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発刊によせて

全国各地で、子供・若者を育成支援する活動や、子育てを支援する活動が、多くの方々の尽力に

よって様々な形で行われています。子供・若者の健全育成をめぐっては、ニートやひきこもりなど若

者の自立をめぐる問題の深刻化や、児童虐待、いじめ、少年非行、有害情報の氾濫、子供の貧困等の

問題が、子育て支援については、仕事と子育ての両立の難しさ、子育て中の孤立感や負担感等の課

題が顕在化しており、いずれも我が国の将来に関わる重要な課題です。このため政府や地方公共団

体は様々な施策を講じているところですが、企業、地域社会、各種団体、家庭、そして国民一人ひと

りが互いに連携・協力し合いながら、社会全体でこうした課題に取り組んでいくことが不可欠であり、

内閣府では、子供・若者が健やかに成長し、全ての若者が持てる能力を活かし自立・活躍できる社会

の実現を目指して、優れた活動を行っている企業、団体又は個人を顕彰することとしています。

内閣府の顕彰には、子供・若者を育成支援する活動及び子育てと子育てを担う家族を支援する活

動において顕著な功績があった者を顕彰する「子供と家族・若者応援団表彰」と、子供や若者が地域

や社会の輝く未来に向けて行った社会貢献活動において顕著な功績があった者を顕彰する「未来を

つくる若者・オブ・ザ・イヤー」があり、それぞれについて内閣総理大臣表彰と内閣府特命担当大臣表

彰が授与されます。また、「子供と家族・若者応援団表彰」に推薦された取組の中から、広く社会に紹

介することが相応しいと認められる活動に対して「チャイルド・ユースサポート章」が授与されます。

今年度は、「子供と家族・若者応援団表彰」と「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」の両表彰併せて

内閣総理大臣表彰が5件、内閣府特命担当大臣表彰が20件に授与されました。また、「チャイルド・

ユースサポート章」が6件に授与されました。

現在、新型コロナウイルス感染症は、子供・若者やその家族を取り巻く環境にも影響を与えており、

生活の様々な局面での不安や、望まぬ孤独、社会からの孤立に直面する可能性が高くなっていると

も言われています。こうした中、今年度の受賞者・受章者の活動は、子供や若者、子育てを担う家族

に寄り添い、その健やかな成長を支え、安心と希望に満ちた社会の実現に大きく貢献するもの、あ

るいは、若者が主体的に地域や社会の輝く未来の実現に大きな役割を果たすものです。

本事例集には、これら受賞者・受章者の活動内容が収録されています。子供・若者の育成支援や子

育て又は子育てを担う家族の支援に関わる方々、社会貢献活動に取り組んでいる方々やこれから取

り組もうと考えている方々などに広くご活用いただければ幸いです。

令和３年３月

内閣府政策統括官（政策調整担当）

内閣府子ども・子育て本部統括官
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令和２年度「子供と家族・若者応援団表彰」の選考に携わって

「子供と家族・若者応援団表彰」選考委員会委員長

金藤 ふゆ子

今年度の「子供と家族・若者応援団表彰」では、子供・若者の健やかな成長や困難を有する子供・若

者や家族を支援する活動を対象とする「子供・若者育成支援部門」と多様な連携による子育て支援

活動や男性も女性も仕事と生活が調和できる社会活動を対象とする「子育て・家族支援部門」の両

部門に各府省、都道府県、政令指定都市から63件の推薦がありました。

推薦された各候補者について、６人の選考委員がそれぞれの知見に基づき評価し、選考委員会で

議論するほか、一部の候補者については選考委員が現地で直接ヒアリングを行い、その結果をもと

に更に議論を重ねて、慎重に審査をした結果、「子供・若者育成支援部門」では、内閣総理大臣表彰

として２件、内閣府特命担当大臣表彰として９件を、「子育て・家族支援部門」では、内閣総理大臣表

彰として１件、内閣府特命担当大臣表彰として４件を表彰しました。

内閣総理大臣表彰を受賞した活動を見てみると、児童養護施設の子供たちへの「ことばの力をつ

けて自立を促す」取組支援、困難を抱える子供・若者に対する学習支援や就労支援、子育てしやすい

地域づくりのため子供食堂など、長いスパンで見た子供の育成や子供・若者支援に関する今日的課

題への対応など、そのどれもが、独創的かつ先駆的な取組と言えます。

また、今回、受賞までに至らなかった活動の中にも優れた活動実績がある取組が多く見られました。

そうした優れた活動につきましては、多くの方々の活動の参考となるよう、また、活動内容を広く社

会に知っていただけるよう、チャイルド・ユースサポート章として、両部門で合計６件を選定いたしま

した。受賞された取組に加えて、こうした活動内容も本事例集で紹介しておりますので、是非、多く

の方々に御覧いただければと思います。

御存じのように我が国は、現在コロナ禍の中におり、今回受賞（章）した皆様も、それぞれの立場で

コロナ禍と直面し様々な制約がある中、子供・若者育成支援や子育て支援等に取り組んでおられま

した。改めてその活動に深く敬意を表します。

今回受賞（章）された皆様が、これまでの活動をより充実したものとされ、子供や若者の健やかな

成長の応援団、子育てと子育てを担う家族の応援団として今後も御活躍されるとともに、本事例集

を御覧になった方々が、こうした活動を参考に各地域での取組をさらに推進していかれることを期

待しております。末筆となりましたがあわせてこの場をお借りしまして、「子供と家族・若者応援団表

彰」の選考にあたり多大な御尽力と御支援を賜りました関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。
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令和２年度「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」の選考に携わって

「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」選考委員会委員長

萩原 なつ子

令和２年度の「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」の選考では、子供・若者が地域や社会の輝く未

来に向けて行った社会貢献活動において、顕著な功績があった個人及び団体として都道府県から推

薦のあった26件の中から2件を内閣総理大臣表彰、7件を内閣府特命担当大臣表彰として表彰し

ました。

今年度、内閣総理大臣表彰を受賞した２件は両方とも高校生個人による活動でした。１人は災害時

の通信手段としての鳩に注目し、大変独創的な研究を行い、社会的な課題に取り組んでおられます。

もう１人は、コロナ禍の中、生まれ育った地域のために、地域の飲食店のテイクアウトや物品情報な

どをSNSにより発信することで、地域の活性化に貢献されました。

内閣府特命担当大臣表彰の７件については、高校から大学までのサークル活動を通じた社会貢献

活動や個人・団体による地域活性化のための活動などでした。今回は全体として、コロナ禍という制

約下においても、若者らしい工夫を凝らした活動が多かったと思います。

英国の経営学者であるチャールズ・ハンディは、４つのワークを提唱しています。４つのワークとは

家事、育児、介護等のHome Work（家庭ワーク）、雇用労働、自営業、兼業、副業などのJob

Work(有給ワーク)、学びを行うStudy Work(学習ワーク)、ボランティア、地域活動などの社会的

活動を意味するGift Work(ギフトワーク)を意味し、バランスのとれた生活はこの４つのワークを

どうブレンドするかで決まるとしています。日本社会においては、どうしても最後のGift Workが

後回しにされがちですが、今回受賞された若者の活動は、若い世代においてGift Workが根付い

てきている証ではないでしょうか。

現在、私たちはコロナ禍の脅威に直面しています。感染を防止するため様々な社会経済活動に制

約が加えられています。そのことは、社会全体に様々なマイナスの影響を及ぼしていますが、今回受

賞した若者の活動を見ていると、明るく躍動感に満ちた社会がそこまで来ていると感じられ、希望

を持てました。

本事例集では、内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣表彰の受賞者の活動内容を紹介して

おりますので、地域で社会貢献活動に取り組まれている若者、その支援者をはじめ多くの方々で御

覧いただき、各地域における活動の発展にお役立ていただけることを願っております。
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子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

児童養護施設での伝言ゲーム

児童養護施設での「ことばの力をつけて自立を促す」取組を平成20

年から行っている団体です。施設での取組を通じて、成育歴の中で良

質な言葉に出会えない子供たちがいることがわかり、「ことばで自分の

気持ちや考えを表現し人の話を聞けるようになる」ことを目指した「こ

とばキャンプ」というトレーニングプログラムを提供しています。

このプログラムは子供だけでなく施設職員も対象としており、子供と

共に学ぶことで、子供を肯定的に見て、言葉を引き出すスキルを得る

ようにしています。施設全体の養育の向上、コミュニケーション向上に

も寄与しています。

※JAM：Japanese&American Mothers

近年、読解力や理解力の課題が言われていますが、本法人は13年前よ

り児童養護施設の子供に対する支援として、「ことばキャンプ」に取り組ん

でいます。

また、単に支援に留まらず研究機関と連携し取り組み効果の検証も行っ

ており、児童養護施設の子供に限らず今後の幅広い普及や発展も期待さ

れるものであり、大変高く評価しました。

1990年代後半、家族と共に米国に生活した折、日本と世界の「ことばを

使うコミュニケーション」の差に気づき、帰国後「日本のすべての子供たち

のコミュニケーション力育成」活動を始めて18年になります。自分の気持

ちにふたをしてガマンするのでなく、また暴力に訴えるのでもなく、言葉

で自分の気持ちや考えを表現し、人の話を聞けるようになることは、かけ

がえのない自分を大切にし（自尊）相手を大切にする（他尊）ことです。

7つの力のトレーニングで楽しく学べる「ことばキャンプ」を、日本中の子

供たちに届ける活動を続け、自分を大切にし、相手も大切にする「自尊他

尊」の社会の実現を目指してまいります。この度は、大変すばらしい賞をい

ただきまして本当にありがとうございました。

写真

表彰式の様子

子供と大人が一緒に参加

ことばキャンプのロゴ

～内閣総理大臣表彰～

http://kotobacamp.com/
代表者名：高取 しづか 活動開始：平成20年7月 団体構成員数：36名

特定非営利活動法人JAMネットワーク
神奈川県横浜市 ／ 神奈川県推薦

ジ ャ ム
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子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

「キッズハウスいろどり」の様子

子供・若者の総合的な支援を栃木県内全域で活動している団体です。

不登校・高校中退の学習支援から始まった活動をもとに、平成22年に

一般社団法人として開設しました。

現在は、生活困窮者自立支援の就労準備支援の形態の一つとなって

いる中間的就労に取組むほか、とちぎ若者サポートステーション、栃木

県子ども若者・ひきこもり総合相談センターを運営し、子供・若者だけ

でなくひきこもりの相談支援にも力を入れています。

平成30年には子供食堂や居場所をワンストップで提供する「キッズ

ハウスいろどり」を開所し、貧困下の子供たちの支援でも栃木県の中心

的存在となっています。

困難を抱える子供・若者に対して、切れ目のない支援として、学習支援や

就労支援など、子供・若者のニーズに併せて活動を展開しています。規模

や多様性、継続性、計画性の上でも他のモデルとなります。県内の子供食

堂ネットワークにより活動支援をしている点、支援を受けた若者が支援者

になるという取り組みや多様な世代に開かれたひきこもり支援もユニーク

であり、大変高く評価しました。

この度は、大変名誉な賞をいただき、誠にありがとうございます。心から

嬉しく思い、職員一同、感謝しております。本法人が、不登校、ひきこもり、

ニート等の子供若者の支援機関として設立され10年が過ぎました。全て

の子供・若者が将来に希望を持てる社会を作るために次の３つのテーマを

軸に活動しています。①一人ひとりの子供・若者とその家族を支える、②

社会の中に子供・家族支援部門のセーフティネットを作る、③子供・若者を

育む地域社会を築く。

今回の受賞を機にますます子供・若者の支援活動に尽力してまいります。

最後になりますが、ご推薦いただきました自治体の皆様に深く感謝申し上

げます。
表彰式の様子

中間的就労「玉葱選別」の様子

発達障害児への学習支援の様子

～内閣総理大臣表彰～

https://www.tochigi-yso.org/
代表者名：中野 謙作 活動開始：平成22年4月 団体構成員数：61名

一般社団法人栃木県若年者支援機構
栃木県宇都宮市 ／ 栃木県推薦

じゃくねんしゃ
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特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ
香川県高松市 ／ 香川県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

コロナ無料昼食支援(弁当)
ゆうゆう給食堂の様子

子育てしやすい地域づくりのために、子供食堂、高齢者支援や地域子

育て支援拠点事業等を行っている団体です。

平成30年4月より毎月1度夕方に開催をしている多世代型の子供食

堂「ゆうゆう食堂」を開設・運営してきましたが、令和2年度からは、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に合わせて「ゆうゆう給食堂」とい

う学校休校時における無料昼食支援の場を設け、提供方法をお弁当の

配布や支援品の配布に変更しながら、行っています。

地域子育て支援拠点事業では、子育て中の家族と地域の高齢者が交

流することで、地域の一体感や多世代間交流が図られています。

多様な子育て支援事業に積極的に取り組むと共に、高齢者の居場所づく

りにも着手しており、多世代が子育て支援に自然と関わる仕組みは、各世

代にとっても有意義な機会を創出しています。各世代の視点を十分に考え

た企画内容も工夫されています。

また、「ゆうゆう給食堂」のように、社会の課題に対し身近な地域でいち

早く取り組む姿勢、その原動力となる理念など、他のモデルともなるもの

であり、大変高く評価しました。

この度は内閣総理大臣表彰をいただき本当にありがとうございました。

受賞の報告を聞き、地域を中心に日々の活動が評価をされた事を今まで

関わってくださった多くの方々に喜んでいただけました。

コロナ禍においての子供食堂の活動では、今後の運営で感染症対策を考

える上で経験値を日々積み上げています。苦しい時も支え合って前へ進も

うとする気質はどのような環境になっても変わりません。子供を中心とし

た地域共生社会を０〜100歳以上まで生き生きと暮らせる様に今後も邁

進いたします。小さなチャレンジから大きなイノベーションを巻き起こせる

様に日々精進していく所存です。

表彰式の様子

子育て世代と高齢者のお花見

餅つきの様子

http://yuuyuu.ciao.jp/
代表者名：田中 博子 活動開始：平成21年4月 団体構成員数：50名

～内閣総理大臣表彰～
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特定非営利活動法人いわてGINGA-NET
岩手県盛岡市 ／ 岩手県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

漁業体験活動
漁師との交流の様子

東日本大震災の学生ボランティア活動をきっかけに結成された団体

で、若者の社会貢献支援活動と人材育成活動に取り組んでいます。東

日本大震災の復興支援活動の経験をもとに、災害発生時の学生ボラン

ティアのコーディネートや災害をはじめとする文化・歴史的な学びを次

世代に伝え、地域を元気にする人材を育成することを目的とした「いわ

てフィールドワーク・ラーニング」の企画・運営や、平常時から研修会な

どを通じ岩手県内の学生ボランティアたちが学校（高校・大学・専門学

校等）の枠を超えてネットワークを構築することを支援する「いわて学

生ボランティアネットワーク事業」を展開しています。

震災ボランティアのコーディネートをきっかけとしながら、住民とのつな

がりを生かして地域学習活動に発展している点は、まさに地域との連携に

発展している事例と言えます。

また、災害対応を可能とする学生ボランティアの育成・ネットワーク化は、

大学の地域連携を実践的かつ独自に進めている先進的な取り組みと言え、

将来性も期待でき、他の地域でも広がって欲しいと思います。その取り組

みを高く評価しました。

この度の受賞誠にありがとうございます。本法人は東日本大震災の若者

による復興支援活動をきっかけとして若者の社会貢献支援活動とこれか

ら地域で活躍できる人材の育成事業に取り組んできました。これまで当会

の取組みを応援してくださった関係者、ボランティアの皆様、そして若者

の学び・交流の場を一緒に作り上げてくださっている地域の皆様と今回

の受賞の喜びを共有したいと思います。

今後も若者自らが地域の魅力や課題に関心を抱き、様々な地域・世代・

立場の方と協働しながら、地域での「支え合い」に主体的に取り組む力を

育んでいく活動を進めていきたいと思います。
表彰式の様子

いわてGINGA-NET
ホームページTOP

高校生・大学生による地域の魅力
発信ワークショップの様子

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://iwateginga.net/
代表者名：川原 直也 活動開始：平成24年2月 団体構成員数：63名

ギ ン ガ ネ ッ ト
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特定非営利活動法人ＮＰＯホットライン信州
長野県松本市 ／ 長野県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

個人・企業から様々な物資が集ま
る「こども応援リレー」

自立が困難な要支援者に多角的な寄り添い型支援等を通して、誰も

が「居場所」「出番」「就労」「自立」「生活の改善」ができるよう、県内で支

援ネットワークを構築している団体です。

具体的には、24時間365日の無料電話相談と面談同行による適切

なアセスメントやケアを実施するため、県内数カ所の拠点と子供食堂

（90ヶ所）に年間2万人が参加することで、誰もが安心して暮らせる地

域社会の実現を目指し、活動しています。

また、「“もったいない”をありがとうの笑顔につなぐリレー」フードバ

ンク（子供用品・食料品の無料提供）活動では年間30万点・60ｔの支援

物資を子供食堂等に提供し続けています。

自団体だけではなく、県内の子供食堂の支援、フードバンク活動と、広域

での子供・若者支援に取り組んでいます。自分たちの役割を意識した事業

構築、ノウハウ提供、情報発信など多くの団体のモデルとなるものであり、

高く評価しました。

この度の受賞ありがとうございました。私どもの事業に賛同し関わった

お一人おひとりの「心合わせ・力合わせ」の成果であります。

24時間365日の電話相談や面談・同行による自立支援とケア、居場所

や無料で食事を提供する「信州こども食堂」、「まちのプラットフォーム」を

めざした様々な相談や食育、学び・学習支援、フードバンク・フードパント

リー事業など、生活困窮者への多角的な支援活動をしてきました。

しかし、昨今のコロナ禍で弱い立場の人たちは、更に厳しい状況に陥って

おり、支援の役割と使命感が更に強まってきました。弱い立場の子供や家

族を孤立させないように、このコロナ禍の難しさを創意工夫しながら、つ

ながりを断つことがないように活動を続けていきます。

表彰式の様子

「信州こども食堂」での学習支援
こどもクイズ大会の様子

子供食堂の様子

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://hotline-shinshu.jimdo.com/
代表者名：村上 晃 活動開始：平成23年3月 団体構成員数：178名
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ＮＰＯ法人音楽療法ゆる～り
京都府京都市 ／ 京都市推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

虐待防止のための
親子コンサート

発達障害など、その他障害を抱える子供を対象に音楽療法、療育の

活動を行っている団体です。また、親子向け参加型コンサートや、保育

所、児童館、病院、その他様々な場所での演奏等を実施しています。虐

待、いじめ、少年犯罪防止を目的とした活動や、心と身体の健康維持・

向上・長寿を目指し音楽の効果を利用した催しを開催しています。

このほか地域に住む高齢者との交流など、地域交流の場を作ること

や地域の団体・大学・企業等と連携することによって地域の繋がりを深

め地域コミュニティの活性化に取り組んでいます。

発達障害児への音楽療法、親子向けコンサートなど音楽を通じた多様性

ある子育て支援に取り組んでいます。NPO法人として今後の持続可能性

も期待できるものであり、高く評価しました。

この度は、私たちの活動におきまして素晴らしい表彰を頂き、大変嬉し

い感動の思いでいっぱいです。私たちの最初の活動は、障害を抱える子供

への治療の援助や支援として始めた活動でしたが、活動を続ける中で、子

育てという大きな枠の中には、虐待や、自殺、少年犯罪などの社会の課題

もたくさんあることに気づき、今現在、あらゆる年齢の子供やその家族に

対し、音楽というツールを用いて社会問題解決に繋げる活動に至っていま

す。これからも、まだたくさんの課題の山があるかと思います。

この表彰いただいたことを励みに、子供やその家族の支援、社会問題の

解決につながる活動や安心して暮らせるまちづくりを、頑張りたいと思い

ます。最後に、私たちの団体を推薦いただいた自治体関係、選考頂いた有

識者の皆様に感謝申し上げます。

ホームページ

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://www.yuru-ri.com
代表者名：松下 容子 活動開始：平成27年8月 団体構成員数：16名

表彰式の様子

13



鹿谷町まちづくり協議会
福井県勝山市 ／ 福井県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

「恐竜ひょうたん」を水洗いする
児童たち

地域の小・中学校、公民館や各種団体等と連携し、「鹿谷町雪まつり」

や集団宿泊体験「鹿谷町わくわく合宿通学」の実施、外来種の駆除活動

や「鹿谷恐竜ひょうたん」の特産品化の取り組み、鹿谷町の城山の歴史

訪問と植物調べ、ハナモモ植樹など、子供たちと共に地域活性化と青

少年育成の新たな活動を続けている団体です。

平成29年からは、首の長い形のひょうたんを「恐竜のまち」勝山市に

ちなみ、「鹿谷恐竜ひょうたん」として地元の児童らと一緒に特産化す

る取組を開始。栽培から加工までを子供たちの意見を取り入れながら

共に行っており、近隣の道の駅を通じて全国発信をしています。地域

の子供たちと一緒に生み出すこの取り組みは、地域の活性化とともに、

子供たちの地域への愛着や誇りを醸成することにも繋がっています。

自治組織の子供育成活動としてユニークです。地域資源を活用した取組

を子供たちと一緒に行うなど、様々な取り組みを行っています。他の自治

組織のモデルとなる団体でもあり、こうした一連の活動を、高く評価しまし

た。

このたびは栄誉ある賞をいただき大変光栄です。子供たちと一緒に活動

に取り組んできた諸先輩方、地域住民、小中学校、各種団体、公民館、関

わってくださった皆様に感謝申し上げます。

子供たちが地域の自然を守る活動や特産物を作る等の活動を続けるこ

とで、まちづくりに興味を持ち、中学生になっても率先して協力してくれる

のは、これらの活動が良い影響を与えているからだと思います。

私たちのまちづくりの活動が、子供たちの郷土愛を育む一助として認め

られたことを誇りに、これからも地域の活性化につながる活動を続けてい

く所存です。

セイタカアワダチソウ駆除

「鹿谷町わくわく合宿通学」

協議会メンバーとひょうたんに
絵付けをする児童たち

～内閣府特命担当大臣表彰～

代表者名：牧野 信三 活動開始：昭和59年6月 団体構成員数：40名

しかたにちょう
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一般社団法人静岡学習支援ネットワーク
静岡県静岡市 ／ 静岡市推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

教室ミーティングの様子

静岡市内において、貧困等生活上の困難に陥りやすい女性やひとり

家庭等の「勉強したくてもできない」中学生を主な対象に学習支援と居

場所支援を行っている大学生の団体です。

団体のミッションとして「私たちは勉強したくてもできない子供たち

の一番近くで一人一人に寄り添った支援をします。そしてどんな子供

たちも夢にチャレンジできる環境が保障された社会をつくることに貢

献します。」を掲げ、これまで200名を超える子供たちをサポートして

おり、関わった大学生は100名を越え、若者の社会参加の機会にも

なっています。また、親子が共に分かり合える場づくりとして、親子で

のクッキングやゆっくり話せる時間を過ごすことができる企画も実施

し、ひとり親家庭等の精神的拠りどころにもなっています。

子供にとって身近な存在の大学生が、学習支援だけでなく、話の聞き役

や体験の語り手になることは、子供たちが未来の自分を夢見るだけでなく、

学生自身も今の自分を見つめ将来を考えるきっかけにもなり、大変意義

深いものであり、こうした取組を高く評価しました。

表彰して頂けた事、とても嬉しく思います。私たちの活動の重要性、社会

貢献性、責任感を改めて感じました。また私たちの団体は様々な方のサ

ポートがあってこその活動であることも再認識しました。私たちのミッショ

ン「子供たちひとりひとりの一番近くに寄り添って支援をし、子供たちが自

分の夢にチャレンジできる環境が保障された社会作りに貢献する。」、常に

これを忘れず、より良く、少しでも多くの子供の助けになれるようにしたい

です。

今後は団体の規模の拡大、支援の輪の拡大を目標にし、今回の受賞を誇

りに思い、自信を持って支援を継続していきたいと思います。

表彰式の様子

イベントの様子

「全体研修」の様子

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://shizuoka-study-support.jimdofree.com/
代表者名：津富 宏 活動開始：平成24年2月 団体構成員数：81名
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自然探険コロボックルくらぶ
埼玉県川口市 ／ 埼玉県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

「カヤックで綾瀬川の
ごみ拾い」の様子

「命のつながり」をテーマとして、川口市内の森や川などで子供たち

を対象に昆虫、植物、野鳥等の観察や体験活動を行っている団体です。

また、川の浄化や絶滅危惧種を保護する活動も行っており、環境保全

にも力を入れています。捕ってきたバッタの飛距離を競ったり、間伐し

た木を利用して焼きいもをしたりするなど、子供が楽しみながら自然

体験ができるように工夫しています。ビオトープの様子をカメラで写し、

解説を付けてオンライン自然観察会をしました。このような自然体験を

通じて、子供たちは、命の大切さや自己肯定感、協調性等多くの力を身

に付けつけることができています。活動を継続する中で、環境系の進

路を選択する子供も出てきています。

環境活動団体として環境教育の機会を提供するだけでなく、子供自身が

自ら調査し、考える力を養っている取り組みをしています。環境教育のモ

デル事例ともなるもので、高く評価しました。

この度は名誉ある表彰を頂き、心より感謝申し上げます。活動を始めて

11年、自然環境分野を超えて、子育て分野での受賞は初めてで新たなる

希望を感じました。

自然の中で活動する子供たちは生き生きとしています。保護者や家族も

一緒に楽しんでいます。地域の方々にも暖かく見守っていただき、子供た

ちの活動が自然の大切さを地域に伝えるという好循環が生まれています。

本年はコロナ禍で学校や公共施設が閉鎖の時期に、活動場所の自然地を

散歩に来たり野遊びをしたりと、森が居場所になってくれました。会員数

も増え、子供たちに自然体験活動が求められているのを感じます。更なる

受け皿が各地に増えることを願っています。受賞を励みに、今後も子供と

自然を守る活動を継続して参ります。

表彰式の様子

「桑の実ジャムづくり」の様子

「野草調べ・野草の天ぷらづくり」の
様子

～内閣府特命担当大臣表彰～

http://korobokkur.kusaki.net
代表者名：横山 隆 活動開始：平成22年6月 団体構成員数：184名
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順正学園ボランティアセンター
岡山県高梁市／ 岡山県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

地元企業からの食糧支援

平成13年に開設以降、学生自らがスタッフとして企画運営をしてお

り、あいさつ運動をはじめとした非行防止や防犯活動（ももパト隊）を

行い、さらには、子供がいる困窮世帯への食糧支援等をボランティアと

して行うなど、幅広い活動によって少年の健全育成に寄与している団

体です。

子供がいる困窮世帯への食糧支援は、平成２７年から開始し、支援協

定を結ぶ自治体（現在は岡山市、倉敷市、総社市、高梁市、宮崎県内の

一部が中心）と連携して困窮世帯を把握し、月１回のペースで食糧の送

付を行っています。支援を受けた世帯や子供からは、感謝の言葉が送

られてきており、同活動によって、子供の発育支援はもちろんのこと、

人格形成にも寄与しており、その活動が非行防止にも寄与しています。

大学のボランティアセンターでフードバンクの取組を行うのは大変ユ

ニークです。困窮世帯の支援はもちろんのこと、参加する学生にとっても

社会状況を学ぶ機会になっていることや大学と地域（企業・行政）との連

携も素晴らしいものがあり、こうした取組を高く評価しました。

この度の栄えある受賞、誠にありがとうございます。平成13年に県内の

大学に先駆けて開設した当センターは、地域サロンや朝のあいさつ運動な

ど、常に学生が主体となり、また学生とともに成長してまいりました。中で

も、平成27年に始めた子供がいる困窮世帯への食糧支援活動「順正デリ

シャスフードキッズクラブ」の社会的意義は大きく、支援先の子供だけでな

く、ボランティアに取り組む学生の意識の変化や、人格形成にも深く関

わっていると実感しています。

今回の受賞は、これまでセンターを支えてくださった地域や企業、関係行

政、市民の皆様方のお陰と感謝しております。今後も「地域に密着した特

色あるボランティア活動」を念頭に、より一層、幅広い活動に取り組むこと

を目指します。 表彰式の様子

子供との触れ合い活動

食糧支援の作業風景

～内閣府特命担当大臣表彰～

http://volcen.kiui.ac.jp/
代表者名：加計 勇樹 活動開始：平成13年9月 団体構成員数：51名
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株式会社スリーハイ
神奈川県横浜市 ／ 神奈川県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

工場エリアの説明
（防災マップ）

横浜市都筑区にある産業用・工業用ヒーターを製造、販売している企

業です。同企業は準工業地域に位置しており、平成25年から、地域に

開けた企業を目指して社内地域活性化サークル「つづきっずはい！」と

してCSR活動に力をいれてきました。

さらに、地域の子供たちに、もっと町工場を身近に感じてほしいと東

山田地域の工場（80社）を練り歩くツアー「こどもまち探検」を企画。年

間200名の子供たちを受け入れ、教科書では教えられない町工場の

ものづくりの凄さや経営者の話など子供たちに伝えてきました。子育

てを“点”ではなく“面”で育てる「地域子育て」を町内会等と連携して

行っています。

工場地帯の中小企業の独自の取組です。地域の子供達に計3回の職場

体験の機会を提供する仕組みとなっており、他の地域にも広がってほしい

と思います。今後の発展性なども含め高く評価しました。

この度の受賞、誠にありがとうございます。子供まち探検プログラムは、

８０の町工場をめぐる子供向けの体験ツアーです。最大の魅力は、工場で

体験する、働く人の話を聞く、です。経済を下支えする町工場の熱い思い

は、子供たちに確実に伝わっています。私たちの活動の根幹にある「地域

子育て」をこれからも学校、企業、町内会、地域団体の皆さんと連携しなが

ら進めてまいります。

当地域は、工場と住宅が混在する準工業地域であり、全国的にもこのよ

うな地域が多いのではないかと思います。準工業地域の特徴をいかし、

「働く」と「暮らす」の相互の思いを近づけながら、新しい準工業地域のモ

デルを目指します。

表彰式の様子

「クリーニング工場見学」の様子

「地図と照らし合わせ」の様子

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://www.threehigh.co.jp
代表者名：男澤 誠 活動開始：平成25年7月 団体構成員数：37名
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創作クラブGrian
愛媛県今治市 ／ 愛媛県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

学生ボランティア

障害の有無に関わらず、子供から高齢者までがつながりを実感しな

がら、豊かに過ごせる古里（島）暮らしを実現するために、伯方島の魅

力をいかした創作ワークショップ、交流イベント等を展開している団体

です。

自然素材をいかしたクラフト体験、島をフィールドにした環境学習等、

多様な世代の気づきを促すプログラムを企画し、その担い手として中

高校生ボランティアの主体的な参画機会を提供し、学習の機会として

います。平成26 年、「瀬戸内しま博覧会（瀬戸内しまのわ）」へ の参画

をきっかけに観光交流事業にも積極的に取り組み、加工品づくり、住

民主体のコミュニティカフェをオープンしました。

※Grian：ケルト語で太陽を意味します。

全ての世代を対象とした地域づくり活動の中に、子育て世代や高校生ボ

ランティアにも役割を位置づけ、支援を受けるだけでなく、地域住民とと

もに学ぶ機会としています。子供たちの抱える課題はとりもなおさず大人

社会の問題を反映しているので、世代を超えて地域ぐるみで取り組んでい

る点を、高く評価しました。

在宅障害者の余暇活動から始まり、障害や病気、年代、ジェンダー、国籍

に関係なく地域住民として誰でも主役になれる活動をできることから取り

組んできたことが、この度、このように表彰頂くことになり、大変光栄に思

います。誰かのためにやってみたいことや地域の課題解決へのチャレンジ

を通じて、「小さな島だからできること」はいつも住民主体・多分野との協

働・達成感・新たな発見等があります。今後も多世代との活動を通じて地

域づくりの思いを伝えながら、より豊かなしまづくりを紡いでいけるよう、

様々な形で楽しんで取り組んでいきたいと思います。

ジビエ料理づくり

島の自然素材をいかした
ものづくり

お正月の花飾り

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://hakatadetsukuru.jimdofree.com/
代表者名：田窪 良子 活動開始：平成24年11月 団体構成員数：20名

グリアン
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特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂
岐阜県瑞穂市 ／ 岐阜県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

保育体験授業

瑞穂市を拠点に、子育て支援と子供の体験活動を企画・実施してい

る団体です。

平成14年の法人化以降、瑞穂市の子育て支援の拠点として活動を広

げ、29年度には市認可の小規模保育所「まめっこ保育園」を開園しまし

た。園では、支援の必要な家庭を積極的に受け入れ、保育と子育て支

援を包括的に行っています。また、地元中学校と協働して保育体験の

授業を実施しており、かつて幼児として預けられた経験を持つ中学生

が子を預かる立場になったり、かつて中学生として乳幼児を預かった

子が親になり、我が子を後輩に預けに来たりするという世代の循環が

始まっています。

同法人で実施している「保育体験」は乳幼児を預ける親の協力の他に

PTAも加わっており、学校を中心とした市民の協力関係の構築ともなっ

ています。また、15年を経て、かつての中学生が親世代として協力するな

ど、地域内で循環しています。定着と持続化も含め、その実績を高く評価

しました。

この度は、栄えある賞をいただき、本当に嬉しく思っています。15年に

わたり継続してきた中学生の保育体験授業が、今年度はコロナ感染拡大

による中学校の休校や、3密の回避のため、実施できなくなりました。また、

我々の活動が、先進的なモデル事業として県内に広がる年になる予定で

したが、それも実施が難しい状況になっています。しかし、こんな時だから

こそ、保育体験の世代循環ができるまで続けてきたこの時期の受賞を、活

動の集大成ととらえ、もう一段飛躍するチャンスにしていきたいと考えて

います。

コロナだからできないではなく、コロナと共存しながら、自分たちに何が

できるか、何を実現したいのかを、もう一度話し合い、作りだしていくきっ

かけにしたいと思っています。

PTA説明の様子

赤ちゃんのミルクタイム

http://kidssq.org/
代表者名：椙浦 良子 活動開始：平成17年4月 団体構成員数：58名

～内閣府特命担当大臣表彰～
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特定非営利活動法人子どもＮＰＯセンター福岡
福岡県福岡市 ／ 福岡市推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

子どもアドボカシー
公開講座

市民やNPOのつながりや連携の核となるとともに、そのネットワーク

を活かした行政との協働や研究活動を通じ、子供と家庭への支援を行

う団体です。

市民活動のネットワークを里親制度の啓発や里親支援に活かした行

政との共働事業を15年以上継続し、家庭養護の充実に寄与していま

す。また，様々な情報発信や講座を通じて子供の社会課題に対する市

民一般の関心を高めると同時に、NPOの運営を支援するなど、市民活

動の発展に貢献しています。学童期の子供や中高生の居場所づくりに

も取り組んでいます。さらに，『ふくおか子ども白書』の編纂を通じ、多

様な立場から子供を取り巻く現状の分析や活動報告、提言を行ってい

るほか、『子どもアドボケイト』の養成を行うなど、市民の力による子供

の福祉向上をリードしています。

子供にやさしいまちづくりの普及や活性化に向けたプラットホームとし

ての新しい役割を創出しています。また、里親養育支援に関する長い活動

経験が、子供の居場所づくりなどに生かされています。また、NPOが独自

で行う子供に関する調査・研究活動は少ないなか、重要な役割を担ってお

り、高く評価しました。

この度は栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。本法人は、子供

分野の課題に取り組むNPOや個人とネットワークを作りながら、里親養育

普及や子供の居場所づくり、『ふくおか子ども白書』の発行などの活動を

続け、第17事業年度を迎えました。今年度は代表交代を機に新たな体制

を構築し、子どもアドボカシーの啓発などを通して、「子どもの権利」が広

く浸透し、全ての子供が尊重される社会を目指して日々活動に取り組んで

おります。

この度の受賞を糧として、一層子供分野の活動のつながりと「子どもの

権利」擁護のためのシステム作りに向けて力強く進んで参ります。
表彰式の様子

子どもの居場所づくり事業

ふくおか子ども白書

https://npoccf.jp/
代表者名：重永 侑紀 活動開始：平成16年2月 団体構成員数：96名

～内閣府特命担当大臣表彰～
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認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち

北海道帯広市／ 北海道推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

プレイセンターにじっこ

子供の遊び、アートや自然体験、子育て支援、多世代交流などの活動

を通じて、子育ち親育ちのネットワークづくりを行っている団体です。

「プレイセンターにじっこ」は、子供自身が遊びを選び自由に遊びこめ

る環境と、親同士の子育ての学び合いが特徴です。参加者一人一人の

主体性に基づくエマージェントリーダーシップの育成を重視、受け身で

はなく役割を担って親同士認め合える関係性を築いています。親が自

己肯定感を高め、子供と一緒に家族も成長できるプロセスは、地域の

子育て環境向上に寄与するものです。また、近隣の森の中での遊び場

づくりは、《子どもが育つ、森が育つ、地域が育つ》といった複合的な要

素を兼ね備え、森の拠点施設や森作り団体とも連携して行われていま

す。

子供の発達と共に、保護者の成長と地域全体の活性化を目指す先導的

取組です。活動の継続年数も長く、今後の持続性も期待できるものであり、

高く評価しました。

子供は未来そのもの、次代を担う宝物です。しかし、子育てが難しい時代

と言われて久しく、今、親たちが孤独で不安な子育てを強いられています。

子育ては、親だけが抱え込むものではありません。親が子育てについて学

び、多世代の多様な人たちとの関係性の中で、支え合い育ち合える場が地

域の中にどうしても必要です。

また、子供たちは、五感を使ってのびのびと遊びながら生きる力を育ん

でいきます。遊んで育つための環境を、思いを込めて創っていくことは地

域の重要な責務です。これからも、多世代が緩やかに繋がり合いながら、

子供への優しくあたたかいまなざしを注ぎ続けられるように、力を合わせ

て持続可能な未来を志向していきます。

子育て講演会

あしあとの森

子供が遊びを選ぶ

http://www.play-on-tokachi.net/
代表者名：今村 江穂 活動開始：平成18年7月 団体構成員数：約400名

～内閣府特命担当大臣表彰～
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株式会社チャイルドハート
兵庫県神戸市 ／ 兵庫県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

園児とやさしい気持ちで
向き合える安心して働ける環境

従業員が無理なく、長く働き続けられるよう、一人ひとりに合った働

き方を選べるように工夫されている企業です。経営目標に、利用者だ

けでなく、従業員も幸せを感じられるよう「幸せの追求」を掲げ、創業

時から、パートも含めた従業員一人ひとりとの面談の時間の確保を大

切にし、働きやすくするためのニーズに都度対応してきました。

従業員は、パートタイム、短時間正社員(月勤務時間127.5時間以上）、

正社員(同170時間前後)から働き方を選ぶことができ、３つの働き方

を行き来するのも自由です。また、パートタイムや短時間勤務正社員の

管理職への登用も行っています。

保育現場の課題に正面から取り組み、親・子・保育士の幸せを実現する取

組は、他業種にも参考になる点が多いといえます。子育て世代も多い保育

事業所において、多様な働き方を認め同一労働同一賃金が実現できる仕

組みは、大きな成果につながるものであり、その実績を高く評価しました。

この度はこのような素晴らしい賞をいただき、感謝申し上げます。平成４

年に1歳と3歳の子供の子育てをしながら、個人事業主として起業し、平成

12年に現在の形となりました。

自分自身が、仕事と子育てに悩みながらの両立でしたので、現在も誰も

が子育てしながら働きやすい環境を追求し続けています。経営理念は幸福

追求型企業です。

これからも関わる全ての人たちが幸せに働けるよう、できるところから

少しずつ取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございました。

定年制はなくシニア保育士も活躍

園内会議の様子

https://www.child-heart.com/index.html
代表者名：木田 聖子 活動開始：平成22年4月 団体構成員数：150名

～内閣府特命担当大臣表彰～

表彰式の様子
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未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー



中嶌 健
山梨県南アルプス市／ 山梨県推薦

選考委員のコメント

受賞の言葉

中嶌 健 君

災害時に通信手段になる「災害救援鳩」の研究を行っています。現在

の通信手段は電気に依存するものがほとんどであり、電気が遮断され

るとどこでも陸の孤島と化す恐れがあります。そこで子供の頃から飼

育しているレース鳩を災害時の通信手段として使う研究を中学生の頃

から始めました。鳩を通信手段とすることの問題点として、近年は鳩が

帰還する割合が減少していることが挙げられます。この原因を究明す

るために超小型ＧＰＳを用い鳩の帰還コースを調べたり、ドローンによ

る調査を行ったりしています。また、鳩自身の帰巣能力を高めるために、

鳩の品種改良にも取組んでいます。さらに、救援鳩使用の実現に向け

て災害ボランティア団体と会議を行ったり、鳩の能力を知ってもらうた

めに地域の子供たちと鳩の通信実験を行ったりするなど様々な取組を

行っています。

災害時の通信手段として鳩に着目し、多様な主体と協力して独創的な実

証実験を行い、その可能性を明らかにしています。社会課題の解決につな

がる研究として期待できるものであり、大変高く評価しました。

今回は、大変栄えある表彰をしていただき、心から感謝いたします。私の

活動は、研究支援をしてくださった総務省や、放鳩実験などでご協力いた

だいたボランティア団体、地元の小中学生など、多くの支えがあり成り

立っているものです。支援してくださった皆様に感謝すると同時に、皆様

とともに表彰されたものと感じております。

災害救援鳩を実現するには、鳩の帰還を妨げる外的要因を除くことと、

鳩自身の帰巣性を高めることが考えられます。これまでの研究で、原因の

可能性まで迫ることはできましたが、科学的な立証までには至っておりま

せん。春から大学に進学し、より研究を深め、内閣総理大臣表彰に見合う

だけの成果を残すことが目標です。新発見に向けて、これからも頑張りま

す。

実験の様子

鳩の飼育

活動開始：平成２８年４月

～内閣総理大臣表彰～

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

表彰式の様子

なかじま けん
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村宮 汐莉
福井県小浜市 ／福井県推薦

選考委員のコメント

受賞の言葉

村宮 汐莉 さん

新型コロナウイルス感染拡大で外出自粛が求められる中、「食のまち

小浜」を応援し、地域や市民の手助けになることができないかと考え、

ＳＮＳ内に「食のまち小浜テイクアウト情報」を個人で開設し、小浜市内

の飲食店のテイクアウトや物販情報を発信しています。小浜市の公式Ｈ

Ｐ等でも紹介され、このサイトがきっかけで、休業を取りやめて、テイク

アウト商品を始めた飲食店もあるなど、個人の行動が地域に大きな影

響を与えました。

また、友人らと協力し、テイクアウト料理の写真をSNS上で募るフォト

コンテストを開催、コンテストの企画だけでなく、自分たちで応募作品

を全て審査、会場や賞状、副賞を準備し表彰式を実施しました。「大好

きな私たちの食のまち小浜を応援したい」との思いから始めたこれら

の取組は、地域との連携という面からも注目されています。

市のジュニアリーダーとしての活動はもとより、コロナ禍で自宅に居なが

ら地域のために出来ることを自発的に考え、SNSを活用した取組により、

休業を取りやめる飲食店があったこと、市の配布したテイクアウトチケット

の利用促進に一役買う取り組みの活動など、地域のために何をすべきか

を考え、アイデアを出し実行する、その行動力を大変高く評価しました。

この度は栄誉ある賞をいただき、まことに光栄です。市民の方々が助け

合い、元気になる機会をつくれたことが評価され、とてもうれしく思いま

す。「コロナ禍に苦しむ地域、市民を助けたい」、「大好きな私たちの食のま

ち小浜を応援したい」という思いから始めた今回の取組ですが、私自身の

小浜市ジュニアリーダーズクラブでの活動をはじめとしたこれまでの活動

の集大成として、私がこれまでつながってきた市民、行政、企業の方々や

友人の支えがあり、今回の取組を実施することができました。依然コロナ

禍の厳しい状況は続いていますが、このような状況にあっても、人とのつ

ながりを大切にし、今後も精進したいと思います。

「食のまち小浜テイク
アウト情報」内の投稿

SNS内での作品募集

食のまち小浜テイクアウト情報（Facebook） 活動開始：平成２７年4月

～内閣総理大臣表彰～

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

表彰式の様子

むらみや しおり
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香川県立高松工芸高等学校Creative7部
香川県高松市 ／ 香川県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

会場用オブジェ制作

香川県の伝統工芸である香川漆芸を全国にＰＲするために平成27

年に結成された高校生の部活動です。

最新機材のレーザー加工機や３Ｄプリンタなどを使用し、今までにな

い発想で漆器作品を制作し展示即売するほか、各地で大きく分けて次

の３つの“うるし”ＰＲ活動を開催しています。 (1)香川漆芸のＰＲ活動

として毎年、東京・新橋「香川・愛媛せとうち旬彩館」にて、１週間の会期

で漆芸作品の販売と作品展示を行っています。(2)うるし体験ワーク

ショップを開催し、漆スプーンの制作体験を行っています。(3)地元組

合や企業とのコラボレーションを行い、漆を組み込んだ作品を制作し

話題提供を行っています。

全校７学科協力のもと、地域産業である香川漆芸を全国にPRするため、

多くの事業を展開し成果を得ています。地域の活性化にも繋がるもので

あり、高く評価しました。

「Ｃｒｅａｔｉｖｅ７」は先輩方から代々引き継いで活動を行ってきました。

この部活動では香川漆芸についての勉強や作品制作活動を行うだけでは

なく、実際に県内・県外の方々に向けてＰＲ活動を行っています。

今回、表彰をいただくことができたのは私たち生徒だけでなく、先生方

の御指導があったおかげです。今後はこの賞を励みにこれまで以上に地

域の活性化に繋がる工夫や高校生らしいアイデアを考え出し、私たちの活

動を通して香川漆芸だけでなく、香川県にも興味を持ってもらうことがで

きるよう努力をして行きます。この度は栄えある賞に選んでいただきあり

がとうございました。

東京・新橋
「香川・愛媛せとうち旬彩館」

業者との打合せ

https://www.kagawa-edu.jp/kogeih01/creative7/index.html
代表者名：山田 莉子 活動開始：平成２７年4月 団体構成員数：３１名

～内閣府特命担当大臣表彰～
クリエイティブ セブン
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くしびきこしゃってプロジェクト
山形県鶴岡市 ／ 山形県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

森と木のべんきょう会
（スツールづくり）

手作り市「こしゃってマルシェ」の開催等を通じて地域の魅力の発信

と集いの場の創出を行っている団体です。

鶴岡市には豊かな自然や地域資源のほか、培われてきたものづくり

の技術がありますが、その魅力が十分に共有できておらず、若い世代

の「地元離れ」にも繋がっています。そうした課題を解消すべく、鶴岡市

内のまちづくりグループの若手メンバーによって、当プロジェクトが立

ち上げられました。

「こしゃう」とは、庄内地方の方言で「つくる」を意味する言葉です。

「農、食、手しごと」のカテゴリーでものづくりを実践している出店者を

集めたマルシェや、地域の素材を使ったワークショップを通し、当たり

前過ぎて忘れかけている地域の豊かさを地域の人に再発見してもらう

こと、庄内・鶴岡らしいライフスタイルの共有と地域の人が集まる「場」

の創出に貢献していくことを目的に活動しています。

「農、食、手しごと」の視点で、地域の老若男女が交流できる「こしゃって

マルシェ」に高校生や卒業生が参画する実績を高く評価しました。

この度は、栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。くしびき

こしゃってプロジェクトの活動はどれも、参加してくださる地域の皆さんや

出店者さん、講師の皆さんに育てていただいた「場」です。受賞にあたり、

活動がスタートした平成25年度より「こしゃってマルシェ」などの「場」を育

てていただいた地域の皆さんに、また、活動を支えていただきました関係

者の方々に、感謝申し上げます。今後も、地域の人々と地域資源とがつな

がり、交流できる場づくりをしてまいります。地域の人々と、この地域で暮

らす「魅力・楽しさ・誇り」を分かち合い、体験を通して子供たちの「郷土愛」

を育む場をみんなで作り上げていきたいと考えています。

会場の様子
（マルシェ）

森と木のべんきょう会
（製作方法説明）

https://koshatte.amebaownd.com/
代表者名：宮城 妙 活動開始：平成２６年２月 団体構成員数：１７名

～内閣府特命担当大臣表彰～
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しまね防犯サークルＳＣＯＴ
島根県浜田市 ／ 島根県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

反射材を配布

「犯罪の起こりにくいまちづくり」を目指し、パトロール活動や小・中

学生への誘拐被害防止やネットモラル教室を行っている大学生の団体

です。

パトロールは週２回、在学している大学の周辺と市中心部を徒歩にて

行い、腕章やベストを着用することにより、市民の防犯意識の向上を目

指しています。また、小・中学校へ出向き、防犯教室やネットモラル教室

の講師となって、犯罪の被害者や加害者にならないよう教育していま

す。10年以上続いているこの活動は地元住民から感謝されており、パ

トロール中には「ご苦労様」というねぎらいの言葉がかけられるなど、

地域の団体として根付いています。

※SCOT:Social Communicate Offering Team

大学内の自主防犯同好会として結成され、その後は下級生へ引き継がれ

継続しています。小学校や中学校へ出向き、誘拐被害防止やネットモラル

教室など、過去の活動実績にとらわれず、常に新しい活動を意識し、時代

に合った活動は地域の犯罪防止に役立つものであり、高く評価しました。

「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー・内閣府特命担当大臣表彰」をいた

だき、お礼申し上げます。しまね防犯サークルSCOTは、島根県立大学浜

田キャンパスの文化系サークルとして、平成21年に発生した同大学女子

大生が殺害された事件を契機として設立が企画され、23年から現在に至

るまで、大学周辺のパトロール活動や地元の警察関係者の方と連携した活

動を続けています。

今年度は、新型コロナウイルスの影響もあり活動する上で困難なことが

多かったですが、団体として出来る限りのことを工夫して行いました。今

後も私たちの活動を応援、支えていただいている周囲の方への感謝を忘

れずに、より実りある活動を行い、地域社会に貢献していきます。

他団体とのパトロール

ネットモラル教室

代表者名：院内 誠春 活動開始：平成２２年５月 団体構成員数：２８名

～内閣府特命担当大臣表彰～

写真

表彰式の様子

ス コ ッ ト
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修紅短期大学学生会タッチベルクラブ
岩手県一関市 ／ 岩手県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

被災地支援コンサート

タッチ式ミュージックベル（通称タッチベル）の演奏やリズム遊び、手

話や絵本の歌聞かせ等の演奏会を通し、音楽の楽しさと親しみやすさ

を園児や地域住民に伝えている学生サークルです。

訪問先のニーズを合わせて、演奏構成や内容を考え、楽器が不得手

な人でも気軽に音楽にふれることができる参加型の演奏会を行ってい

ます。岩手県南地域を中心に、認定こども園や児童養護施設等の訪問

演奏会を毎年20か所以上で行っています。また「うちわだいこ」や「ミ

ニカホン」などの学生手作りのオリジナル楽器を訪問先に寄付する活

動も行っています。

平成23年東日本大震災後は、三陸沿岸地域の認定こども園等を訪

問し、「ふれあいコンサート」を毎年行っています。のべ150か所でコン

サートを行いました。タッチベルクラブの活動は、地域の子供たちの音

楽への関心を高めるとともに、地域と大学をつなぐ架け橋にもなって

います。

誰でも簡単に演奏できる「タッチベル」を使い、継続的に地域でノーマラ

イゼーション事業を実施、発展、継続させてきた実績を、高く評価しました。

本校タッチベルクラブの活動が受賞に繋がり、この活動に支援くださっ

た方々に感謝申し上げます。音楽で人の心に寄り添いたいと始めた活動

でした。障害者のために開発されたタッチベルなど子供たちと一緒に触れ

合い楽しい時間を過ごすコンサートを心掛け、平成18年以降多くの活動

を続けてきました。また、ヨーロッパで活躍するピアニストたちからの義援

金を元に楽器を購入し、岩手県山田町から宮城県石巻市まで、のべ150ヵ

所で楽器を届けながらふれあいコンサートを実施し、平成18年のクラブ発

足から学生・教員をあわせて延べ350回のコンサートを行っています。多

くの学生が被災地で活動しており、これからも受賞を糧に継続していきた

いと思います。

ミニカホンを使った演奏

認定こども園訪問

http://www.shuko.ac.jp
代表者名：遠藤 龍一 活動開始：平成１８年9月 団体構成員数：73名

～内閣府特命担当大臣表彰～

表彰式の様子

しゅうこう
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長野県松川高等学校ボランティア部
長野県下伊那郡松川町／ 長野県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

子供食堂との共同企画
３．１１追悼セレモニーｉｎ松川

「平成から令和を繋ぐ平和のメッセンジャーになる」をキーワードに、

主に３つの活動を中心とするボランティア活動を行っている高校生の

部活動です。

(１) 東日本震災被災地との「東北支援交流活動」、(２)松川町の「こ

どもカフェHug」における小中学生への食事提供、学習支援活動の補

助、(３)長野県阿智村にある満蒙開拓平和記念館での「展示ガイドボラ

ンティア」や語り部の体験談の書き起こしなどを行っています。その他、

自然災害被災地支援のための募金活動や途上国の子供たちに手作り

ノートを届ける活動等にも取り組み、幅広い年齢層の地域住民と協働

する活動に繋がっています。これらの活動をとおし高校生が地域への

感謝の念を抱くとともに、高校生に地域貢献への意欲や地域活性化の

礎になろうとの思いが育まれています。

ボランティア活動から地域住民を巻き込み町全体での活動に繋がった

「東北を支援する有志の会」の活動や子供食堂支援、地域の歴史保存の一

助となる満蒙開拓記念館でのボランティア活動等、様々な課題へ高校生ら

しい視点から取り組む姿勢を高く評価しました。

ボランティア部の様々な活動が認められ、このたび内閣府特命担当大

臣表彰をいただくことができ、たいへん光栄です。ボランティアは地道で

縁の下の力持ち的な活動ですが、その活動に光を当て顕彰いただきまし

たことは、私たちの誇りであり今後への大きな励みになります。今回の受

賞はひたむきに脈々と活動を継続してきた先輩方、また、私たち高校生を

信頼し包容力ある温かいお心で陰になり日向になり支えて下さった地域

の皆様方のご支援とご協力の賜物と心から感謝しています。栄えある賞に

恥じぬよう、「未来をつくる若者」としての自覚と誇りをもって、今後も地

域社会での活動、災害被災地や途上国への支援活動に取り組み、謙虚に、

かつ真摯に研鑽を積んでいきたいと思います。

石巻市立湊小学校で
東北支援交流活動

満蒙開拓平和記念館
での展示ガイドボランティア

代表者名：大平 一真 活動開始：平成２３年３月 団体構成員数：２１名

～内閣府特命担当大臣表彰～

表彰式の様子
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廣松 春香
熊本県山鹿市 ／ 熊本県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

地域の話題や、季節の話題などとともに地域の方々に注意してほし

いことなども織り交ぜた手作り新聞「下中新聞」を作っています。地域

の方々からは大好評で、今では下中新聞が配られるのが待ち遠しいと

言われる方々も増えています。小学生の時には毎月、中学生になって

からは２ヶ月に１回、下中地区の世帯数分（25世帯）を自らコピーして

配布しています。手作り新聞を通じて地域の交流にも繋がっています。

中学生が１人で小学生の頃から地域の交流を深めようと手作りの新聞を

発行し、地域のたくさんの方々に笑顔の輪を広げています。こうした誰で

もできそうで、できないことを継続的に行っている点が素晴らしく、高く

評価しました。

私は、地域に暮らす多くの方に笑顔になってほしいという思いで「下中

新聞」を書き始めました。その活動を今回たくさんの方に認めていただき、

この賞を受賞できたことをとてもうれしく思っています。今回受賞できた

のは「下中新聞」がたくさんの方に支えられているからだと思います。家族

や先生、地域の方々の支えや励ましには、感謝しても感謝しきれません。

「すべての方に笑顔と元気を」を目標に、「下中新聞」を発行し続けてきまし

たが、この受賞を機にこれまで以上に活動を充実させたいと思います。そ

して、笑顔があふれる地域になるように努力し、たくさんの方々に恩返し

をしていきたいと思います。

下中新聞

廣松 春香 さん

活動開始：平成２９年6月

～内閣府特命担当大臣表彰～

表彰式の様子

ひろまつ はるか
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山中 絢
栃木県小山市／ 栃木県推薦

未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員のコメント

受賞の言葉

山中 絢 氏

中学生時から、小山市ジュニアリーダースクラブ（小山市子ども会育

成会連合会所属）に加入し、高校３年生で、同ジュニアリーダースクラブ

の会長に就任しました。高校卒業後は、小山市シニアリーダースクラブ

に加入し、引き続き、リーダーシップを発揮して子供会活動の振興に当

たりました。

子供の体験活動を主たる目的とする「（一社）子ども未来塾」では、設

立時の平成25年11月から、子供たちの自然体験活動に関わり、キャン

プの企画、運営に当たっています。

幼少期からの体験が継続的に取り組まれているだけでなく、自身の得た

経験を地域に還元するために団体を立ち上げるなど、生涯学習・社会教育

的な観点からも、その取組を高く評価しました。

この度は、名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。私は、中学

１年生から地域の子供たちに対する自然体験活動や交流活動に携わり、特

に高校３年生からは、キャンプやその他のイベントの企画・運営を行ってき

ました。周囲の方々のサポートのおかげで、これまで約15年の間活動を続

けてこられました。今後は、さらなる活動の発展のため、スタッフや後進の

育成にも力を入れていきたいと思っています。今年は新型コロナウイルス

の影響で、予定していた体験活動を中止せざるを得ませんでした。このよ

うな環境下でも子供たちに充実した活動が提供できるよう、より一層工夫

を凝らしながら社会貢献活動に励んでいきたいと思います。

スタッフ研修会

体験キャンプ

http://kodomo-miraijuku.or.jp/
活動開始：平成１６年４月

～内閣府特命担当大臣表彰～

表彰式の様子

やまなか じゅん
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チャイルド・ユースサポート章



特定非営利活動法人Ｌかごしま
鹿児島県姶良市／ 鹿児島県推薦

チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

会議の様子

自治会やボランティア団体、NPO法人等の市民活動、各種団体の

ネットワーク化を支援し、多様な主体の協働によって地域での「暮らし

やすさ」の向上を目的に結成された団体です。

平成22年の結成当初から、県内の青少年育成に関わるNPO法人等

に対し、WEB、ポスター等の作成による情報発信支援を行っています。

業務を通じて他の団体と協力体制を構築するなど、多様な主体との協

働を実現しています。

NPO法人と自治会、地域ボランティアの連携によって、子供食堂や学習

支援を行っています。また、地域で継続して活動を行っていくために地域

資源を活用しているところが素晴らしいといえます。

今回このような名誉ある章を受章したのは、地域の方々が私たちを地域

づくりのパートナーとして迎え入れてくださり、日々、悩みながらも一緒に

活動を続けてきた結果であり，地域の方々と共にいただいた章と感じて

います。地域の方々と行う活動が，地域と人，人と人との繋がりが希薄に

なっている状況において、「みんなでみんなを支える」ことが自然とできる

ような地域づくりのきっかけとなればと願っています。社会情勢の変容に

伴う地域コミュニティに要請される機能を、その時々で見誤ることなく、

日々の小さな活動をコツコツと積み重ねる努力を続けていきたいと思い

ます。

「わぃわぃ食堂」の様子

「NPO団体パネル展」の様子

「ワークショップ」の様子

https://el-kagoshima.net
代表者名：吉村 哲郎 活動開始：平成22年7月 団体構成員数：11名

エ ル
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かながわ信用金庫
神奈川県横須賀市 ／ 神奈川県推薦

チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

地域で金融経済教育活動を行っている信用金庫です。金融経済教育

活動として、子供のうちからお金の大切さや使い方を身に着けられる

ように、出前授業を平成19年から行っています。平成22年からは、養

護学校の先生や保護者からの要望を受け、障害を持つ子供たちに対す

る金融経済教育活動も行っています。

授業内容は事前に学校側と協議を重ね、ゲーム形式やお小遣い帳を

つける事でお金の大切さや、金融犯罪に巻き込まれない方法などを学

びます。また、実際の営業店で、ATMの使用体験や、普通預金口座の

作成の仕方などを教えています。さらに、社会福祉協議会主催のイベ

ントに共同で模擬店を出店し、子供たちが作った革製のアクセサリーや

ポップコーンの販売を体験するなど、実践的に経済を学び、人と出会う

喜びを学ぶ場を提供しています。

特別支援学校の子供たちに対する金融教育は、他ではみられない非常に

有意義な活動です。継続的でかつ地域を広げていることも評価できます。

活動の更なる広がりを期待しています。

当金庫が特別支援学校の子供たちへの金融教育の取組を始めたのは、

特別支援学校の先生や保護者の方から「これから巣立っていく生徒たちに

社会生活で役立つ知識を学ばせてあげたい」というお声をいただいたこ

とがきっかけでした。以来、出前授業という形で学校を訪問し、ゲームを交

えながら子供たちにお金の大切さを伝えられるよう活動してまいりました。

少しでも地域の皆さまのお役に立ちたいとの思いから始めた活動をこ

のように評価していただき、大変光栄に存じます。今後も当金庫では子供

たちの成長を応援する活動を続けてまいりますとともに、地域の皆さまの

お声に耳を傾け、皆さまのお役に立てるよう積極的に取り組んでまいりま

す。

金融経済教室の様子

https:www.shinkin.co.jp/kanagawa
代表者名：平松 廣司 活動開始：平成19年1月 団体構成員数：916名
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特定非営利活動法人コミュニティサポートスクエア
岐阜県岐阜市 ／ 岐阜県推薦

チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

自家栽培のさつまいも収穫

様々な生きづらさを抱える若者を中心に、バラエティに富んだ活動

で、意欲や活力を与えている団体です。拠点であるカフェでの就労体

験や訓練という形だけでなく、被災地支援活動に帯同してもらうこと

で、自己有用感や奉仕精神を涵養したり、イベントやお祭りでの飲食屋

台の運営に継続的に参加してもらうことで、勤労感や対価を得る喜び

といった側面からも意欲喚起をしたり、学力の高い若者には学習支援

のサポーターを担ってもらうことで、自己有用感と共に自己肯定感を

上げていくこともしています。また、音楽ワークショップや地域食堂を

開催し、人との交流の場を提供することで、孤立感の解消にも努めて

います。

支援される側とする側の境界を明確にせず、事業運営を担当したり学習

支援者となる若者を作るなど、開かれた場、だれもが役割を果たせる場と

なっている点が、各事業に貫かれています。

この度は栄誉ある章を賜り誠にありがとうございます。地方都市におけ

る若者分野の活動の継続が困難な現状にあって、今回の受章は今後の活

動の励みになります。令和２年を迎えて程なく、新型コロナウイルス感染症

の拡大という事態を受け、支援対象としては子供及びその世帯が中心と

なりましたが、その活動のスタッフ側に孤立しがちな若者を受け入れるこ

とで、彼らもこの難局に立ち向かう一員という意識を持ってもらえたよう

です。

全ての人にとって立ち向かうべき共通の課題に対し、立場や世代を超え

ての団結のようなものを感じながらの活動だったと感じています。この感

覚を今後も大切にし、関わった子供・若者にエールを送り続けていきたい

と思います。

学習支援と若者

被災地での炊き出し

子供食堂で談笑

http://cafe-waon.com
代表者名：杉浦陽之助 活動開始：平成23年1月 団体構成員数：20名
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白石 勝己
神奈川県横浜市／横浜市推薦

チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

白石 勝己 氏

多年にわたり横浜市青少年指導員として青少年の健全育成に尽力し、

平成16年度からは区協議会会長を務め、区内の中学・高校に積極的に

働きかけることで、生徒と青少年指導員が一体となり「ほどがやバンド

バトル」などのイベントを成功させています。

近年では、「ほどがや Dance Performance」や青少年の地域活

動拠点との関わりなど、青少年指導員としての活動を超えた、地域に

おける子供や若者の健全育成にも活動が広がっており、同氏の活動が

地域における次代を担う青少年の成長の支援、社会参加へと波及して

います。

中高生参画型のイベントや選挙啓発、ダンス発表など、若者の自主性や

政治への関心、表現力といった課題を見極め、事業形態や内容を工夫して

いるほか、区内の中高校との連携の橋渡し役を担い、幅広い団体・学校の

綱つなぎ役を担っている点は大変素晴らしいです。

この度は、このような栄誉ある章をいただき大変光栄に思っております。

横浜市の青少年指導員となり、青少年の健全育成のために様々な活動を

行ってきました。

この34年間で、子供の数の減少、家庭と地域の関係の希薄化など、子供

を取り巻く環境は大きく変化してきました。時代の変化に合わせ、ダンス

など青少年が打ち込むものを表現・発表する場を地域で提供するなど、子

供や若者を応援する活動を続けてこられたのは、青少年指導員をはじめ

とする一緒に活動してきた仲間と行政の協力のおかげだと改めて感謝し

ています。Withコロナの時代を迎えますが、子供や若者を応援してくれる

大人が地域にたくさんいることを感じてもらえるよう、さらに活動を続け

ていきたいと思います。

「子ども科学教室」来場者への
案内・説明

「ほどがやバンドバトル」
参加バンドへの表彰

活動開始：昭和55年4月

か つ みしらいし
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竹本 澄雄
北海道中川郡美深町 ／ 北海道推薦

チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

北海道「美深」にて、特産物であるカボチャ等の農園を営みながら、虐

待や育児放棄等により地元の児童養護施設に入所することとなった子

供たちのために農業体験教室を開催しています。毎年春と秋のカボ

チャの作付けと収穫体験は、子供たちの健康的な心理形成と社会自立

に貢献しています。

児童養護施設に入所している様々な困難を抱えた子供たちへの農業体

験は、子供たちの今後の人生の中で必ず良い影響を与えるものと思いま

す。

この度は、栄えある章を頂きましたこと、光栄に思います。地域の人たち

と一緒に行う農作物の植え付けや収穫などの農業体験活動を通じて、子

供たちに地域の一員であることを実感してもらったり、農作物を育てる楽

しさや、やりがいを感じてもらったりすることで、子供たちの成長に少しで

も良い影響を与えることができたらという思いでこの活動を続けてきま

した。活動を始めて１０年が経過しましたが、これまで続けられたのは、御

協力いただいた関係者の皆様のお陰です。深く感謝致します。今後も体が

続く限り、関係者の皆様と子供たちの笑顔のために、この活動を続けてい

きたいと思います。

農業体験の様子

竹本 澄雄 氏

活動開始：平成22年6月

たけもと すみお
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特定非営利活動法人葉山っ子すくすくパラダイス
神奈川県三浦郡葉山町 ／ 神奈川県推薦

チャイルド・ユースサポート章【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受章の言葉

「プレママひろば」

「子供たちとママやパパが主役の子育て支援」「子育て支援を継続で

きる責任ある組織づくり」をテーマに、地域の特色を活かし地域に根差

した活動をしている団体です。

子育てカフェ等の居場所づくりや子育て相談の他、育てにくさを感じ

る子供への専門的支援も行っています。子育て中の親子は支援対象で

はなく「人材」であるという視点から、手助けを提供するだけではなく、

親が個性を発揮しながら活動する場を提供しています。

また、「責任ある継続性を確保できる組織を組み立てる」視点で、ヒ

ト・モノ・カネを回す仕組みづくりに意識的に取組み、行政の補助なく受

益者負担が少なくなるよう工夫した子育てサービスを実施しています。

立上げ当時参加者だった親が運営スタッフになり、アイデアを地域の商

店や企業等に提供、子育て中の親のスキルを活かしたフェアトレード商

品を開発し事業を軌道にのせました。今後の子育て支援団体の新しい

活動スタイルを示しています。

支援されるだけでなく国際協力などの社会貢献の主体となっている点

は、社会との関係が薄れがちな子育て世代にとって大きな意味がありま

す。また、規模の大きい集客事業ではなく身近な親世代に寄り添い、個別

課題にきめ細かく対応した取組も大変重要な活動といえます。

小さな町で続けてきた地道な活動を認めていただいたことに、メンバー

一同、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。私たち

は「子供にやさしい町、みんなにやさしい町」をテーマに、毎日の子育てが

楽しく前向きになり、みんなが主役になることを大切に活動しています。

ファミリーサポートセンター事業（現在は町事業に移行）を立ち上げた後、

親子ひろばやプレママ（経産婦向け）ひろば、南米チリの貧困女性を支援す

るフェアトレード事業、トリプルＰ（前向き子育てプログラム）、みんなが安

心して語りあえるハナマル座談会等、私たちが取り組んでいる事業は、す

べて親たち一人一人が主役です。これからも力を合わせて、子供たちの未

来のために活動をしてまいります。

「なでしこブランド」

製品試作の様子

https://hayama-sukupara.com/
代表者名：野北 康子 活動開始：平成19年5月 団体構成員数：30名
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令和２年度

●子供と家族・若者応援団表彰

●子供と家族・若者応援団活動事例紹介事業(チャイルド・ユースサポート章)

選考委員会委員名簿

[委員長]

金藤ふゆ子 文教大学人間科学部教授

[委員]

岩本 真実 ＮＰＯ法人ヒューマンフェーローシップ代表理事

小林 明子 BuzzFeed Japanニュース部門編集長

澁谷 隆 一般財団法人日本青年館公益事業部長

宮原 淳二 株式会社東レ経営研究所

ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長

山田 泰久 一般財団法人非営利組織評価センター業務執行理事

●未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

選考委員会委員名簿

[委員長]

萩原なつ子 立教大学社会学部・大学院21世紀社会デザイン研究科教授

特定非営利活動法人日本NPOセンター代表理事
[委員]

小林 昭紀 全国青少年育成県民会議連合会会長

棚田 一論 日本青年団協議会事務局長

仲間 玲子 元沖縄県子ども・若者総合相談センター統括

宮代 哲男 杉並区子ども家庭部児童青少年課荻窪児童館長

米原裕太郎 公益財団法人京都市ユースサービス協会チーフユースワーカー

（敬称略、委員は五十音順）
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令和２年度

子供若者育成支援・子育て支援活動

青少年社会貢献活動

活動の紹介

内閣府政策統括官（政策調整担当）

内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

電話（03）-5253-2111（代）
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