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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

居場所の不
⾜

⼦ども・学
⽣

学⽣の社会参加に関するサポートのニーズが⾼
く、学校側から複数回の開催の要望があった。
「初めて⾃分の街のことを考えて、他の⼈に意⾒
を伝えられた」という⽣徒も多かったように、若
者会議のような提⾔として形にする場はハードル
が⾼かったと思われる。その⼀⽅で、居場所への
参加者数は想定よりも多く、その場で様々な声を
形にすることもできている。声を発信する前の段
階で、⼦ども若者たちの声を発⾒する機会や醸成
される場の重要性が当該地域で今後は必要である
と考えられる。⼦ども若者は⾃分⾃⾝の意⾒を表
に表現するまでの間に周囲の⼤⼈の意⾒に左右さ
れがちだが、今回の事業では同年代の学⽣同⼠の
ピアな関係づくり、⾃分⾃⾝の意⾒を肯定でき
る、⾃分⾃⾝の意⾒を表明してもいいと思える、
等のエンパワメントすることができた。特に⼤⼈
から与えられた課題ではなく⾃分⾃⾝の抱える課
題を社会ごとに変換し、解決を他者に委ねるので
はなく地域の⼀員としてみんなで何とかしていこ
うという姿は周囲の⼤⼈のやる気を引出すことに
も繋がった。開催ごとにその都度、希望者が参加
する仕組みになっていたが、参加する学⽣のほと
んどがリピーターだった。⾃分の意⾒を表明する
ことは⼦ども若者にとって勇気のいることだが、
事業を通じて信頼関係を構築ができたことが結果
に繋がった。

a 延べ246名
b 9名
c 5つ
d 延べ274名
e 45回
f 7名

a 延べ30名
b 15名
c 3つ以上
d 延べ180名
e 36回
f 10名

a 出張講座参加者数
b 若者会議参加者数
c 若者会議での提⾔
数
d 居場所利⽤者数
e 居場所開催数
f インタビュー数

コロナ禍において、⼦ども若者⾃⾝がコロナ
禍での願いや課題を地域に発信できる場があ
る。

事業実施概要

新型コロナウイルスの影響によって、特に不登校やひきこもり、困窮等の社会的排除リスクが⾼い⼦ども若者の課題や必要な⽀援が実態として把握しにくい状況にある。
⼀部顕在化してきた課題として、学校環境の変化による不登校相談や、企業の業績悪化による「コロナ切り」の相談も増加傾向にあるが、各⽀援活動団体が個別で対応し
ており、マンパワー不⾜の中で新しい⽣活様式に対応する⽀援⽅法が確⽴されず、活動を休⽌する団体も少なくない。コロナ禍において、⼦ども若者に必要な⽀援の実態
を把握し、ニーズに応じて持続的で適切な⽀援ができるよう各団体同⼠が協同できる環境整備を⾏った。

課題設定、事業設計に関する振り返り

学齢期世代のニーズ：新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴い特に課外活動や放課後の⼈との交流等に関して制限があったと居場所での対象者の⾔葉でも、アンケート調査
結果においても訴えがあった。また進路に関する不安を訴える声も聞かれた。本事業で実施した⾏政へのアドボカシーやアンケート調査は、上記の仮説の証明とその訴え
として事業設計として妥当だったと考えられる。今後においても対象者の訴えを聞く機会や、聞いた訴えをしかるべき所に届ける仕組みの質と量の向上を⽬指していく。

⻘年期のニーズ：加盟団体の情報交換の場においては、コロナ禍において⻘年期の対象者に対する特段の不利な状況は報告されなかった。ただし平時の困難な状況は継続
している状況は変わらないので、引き続き対象者への⽀援体制の構築に努めたい。

⽀援団体のニーズ：各団体ともに新しい⽀援ノウハウの構築を⾏っている事が分かった。⽀援現場における感染症対策やオンラインの導⼊などの⼯夫で⽀援を継続する⼯
夫を⾏って居る事が共有された。加盟団体の情報交換の場において、それらのノウハウが共有されたことは、本事業の成果と思われる。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

実施時期: 2020年10⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: 福島県
事業対象者: 社会的排除のリスクのある⼦ども若者及び⽀援団体

事業完了報告書 （実⾏団体）
事業名: コロナ禍における⼦ども若者の社会的包摂事業
資⾦分配団体名: ⼀般財団法⼈ふくしま百年基⾦
実⾏団体名: こおりやま⼦ども若者ネット

2021年11⽉8⽇



コロナで影
響を受ける
従事者

連携の不⾜

その他 その他

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

⽀援団体・個⼈同⼠での情報交換や
連携するプラットフォームづくり
(⾞座会議) 計画通り

⽉に1回程度開催。1⽉の開催では若者の質問に市⻑が答えるという開催内容でで⾞座会議を開催、若者からは「居場所
は虐待の避難場所にもなる。⾏政にもこの分野の活動の価値を知ってもらい、今後の対応に繋げて欲しい。」という意⾒
があがった。地域内の社会的排除に関する議論を重ね、2021年4⽉に実施された郡⼭市⻑選への公開質問状の作成・提出
を⾏っている。

意⾒表明をする若者会議の実施

計画通り

若者会議として相互理解ワーク、チームづくり、課題等のテーマ設定、先進事例調査、プレゼン内容の検討、発表準備を
5⽉〜9⽉にかけて⽉1回程度実施。個⼈の地域にある関⼼事を広げ、現状分析・先進事例調査を⾏い、9⽉に報告会と併
せた提⾔の発表を実施している。

地域内で⼦ども若者の声を聴ける居
場所の設置・利⽤者へのインタ
ビュー調査

計画通り

主に社会的排除リスクが⾼い⼦ども若者向けに学校外の居場所としてフリースペースを設置し
週1回程度開催。フリースペース以外に、参加している若者の声をもとにゴミ拾いボランティアや外出企画、広報活動な
どを若者たちと⼀緒に実施したほか、利⽤者へのインタビュー調査を実施した。

学校内等での地域や⾃⼰理解の出張
講座実施 ほぼ計画通り

当該地域の⾼等学校4校で社会参加に関する講座を開催。地震発⽣の影響でテスト期間がずれ込み、2⽉は開催⽇程の再
調整が必要になった。当初想定よりも学校からのニーズが⾼く、単発ではなく複数回・全学年での開催を⾏うところも
あった。

若者会議説明会・登録会の開催
計画通り

若者会議の概要について個別・集団での説明会を実施している。

事業実施以降に目標とする状況

本事業の成果をもとに課題別の分科会が形成され、当該地域において⼦ども若者の社会的排除を解決するための「⺠間協議会」が設⽴される。また、今暮らしている地域
での願いを⼦ども若者⾃⾝が発信する機会が増え、暮らしやすいまちづくりを共に担う主体性が醸成されていく。⽀援者と当事者双⽅の視点をもとに社会が形成され、⼦
ども若者のための効果的な制度や活動が増加し、社会的排除のリスクが減少していく。

考察等

本事業を通じて⾏われた取り組みの各種によって、⼦ども若者の社会的排除に関⼼がある関係者や当⼈が出会い意⾒交換することが出来た。同分野においては、⽀援従事
者の⽀援論が強く発信されがちだが、当事者や⽀援に従事していない多様な⽴場の⽅も共に意⾒を交わす場をつくることができ、互いの⽴場や背景の相互理解が深まっ
た。この事によって、⺠間協議会設⽴の機運が⾼まった。社会的排除のリスク軽減は⻑期的な取り組みが必要で⼀朝⼀⼣に成果を得る事が難しいが、その起点となる繋が
りの強化などができた。

活動 進捗 概要

コロナ禍での⼦ども若者を取り巻く願いや課
題を⾏政や地域住⺠に顕在化される。

a アンケート調査の
回収数のカウント
b ⾔語された地域課
題の数のカウント
c 地域課題を共有し
た団体・個⼈(報告会
参加者を含む)のカウ
ント

a 1,000件
b 3つ以上
c 1,000名

a 1,526名
b 3つ
c 301名

⽐較対象として⽇本財団の18歳意識調査との⽐較
を⾏った。アンケート調査から「コロナ禍におい
て⼦ども若者の居場所が減少し、それと同時に彼
らが⾃分⾃⾝の困りごとや地域への願いを考え
る・発信する場も失われている」といった結果が
⾒られた。社会課題や⾃分の困りごとを話しにく
い⼦どもは周囲に対する諦めがあり、話せないこ
とで孤⽴化しがちである。上記のエビデンスを通
じてコロナ禍における居場所の必要性を発信する
ことが重要であるが、その共有が充分にできてい
ないことが当ネットワークの課題であると思われ
る。今後は当ネットワークの発信⼒の向上に注⼒
していくべきである。

⼦ども若者を⽀援する団体・個⼈同⼠がコロ
ナ対応の悩みやナレッジの共有ができる仕組
みがある。

a ⾞座会議の開催回
数
b 参加者団体・個⼈
数(実⼈数)
c 団体個⼈間での連
携実績

a 8回
b 15名
c 3回以上

a 10回
b 26名
c 6回

コロナ禍において⾃団体の活動だけでなく、他団
体との交流も制限される中、ナレッジ共有・意⾒
交換をする場⾃体のニーズは⾼かったように思わ
れる。お互いの強みを知り合い、特にコロナ禍に
おける居場所や余暇づくりの連携が多かった。ま
た、⺠間ベースの⾃助努⼒だけでは解決されない
⼦ども若者の地域課題(不登校児童⽀援、⺟⼦⽀
援、発達障がい、孤⽴防⽌)に関して、⾏政と協働
していく必要性の機運が⾼まっており、⾞座会議
では郡⼭市⻑との意⾒交換の場をつくることもで
きている。これまでの官⺠連携は委託事業が主
だったが、今後は⾏政も交えた勉強会の開催等の
動きも想定されている。また、これまでの連携会
議などは⽀援者側からの発信になりがちであった
が、不登校・引きこもり等の当事者を交えた⾞座
会議の積み上げは⼤きい。



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）
各種チラシ、報告書への掲載

4.報告書等
報告書作成

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
ふくしま⺠報 9⽉21⽇「若者が街づくり提⾔ 郡⼭でフォーラム市⻑と意⾒交換も」
aruku 9⽉号 「こおりやま⼦ども若者フォーラム」
web aruku https://www.arukunet.jp/179690/

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
こおりやま若者会議チラシ、すきまカフェチラシ、アンケートチラシ、報告書、こわかネットパンフレット、すきまカフェノベル
ティペン

合計 4,622,300 4,657,884 100.8%

補⾜説明

事業費 直接事業費 4,339,800 4,375,384 100.8%
管理的経費 282,500 282,500 100.0%

計画額 実績額 執⾏率

福島県⽴あさか開成⾼等学校 出張講座の定期開催を実施。延べ158名が参加している。

郡⼭市⼦ども政策課 当ネットワークとの相談窓⼝の設置。⾃治体内の各課への呼びかけや連携の窓⼝として協⼒いただいている。

県中地域における⾼等学校(複数)
若者会議への周知・誘導やアンケート配布の協⼒。若者会議参加者9名中、3名が紹介を受けており、アンケート回答数も想定より多くの回答を得ることがで
きている。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な

ど

⾼等学校への出張講座の実施によって広域通信制⾼校の職員との顔の⾒える関係が構築された。また講座実施校の⽣徒が居場所に繋がるなどの成果にもつながった。アン
ケート調査については、あさか開成⾼校の学校⻑の協⼒で県中地域の学校⻑会で周知することができた。結果1500以上の回答を得る事が出来ると共に、各学校への訪問機
会を得る事ができ、学校との意⾒交換などを実施する事が出来た。⾏政へのロビー活動や郡⼭市⻑選挙⽴候補者に対する公開質問状の送付から、担当課との定例会議の実
施や部署横断の庁内学習会の実施（22年2⽉予定）を⾏う事ができた。また今回がきっかけとなり、⺠間と連携した校内の居場所づくりをしたいという相談・依頼が地域
の⾼等学校からあり、事業のあたらな展開が⾒えてきている。

課題を取り巻く変化

本事業を通して、特にコロナ禍において顕著になった「居場所喪失によって起こる⼦ども・若者の声の潜在化」における課題の認知が、ネットワーク内だけでなく⾏政機
関や⼦ども若者にも広がっている。居場所や若者会議に参加した若者たちは、居場所の必要性について提⾔するだけでなく、⾃ら⼦ども⾷堂等のボランティアに出向いた
り、居場所の広報活動を⾏ったりとその広がりを⾃分たちの⼿で模索し始めている。その声に影響される形で、「学校内での居場所」に関⼼をもつ学校もある。今後は、
既存のサードプレイスに参加できない若者に対する「アウトリーチ型の居場所(校内カフェ)」や、若者とともに地域に働きかけながら⼦ども若者の声を顕在化するための
持続可能な場や機会を創出していく。

連携先 実施内容・結果

事業報告書の作成
遅延あり

新型コロナウイルスの影響により各活動のスケジュールに遅延が発⽣した。本事業の成果と⾒えてきた課題を踏まえて今
後も議論をしていくために、関係機関や若者たちへ配布している。

コロナ禍での⼦ども若者を取り巻く
実態と必要な⽀援について報告会を
実施する。

計画通り
まん延防⽌措置重点措置の期間のためオンラインで開催している。郡⼭市⻑を呼び、若者からの提⾔発表や課題テーマ別
分科会等を開催し参加者との議論を実施した。

アンケート調査（コロナ禍における
⼦ども若者の変化を調査する。集計
結果の分析を測り、必要な⽀援や政
策検討の根拠を明確にする）

遅延あり

年度の変わり⽬によるアンケート回答の影響を避けるため時期を変更して実施。ネットワーク各団体の受益者や⾼校12
校の協⼒を得て1,500名以上の回答を得ている。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた

Ⅻ. その他

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

⾃由記述

本事業では⼦ども・若者⾃⾝による提⾔作りを⾏っているが、提⾔そのものだけでなく、提⾔作成までのプロセスにも意味があり、学校で⾏っている既存の探求学習との差別化を意識して実施することが出来
た。⼦ども・若者は、⾃分⾃⾝のなかで思ったこと・考えたことがあったとしても、発⾔として出てくるまでに周りの⼤⼈の意⾒で左右されてしまいがちである。本⼈たちが何を願っているかを引出すための⼦
ども・若者同⼠のピアな関係づくりを丁寧に進めることが出来たことで、⾃分の中で思ったことや考えたことを表明しても⼤丈夫なのだという雰囲気づくりができた。本⼈たち⾃⾝の表現したい⽅法での意⾒表
明をすること、してよいのだということをエンパワメントできた。⾃分⾃⾝が困ったことのある実体験から⾃分と同じように困っている⼈もいるはず、と⾃分事を社会ごとに変換して話をする、という⼦どもた
ちの姿は地域の⼤⼈への影響⼒がある。⼈から与えられた課題ではなく⾃分の中から⽣まれてくる課題感・⾃⾝の経験が絡んでいることを⼤⼈の前で表明することは勇気がいる。何とかしてくださいという訴え
ではなく、地域の皆で何とかしていこうという姿勢・皆が地域の⼀員であるという姿が、提⾔発表を聞いていた参加者の⼼を動かしていた。県外のある地域では既存の公共施設の中に就労⽀援カフェがあったり
するが、議員のかたとそのような⽀援を進めていくことについて話も始めることが出来た。

内部監査

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

はい

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。 変更はなかった 規程の変更はない。

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 完了 全ての規程を会の総会・役員会にて定め運⽤を開始している。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

全て公開した 各種規程をＨＰにて公開している。

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況 内容


