用で行うことを基本とする必要がある（例：イベントを行う際には、

インターネット環境が無い若者のために、区内の施設のPCを利用しての参加も可能とする）。 

・リアルな他者とのつながれる場所は必要。可能な限りの感染対策（3密を避ける、手指消毒、

検温、マスク）を実施して相談・居場所は維持する。 

・オンラインはアクセスのしやすさが有効だが、オンラインからリアルにつながる仕組みも合

わせて整えることが望ましい。 
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■Ⅲ．提言 
 

 

 

 

今期の取組みを通した提案を踏まえて、若者の意見表明や参加・参画により「若者の力が活

きる地域」を実現していくために区が取組むべきことを「提言」としてまとめる。 

 

【提言１】「多様な若者に、多様な居場所を」                

 

若者が日常的に意見を表明できる第一歩は、安心して自らを表現できる場、受け入れられる

場をもつこと。若者誰もがそんな居場所をもてるようサポートする。 

なお、若者のなかには、生まれながらの世田谷区民や通勤通学のために通う若者、生きづら

さを抱えた若者、また、障がいのある方々や外国籍の若者など、様々なバックグラウンドを持

つ多様な若者が存在する。すべての提言に共通する前提となるが、一部の積極的な若者のみを

対象とするのではなく、多様な若者の存在やそれぞれの背景をふまえた取組みが必要となる。 

さらに、コロナ禍による若者の行動変化に伴い、リアルとオンラインそれぞれに特性を活か

した多様な場づくりや環境整備を進めることで、新旧それぞれの居場所が密接に絡み合い、溶

け合い、育み合う仕組みをつくりたい。 

 

 

◉具体案 

① 居場所2.5「校内カフェ」をオープン 

子ども・若者が日常過ごす居場所として自宅の次に身近な学校(第２の居場所)の中に、地

域の大人など外部から多様な人が参加して運営する「校内カフェ」など、非日常の場をつ

くる（居場所２.５＝第２の居場所に第３の居場所の要素を取り込んだ、＋0.5のイメージ）。 

学校内に居場所をつくることは、日常的にふらっと立ち寄れるメリットがあり、より多く

の若者に届けることができると考える。 

既存の地域団体等、地域資源との協力やスーパーヴァイズ役を青少年交流センターや児童

館が担うことで校内カフェの継続化が可能 

 

② 居場所4.0「Setagaya Wakamono Hotspot」の開設 

自ら出かける青少年交流センターや児童館とは異なり、まちの中に溶け込んでいる居場所。

商店街との連携でWi-Fiや充電器等の通信環境を整備したスポットをつくり、若者たちの

地域社会における参加機会を創るだけでなく、外出しづらい若者たちのリモートでの立寄

りを促すことも目指す。 

既存の若者施設とは別に、商店街など地域のなかに居場所を置くことは、地域にとっても

多世代の交流が生まれ、経済活動にもつながり得るなどメリットも大きい。 

また、地域における多世代交流や商店街の課題解決等にもつながる取り組みまで発展させ

ることができ、官民連携、庁内連携で進めていきたい。 

※EX）通信事業者との包括的連携協定を結ぶ。 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提言２】「現場へ出向き、若者の声を聴こう！」             

 

答えは会議室でなく若者のいる現場にある。声を上げる難しさを抱える若者は多く、変化の

ない日常にあきらめの感覚や不安感を抱える声も聴く。まずは、若者の生の声を聞きに出向く

ことが大切。小さな意見でも届き反映される体験の積み重ねが、意見を表明する意欲の醸成に

つながっていく。また、その時のメンバー体制も専門職のみではなく多様な大人が聴くことで、

共感や憧憬、（良い意味での）反発等、様々な受止めが可能となる。 

同時に子ども・若者の声や意見を日常的に聴く大切さや、参加・参画の必要性が、周囲の大

人により理解され浸透する基盤をつくっていくことが重要である。小さな日常の試みであって

も、日々子ども・若者の声を聴き、子ども・若者が自ら選び自己決定する体験を重ねることこ

そが、成長し関心を広げていく土台となる。そのような視点を言語化することで、子ども・若

者の身近にいるおとなの言葉掛けや意識、日々の接し方が少しずつ変化していくことが望まれ

る。 

 

◉具体案 

① 青少年交流センターや児童館、青少年地区委員会等が学校内に出向き、校内カフェな

どの居場所づくりのベースを担う 

青少年交流センターや児童館がこれまで地域で培ってきたネットワークや活動のノウハウ

を発揮することでよりスムーズに進行すると同時に、地域の組織化や取組みの継続化の可

能性が高まる。また、アウトリーチとして、青少年交流センターや児童館が学校内に居場

所をつくることで、施設を利用せず今までキャッチできなかった若者の声を拾える。 

 

② 小中学校ＰＴＡや保育士・職員などへの「子ども・若者の参加・参画」研修の実施 

子ども・若者に身近な保護者や教員・子ども施設の指導員、スタッフなどに子ども・若者

の参加・参画の必要性や日常から意見を聴く試みの大切さを届ける。 
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③ 若者の集まる場で、定期イベント的に声を聴く 

青少年交流センターなど若者が集う場で、定期的に声を聴く。以前出された意見や、意見

を受け実現したことを若者に返し、キャッチボールを繰り返していくことにより、その場

は若者と大人が愛着をもち育てていく場となる。 

また、若者自身も声を上げることの大切さに気づき、意見表明や参加・参画によって地域

や社会に関わることを知る契機となるのではないかと考える。 

 

 

 

【提言３】「参加したくなる、カルチャーを」                

 

楽しくなければ、人は集まらない。入り口はハードルを低くし、楽しいコンセプトと頑張れば

得られる魅力的なインセンティブがあれば、参加のモチベーションや意欲につながる。なお、

前期に実施した「世田谷区若者施策に関する調査」では、活動時間の柔軟性や活動場所の利便

性、活動先の雰囲気といった参加条件、あるいは能力・スキルの発揮や収入の獲得といったイ

ンセンティブが重視されることが伺えた。 

 また、対若者だけでなく対商店街視点でも人材確保やそれに掛かる報酬などのインセンティ

ブ設計も視野に入れて企画する必要がある。 

 

◉具体案 

① 若者の提案を、若者の審査で実現できる助成金の設置 

青少年交流センターや児童館などに、若者の提案を実現する予算を確保。若者の審査によ

り選定し、実現に向けた当初の資金面をフォローできる仕組みが、若者に身近な場に必要。 

 

② 活動参加のインセンティブとして地域通貨「せたがや Pay」などの活用 

頑張れば得られる魅力的なインセンティブがあることで、若者の参加のモチベーションや

意欲につながる。地域通貨「せたがや Pay」などの取組みやPR活動と連携した実践も検

討できる。 

 

 

【提言４】「多様に参加・協働できる制度を」                

 

表舞台で活躍したい人、陰で支えたい人など様々な若者たちのニーズを満たすべく、多様な

参加の仕組みを構築する。また、若者の力を最大限引き出すための、大人と若者をつなぐ存在

（OB/OGなどの先輩世代や身近なメンターのような若者世代人材）が必要。 

また、リアルでの参加が難しい若者はオンラインでの参加が可能等、活躍できる舞台のヴァ

リエーションを増やすことにより、様々な力を持つ若者が関われる下地をつくっておきたい。

コロナ禍における活動の継続・発展にむけても、オンライン環境の整備・併用は不可欠である。 
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◉具体案 

① 青少協学生インターンの募集 

モデル事業における実行期前後において若者と委員サイドを繋ぐ役割をもつ人材募集案。

公募により選出。 

 

② 協定大学や区内高校との定期インターン制度設置 

世田谷区内の大学や高校との連携によりインターン枠をつくり、継続的に人材を獲得でき

る仕組みをつくる。夏休みなど高校生世代から区政や地域活動に参加する機会を後押しす

る。 

 

③ 利用者から事業者への人材循環制度設置 

例えば学校カフェ等の利用者がその居場所を利用する中で、将来的に運営側に回るような

地域内における人材循環型の仕組みを構築する。 

 

④ オンラインやリモートでの活動参加 

「ｅスポーツ」や「分身ロボット・ＡＩロボット」、「バーチャル空間」等、若者向けの取

組みに情報技術の進展を取り込むことは必須である。 

居場所での通信環境を整備し、オンラインゲームや分身ロボットを活用することで、外出

できない若者や障害を持った若者の参加できるよう取組む。 

 

 

【提言５】「たくさんの多様な大人と会おう！」                

 

若者の多様性を育むには、多様な大人との関係性や多世代の関わりを構築することが大切。

若者と大人が一緒に取組むことの難しさがあるものの、大人と関わることでディスカッション

の精度を上げたり、専門的な学びだけでなく、生きる知恵やシティズンシップへの意識の醸成

などにつながる。 

ＳＮＳやハッシュタグなど若者の関心が流行を生み社会をリードする一方、関心の世界が限

られる側面や、ＦＸ詐欺被害など大学生世代でも全国的な問題となっていることが指摘されて

いる。社会の入り口として、地域のなかでいろいろな大人に出会う体験が、学校で学ぶ専門性

とはひと味違った学びを身に着ける機会となるのではないか。同時に、おとなや地域の側が多

様な若者と出会い関わることで、刺激を受け変化することも、相互作用として十分な効果を生

む可能性を指摘することができる。 

 

◉具体案 

① 若者に身近な居場所で多様な人との出会いの機会をつくる 

地域の方が関わる学校カフェや、買物客が立ち寄る商店街での居場所・イベント等、普

段接している保護者や教職員とは異なる大人と出会い、話をすることができる場や機会

をつくる。 
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② 青少年交流センターにおける、大人の居酒屋ノミニケーションを模したイベント「飲

めない居酒屋」等、若者の交流の場に地域の大人も参加し、出会いと交流のきっかけ

とする。 

 

③ 生きづらさを抱えた若者を理解する試み（講習受講等） 

外出できず声を上げることのできない若者等を支える機会の拡充に向け、関わる大人や

地域の方が事前に理解を深め、視野を広げる試みが必要。 

 

 

【提言６】「持続的発展のできる組織づくりを」                

 

若者支援の取組みが持続的に継続し、発展していくために、場の確保や安定した運営体制、

若者世代に特有の短期の世代交代を前提とした人材の仕組み、継続的な運営資金の担保が必要

不可欠である。 

企画や事業の立ち上げ・構築にあたっては、毎日のように若者たちと密なコミュニケーショ

ンを行い、スムーズな進行に務めるべきだが、実際そこまでのコミットメントが難しいことも

事実。その部分を青少協委員や事務局である区役所などが担う選択肢もあるが、日々の仕事に

プラスされることとなるため片手間で進めることも難しい現実がある。一方、この段階から事

業者を決め、資金を使い実行・推進していくのも早計であり、その丁度エアポケットになって

いる部分をサポートできる体制やスキーム構築が重要である。 

 

◉具体案 

① 協定大学や区内高校との定期インターン制度設置（再掲：提言４-②） 

世田谷区内の大学や高校との連携によりインターン枠をつくり、継続的に人材を獲得でき

る仕組みをつくる。夏休みなど高校生世代から区政や地域活動に参加する機会を後押しす

る。 

 

② 既存施設の拡張 

青少年交流センターや児童館、プレーパークといった施設では、利用者が施設に来ること

を待つのみならず、アウトリーチする場・機会を求めていると考えられる。よって、施設

に来ない若者にアプローチするための場・機会として学校カフェその他居場所事業の運営

にも関わってもらう。 

 

③ 地域団体との提携 

その他、子ども・若者とつながりのある団体との協力関係構築が必要。 

 

 

【提言７】「若者にも伝わる広報・PRを」                

 

届いても読まれていない、伝わっていない現状、良い取組みも知られていない事実がある。
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全ては伝わってから価値が生まれるもの。然るべき人に、然るべき方法で深く伝える工夫をす

べきである。意見表明・参加・参画の機運醸成のためには、必要な情報に必要なタイミングで

アクセスできる情報環境が不可欠である。例えば、若者の投票率向上のために必要な情報が、

若者にとって利用しやすい環境で整備されているのか一考の余地がある。 

同時に、大人の理解者を増やし、地域の理解を促す広報やPRについても更なる取組みが必

要である。 

 

◉具体案 

① コンテンツをマンガ化する 

若者にとってキャッチーなスタイルとして、コンテンツをマンガ化して情報を届ける。若

者が描いて対価を支払うなども可能。 

 

② 広報広聴課内に「若者室」を新たに設置 

若者と広報広聴課の協働でつくる広報戦略を策定。デジタルネイティブ世代らしく

YouTubeなどの動画や各種SNS、WEBについて、若者目線で活用した提案が可能。 

全体予算を変えずにメディア別に予算を振り分け、より効率的・効果的に訴求が可能とな

る。先発の「ねつせた！」との協働も視野に入れることが可能。 

 

 

【提言８】「庁内連携や官民連携をスムーズに構築できる体制を」                

 

若者支援担当課だけが若者に関係している訳ではない。広報広聴課や経営改革・官民連携担

当課、経済産業部課、人事課など他の部署課でも若者との接点の可能性は幅広いため、横断的

なコミュニケーションが取れる体制づくりが必要。 

また、区役所にとって民間企業の持つノウハウや技術資源が魅力的であると同時に、民間企

業にとっても、安心感やＰＲの点から、区役所の施策に自社製品・サービスを取り込んでもら

うメリットはあると考える。民間企業とのWin-Win 関係を意識して、魅力を感じてもらえる

施策として組み立てることも必要である。 

 

◉具体案 

① 経済産業部署、官民連携担当部署等と連携した Wi-Fi 環境の整備、官民連携による

Wi-Fiルーターの設置 

安全・安心・強力な通信をＰＲできる場・機会も兼ねて、無料のWi-Fi設備や充電機器を

設置してもらうよう働きかける。 

 

② 区内大学と人事部署との連携による定期インターンシップ制度設置 

 

③ 「若者に関することは若者に意見を聴く」を区役所から 

「若者に関することは若者に意見を聴く」をルール化するなど、まずは、若者の意見を聴

くことが当たり前となる環境・制度を区役所で実現。若者が必要とする施策や事業の実現

に向け各所管が動き出すことで、若者支援担当課を核とした連携体制を構築。 
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■Ⅳ．若者の意見表明・参加・参画に関わる指標 
 

 

 

 

平成29年-30年度期子ども・青少年協議会の検討「若者施策の評価・検証と体系化」を受

け、今期の検討においては、モデル事業の検討と並行して、試行結果の成果を測るための評価

指標の検討を行ってきた。しかし今期後半においては、新型コロナウイルス感染症への対応を

余儀なくされたため、当初検討していた事業実施が叶わず、指標をそのまま用いることはなか

ったが、今後、若者の意見表明・参加・参画の取組みを進めていく際には、指標としてあげた

以下の視点をもって進めていただきたい。 

 

 

（１）共通の指標  

① その場で自分の思っていることを表現できたか。 

② その場の印象が参加する前とした後で変わったか。 

具体的にどのように変わったか。 

③ その場で自分のやりたいことができたか。 

④ また参加したい、やってみたいと思ったか。 

⑤ 若者の参加・参画により、社会や大人が変わることができたか。どう変わったか。 

⑥ 他の地域への拡がりの可能性のある仕組みとなっているか。 

 

 

（２）学校での取組みに関わる指標  

① カフェで自分の思っていることを表現することができたか。 

② カフェの印象が参加する前とした後で変わったか。→具体的にどのように変わったか。 

③ カフェで自分のやりたいことができたか。 

④ カフェにクラスで馴染めない生徒が来ることがあったか。 

⑤ カフェの運営に携わった地域の人で、顔なじみの方ができたか。 

⑥ カフェで多世代での意見交換や交流ができるようになったか。 

⑦ カフェの運営が教職員に負担のかからず、かつ継続運営できる仕組みとなっているか。 

⑧ カフェでの生徒の様子を教職員にフィードバックできる仕組みとなっているか。 

⑨ 他の学校への拡がりの可能性のある仕組みとなっているか。 

 

 

（３）商店街での取組みに関わる指標  

① 地域の人・多様な人との交流、信頼できる人との出会いがあったか。 

② その場の経験が、自己表現につながったか。 

③ その場の経験が、自分の成長につながったと思うか。 

④ 働くことの嬉しさ、楽しさを感じられたか。 
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⑤ 商店街を身近に感じたか。 

 

（４）施策への活用等を目的とし若者の意見を聴く取組みに関わる指標  

① 若者の指標 

・多様な若者が参加することができたか。 

・意見を他の参加者や大人に受け止めてもらうことができたか。 

・社会に働きかけることができること、社会を変える力があることを感じられたか。 

・課題と思うことについて、積極的（主体的）に働きかけてみようと思ったか。 

② 大人の指標 

・若者の意見をどう受け止めたか、若者に伝えることができたか。 

・今後も若者の意見を聴く機会をつくりたいと思ったか。 

・今後の活動に、若者の視点や意見を活かしていこうと思ったか。 

③ 若者・大人 共通の指標 

・若者の意見を、地域や施策に活かすことができたか。 
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世田谷区子ども・青少年協議会 

 森田 明美 会長からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災から 10年をむかえて 

 

被災地の子ども・若者の成長発達支援に関わって10年を迎えました。先日も東北地方

に大きな地震があり、今回の地震を経験して家族から聴いていた大地震を初めてイメージ

し体感した子どもたちがたくさんいました。震災は、被災した地域や体験だけでなく、年

齢による違いも含め、今も一人ひとりの子ども・若者の暮らしや生き方に大きく影響して

います。 

 

この間、大学生と一緒に東北に向かい、様々な活動をしてきました。先日は、宮城県議

会の取組みとして意見交換を続けてきた若者たちが、「自分たちは指導や支援を受けたい

のではない。大人には一緒に考えて自分たちが動き出すときにそっと後押してほしい。」

と語る場面に立ち合いました。 

自分たちが出会い何度も同じ時間を過ごしてきた若者の言葉や意見は、声を聴く大人に 

明確な実感として届くと同時に、大きな喜びとなります。成長の主体として、若者と大人

はお互いに影響しあう存在であること、時間軸を共有する大切さや、声を聴き続けること

の大切さを改めて実感するとともに、若者の参加とはどういうものなのかを体感できる機

会となりました。 

 

 世田谷区子ども・青少年協議会に関わって 

 

平成21年度から10年間、子ども・青少年協議会に関わってきました。それまで関わ

られていた学識経験者の方々が任期を終えられたことを受け、引き続き務められていた委

員の方々に話を聞きながら始めることとなりました。 

当時は、まだ「子ども・子育て会議」が立ち上がっておらず、区議会議員も加わる会議

体として、緊張感をもって「世田谷区子ども計画」や「世田谷区子ども条例」、「せたホッ

と」などにも、世田谷区の子ども施策を補強する組織のひとつとして関わっていきました。 
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子ども・青少年協議会は「地方青少年問題協議会法」という法律に基づく組織です。世

田谷区は会議名「子ども・青少年問題協議会」から「問題」を取り、「子ども・青少年協議

会（以下「青少協」）」と名称変更したタイミング（平成26年4月）がありました。ここ

は、子ども・若者へのスタンスが大きく変わるきっかけとなったタイミングとして記憶し

ています。 

 

「子ども・若者育成支援推進法」の成立も踏まえ、若者を、地域を共に担うパートナー

としてとらえ、子ども施策を 18歳までで終えることなく、若者施策としてつないでいく

という大事な政策を担っていると考えています。 

 

青少協には、特筆すべき特徴がいくつかあります。 

例えば、 

◆ 必要な課題には行政的なスケジュール感を前提とせずに早期に取組むこと 

◆ モデル事業に取組み、そこから見えてきた課題を提言にまとめ区全体への汎用を図る

こと 

◆ 報告書は委員自らが文章化し作成すること 

などです。 

いずれも、世代交代のスピードが速い若者世代を対象とするからこそのルールとして受

け継ぎ、その都度の委員の皆さんが実践に結び付けてくださいました。青少協のなかに小

委員会を組織し、具体化の議論を任せることで、例えば、烏山で若者の居場所として人気

を博し、地域のおとなの皆さんに認められた「オルパ」や、SNSでの情報発信を通してネ

ットワークによる居場所構築を模索し続けている「ねつせた！」などの取組みが生まれま

した。行政だけ、区民だけでは難しい、地域と若者、そして区との協働だからこその成果

があったと感じています。 

 

 

 これからの世田谷区子ども・青少年協議会に向けて 

 

若者支援担当課が組織され、青少協に当事者として若者委員を位置づけ、専門委員とし

て参加してもらうようになったことも、大きな変化となりました。全国的には、当事者が

加わる行政の会議体はまだまだ多くありませんが、委員にどんな方を迎えるのか、積極的

に当事者を加えることは非常に大きな意味を持ちます。世田谷区は先進的な実践を行う自

治体として、若者支援を担う意識をこれからも持ち続けてもらいたい、そう思っています。 

若者は何が気になり、何に反応し行動するのか、一緒に感じ変化を共有できる存在とし

て、大人の皆さんにもその喜びを味わってもらいたいものです。 
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地域には、地域をリードする子ども・若者や、それほど多くのサポートを必要とせず家

庭の力で育っていく子ども・若者もいれば、いくつもの支援を必要としている子ども・若

者もいます。また、若者世代は、考え方、暮らし方、文化など、どんどん変わっていく世

代であり、政策化していくことには特別の難しさがあります。彼らが今、何が気になり何

をしようとしているのか、何に困り何に怒り、何に喜びを感じているのか。若者世代を捉

え、若者世代に視点を定めて、一緒に施策を作り出し、展開していくことが不可欠です。 

 

今期の青少協のテーマ「若者の力が活きる地域」とは、「若者と一緒に変わる地域」と言

えるかもしれません。大人と若者が地域を共に担うパートナーとして、支援する／される

といった一方通行ではなく、相互に支えあう関係性を持って地域の良い点も悪い点も共有

し、どの世代も住みやすい新しい世田谷を一緒に作り出していけることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


