


全国各地で、子供・若者を育成支援するための活動や子育てを支援する活動が、地方
公共団体や様々な民間の方々、またその相互の連携によって行われています。子供・若者
の育成支援をめぐっては、若年無業者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
しています。
現在の新型コロナウイルス感染症の拡大は、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。
こうした課題を解決するため、国においては現在「子供・若者育成支援推進大綱」（令
和３年４月６日子ども・若者育成支援推進本部決定）や「少子化社会対策大綱」
（令和2年5月29日閣議決定）等に基づき施策を進めており、さらにこども政策を我が国
社会の真ん中に据えて取り組んでまいります。今後とも地方公共団体、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、社会全体で取り
組んでいくことが何より重要と考えます。
こうした活動を顕彰するため、内閣府では全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成
長・活躍できる社会を目指して、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。この顕彰には、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・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６件、内閣府特命担当大臣表彰が21件の受賞となり
ました。また、「チャイルド・ユースサポート章」が9件の受章となりました。
本事例集では、受賞（章）者の皆様に、全国の団体・個人が類似の活動を検討するに
際して、ヒントになりそうなことやコツ、注意すべきことなどを含めて、【活動の紹介】を執筆いた
だきました。
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の参考になるものと考
えております。多くの関係の皆様に広くご活用いただければ幸いです。

発刊に寄せて
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「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、その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性別にかかわらず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」の両部門について、各府省、都道府県、指定都市等に推薦を依頼い
たしました。今年度は従来の民間団体等の取組に加え、地方公共団体の取組も表彰の推
薦対象としており、バラエティに富む官民の取組70件が推薦されました。
推薦された各候補者について、選考委員がそれぞれの知識や経験に基づき評価し、選考
委員会で議論するほか、内閣総理大臣表彰の候補については選考委員が候補者にヒアリン
グを行い、その結果をもとに更に議論を重ねて、選考した結果、「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10件を、「子育て・
家族支援部門」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４
件を表彰しました。
内閣総理大臣表彰を受賞した４件の活動を見てみると、障害児スポーツの振興、中高生
の夜間居場所の開設、ひとり親家庭への包括的かつきめ細やかな支援、離島での出産・子
育て支援といった、その地域のニーズを踏まえた独創性や先駆性を感じる取組となっています。
また、今回、受賞されなかった取組の中にも優れた取組が多く見られました。そうした優れた
取組につきましては、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９件を選定いたしました。
受賞された取組に加えて、こうした取組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。
長期化するコロナ禍の中、厳しい状況にある子供・若者と家族への支援に尽力された受賞
（章）者の皆様に、深く敬意を表します。
受賞（章）された皆様には、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ことを、ま
た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推進していかれ
ることを期待しております。
最後に、本表彰の審査に御協力頂いた関係の皆様に深く感謝申し上げます。

令和３年度「子供と家族・若者応援団表彰」の選考に携わって
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「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「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
府県等から推薦のあった23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。
選考にあたっては、２回の選考委員会を開催し、内閣総理大臣表彰候補については委員
によるヒアリング調査を行うなど、慎重を期しました。
今年度の内閣総理大臣表彰は、コロナ禍の中、食糧寄付の募集など、学生チームによる
社会貢献活動を行った団体と、貧困世帯の子供たちへの学習支援ボランティアや居場所支
援を行った団体が受賞いたしました。いずれも地域の今日的課題を解決しようとする熱意を
感じる取組でした。
内閣府特命担当大臣表彰の７件については、生徒や学生のサークル活動や若者の地域
での活動を通じた社会貢献活動の取組でした。うち３件が医療系の学生による健康教育や
疾患を有する子供やその家族等への支援を行う団体であったというのも、コロナ禍を反映した
１つの特徴と言えます。
コロナ禍は、社会的に弱い立場にある人に、より深刻な影響をもたらしています。今回、受
賞された取組の多くで、弱い立場ある人々を若者らしい感性や活動力をもって支援しようとす
る動きがみられましたが、決して独りよがりにならず、地域の様々な機関や団体と連携して支
援に取り組んでおられ、取組の広がりや継続性とともに、若者が多様な主体間のかけ橋の役
割を担っていると感じました。共生社会という言葉が広まって久しい日本ですが、こうした若者
の活躍を見ていると、若者が共生社会を作り上げる原動力になることが分かります。
現在、長期化するコロナ禍、世界各地での紛争、地球規模での気候変動など、私たちの
生活に様々なマイナスの影響を与える要因があります。そうした中、今回受賞した若者の活
動は、自ら立ち向かう姿や他者との連携など、社会に希望や未来を与えるものであり、大変
感銘を受けました。そうした若者たちを大人世代として支援しつつ共働していきたいと考えてい
ます。
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
じめ多くの方々に御覧いただき、各地域において様々な取組が広がっていくことを期待しており
ます。

令和３年度「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」の選考に携わって
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「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
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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】

～内閣総理大臣表彰～

特定非営利活動法人キッズスポッチャ
大分県速見郡日出町/大分県推薦

http://www.kids-spocha.com/
代表者 加藤和恵・理事長

受賞者の概要

障害のある子供たちを対象にしたスポーツ教室活動等を行っている団体です。教室は、レーサーと言われる
競技用車いすを使う練習と、立位での短中距離走の練習が中心です。同時に、「大分国際車いすマラソン」
など各種の大会支援や、レーサーを子供たちに貸し出す支援活動、パラスポーツに関連した各種活動も行っ
ています。コーチ陣には現役車いすアスリートらも加わり、その優れた指導力や温かいサポートによって、参加し
た多くの子供たちが成長して、大分国際車いすマラソンなど大小様々なスポーツ大会に出場、上位入賞や完
走など一定の成果を残しています。結果、現在は大分県内に加え福岡県内でも教室が拡大され、九州各
地から障害のある子供たちが集まるようになりました。スポーツを通じて障害のある子供たちの夢を叶える、ジュ
ニア育成のモデルケースとして発展してきた点が特徴です。

主な活動内容

○キッズスポッチャ陸上教室・記録会
障害ある子供たちを対象にした陸上教室・記録会（車いすブロック、立位ブロック）を実施するものです。
・全体集合 参加した子供たちの全体交流と準備体操等を兼ねて、最初と最後に実施。
・ブロック別練習 車いす、立位の専門コーチ陣が、対象となる子供たちに対して指導。
車いすブロック／競技用車いすの乗り方、操作方法の初歩からスプリント、ペース走に至るまで、子供たちの
レベルやニーズに応じたきめ細かい指導を実施。
立位ブロック／基本動作から短中距離走までバリエーションに富んだトレーニングを実施。

8

陸上記録会の様子 陸上教室の様子 キッズスポッチャのHP



選考委員のコメント

本法人は、障害のある子供たちを対象とするスポーツ教室を開催し、子供たちに障害スポーツを楽しむ機会
を提供すると共に、企業との協働により障害者アスリートの育成までを目指す全国的にも数少ない取り組みを
行っています。その意味で非常に先駆性・独創性のある取り組みといえるでしょう。障害のある子供たちの夢や
希望を育み、さらに健常の児童生徒や大人との交流を図るなど、障害の有無に関わりなく多様な人々が共に
助け合う共生社会の構築を目指す先導的モデルと言える取り組みであり、その功績は高く評価できます。
子供たちの活動支援が広域的に実施されている点も評価できます。実際の活動では現役のアスリートや理
学療法士、作業療法士などの専門性を有するスタッフが参加しており、そうした大人が子供たちのロールモデル
となっています。本受賞をきっかけに益々活動を促進し、全国の他の地域においても当法人に類する活動が
展開されることを期待したいと思います。

受賞者による活動の紹介

教室には、車いすアスリートをはじめ理学療法士、作業療法士、教職員や看護師などもコーチやスタッフに
加わります。その優れた指導力や温かいサポートによって、多くの子供たちが成長して大小様々なスポーツ大
会に出場し、上位入賞や完走など一定の成果を残しています。活動に際しては、企業などから協賛を受けた
り、健常児と合同で教室を行うなど、多くの外部の団体や個人と連携が構築されています。
団体の究極の目標は「誰でもどこでも気軽にスポーツにとり組める環境づくり」です。その中で「楽しさ」を前面
に活動することで、子供たちや家族はもとより多くの方々を活動や支援の渦に巻き込んでいます。
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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】

～内閣総理大臣表彰～

社会福祉法人京都保育センター
たかつかさ児童館

京都府京都市/京都市推薦

http://www.kyo-yancha.ne.jp/takatsu/index.html
代表者 溝口晋太朗・館長

受賞者の概要

中高生の居場所事業を展開している団体です。毎週土曜日の17時～20時に実施している「夜間開館」
は、当初は中高生の利用が少なかったですが、近隣の中学高校に依頼をし、小学生と遊ぶボランティア体験
の機会を創出し、中高生の利用推進に繋げました。中高生自身がやりたいことができる場を提供するため、
「子ども会議」を企画し、中高生から出た意見をもとに世界各国の文化を学び交流する「ワールド体験」や、
「京都の食文化体験」など活動の活性化にも繋がりました。中高生は地域の行事に参加することで地域住民
と関係を深め、また職員は学校と定期的に意見交換を行う中で、中高生の生きる姿を伝えるとともに、課題
のある生徒については関係機関と情報共有を行うなど、地域の中でも大きな役割を果たしています。さらに18
歳で卒館した中高生が夜間開館スタッフとなり現役世代をサポートするなど、今後も「継続した居場所づくり」
と「利用者が支援者に移り変わるサイクル」を軸にした事業展開を行っていきます。

主な活動内容

○中高生の居場所づくり活動「夜間開館」
中高生世代を対象に、児童館でのスポーツ、おしゃべり、音楽活動など自由に遊ぶ場所を提供しています。
毎週最後の土曜日には、メニュー相談、買い出し、調理などを全て子供たちで行う夕食づくりを実施していま
す。大学生スタッフは中高生OBが担うなど、参加者から支援者になるサイクルが20年間続いています。また、
地域の中学高校に子供の健やかな様子を毎月伝えていく中で、学校との協力関係も生まれています。
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「夕食づくり」の様子 「地域神社での民舞披露」の様子 「地域まつり模擬店」の様子



選考委員のコメント

中高生の居場所づくり活動として「夜間開館」を平成12年からスタートさせ、家庭と学校に続く第3の居場
所として、中高生の「やりたいことが実現できる場」を提供し続けています。行政が主導であると様々な制約が
課せられるが、社会福祉法人格であることから、割と自由に活動されている姿が印象的でした。
主体性を発揮させる活動としての「子ども会議」、また土曜夜間に作る料理に関しても、食材選びから献立
まで中高生の自主性に任せ、お仕着せではなく楽しみながら活き活きと参加している姿は、家庭や学校で居
場所を持ちづらい中高生の活動の場として充分に機能していると感じています。18歳を過ぎて、本児童館か
ら一旦離れても、自転車で30分かけて児童館に遊びに来るOBもいるようです。
今後は、溝口館長をはじめ、NPOや財団、大学などと連携し、「ワールド体験」や「京都の食文化体験」な
どに続く魅力的な行事を企画し、家庭や学校では味わえない体験を展開することで、本児童館の魅力がさら
に高まると感じています。

中高生の居場所づくり活動「夜間開館」は、平成12年に活動を開始して、毎週土曜日17時～20時に中
高生が集まり、スポーツや音楽、おしゃべりなど自由な遊び場所の提供や夕食づくり活動を行っている団体で
す。年間350人ほどの参加があり、夕食づくりを除くほとんどの活動に無料で参加をすることができ、他にも中
高生に文化体験・多世代交流の機会を提供したい思いから、様々な団体の助成金を活用して「ワールド体
験」「京都の食文化体験」など活動の活性化にも取り組み、運営を行っています。
中高生は児童館だけでなく、地域行事に参加して、模擬店やダンスの披露をすることで、地域住民と関係
を深めている姿があります。またスタッフは定期的に学校に出向いて、活動ポスターを掲示してもらうことや、中
高生の健やかに遊んでいる姿、生きる力を身に着ける姿を学校の先生にも伝えています。さらに、家庭や発達
など課題のある中高生については関係機関とも情報共有を行うなど、社会からの要請や課題を踏まえた活動
の実施にもつながっています。
スタッフは専任職員の1名を除き、全てボランティアで運営を行い、18歳で卒館となった中高生がOBスタッフ
として、現役世代をサポートするなど利用者が支援者に移り変わるサイクルを大切にしています。中高生の継
続した「居場所づくり」を目指して、次の25年・30年と事業展開を図っていきたいです。
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「子ども会議」の様子

中高生学校配布チラシ

受賞者による活動の紹介



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣総理大臣表彰～

特定非営利活動法人インクルいわて
岩手県盛岡市/岩手県推薦

https://www.incluiwate.jp/
代表者 山屋理恵・理事長

受賞者の概要

ひとり親家庭を中心に支援を行っている団体であり、生活支援・就労支援・子育て支援を3本柱にした包
括的支援体制を構築し、それぞれの家庭の状況に応じたきめ細やかな支援を展開しています。
「インクルこども食堂」事業では、食堂機能に留まらず、地域共生型の子供食堂として、企業と連携した職
業体験型の「しゃいん食堂」、子供食堂で繋がった課題を抱えたひとり親家庭の生活全般を支援する「インク
ルすて～しょん」などを行っています。
また、コロナ禍においては寄付いただいた食料などを無償で提供する「フードパントリー」を実施しています。
団体の活動は、ひとり親家庭の社会的な自立を支援するのみならず、「当事者支援と地域づくり」を両輪に
しながら、誰もが生き生きと暮らしていける包摂された社会の実現に向けて活動しています。

主な活動内容

○インクルこども食堂
「インクルこども食堂」事業では、食堂機能に留まらず、地域共生型の子供食堂として、企業と連携した職
業体験型の「しゃいん食堂」、子供食堂で繋がった課題を抱えた親子の生活全般を支援する「インクルステー
ション」などを行い、ひとり親やその子供が地域で地域住民と共に生きていく仕組みづくりに取り組んでいます。
また、地域住民が子育てに関わり、課題を抱えたその背景を共有し、地域が育ちともに支えあえるよう地域
づくりにつながり、誰も取り残さない取り組みとなることを目指して活動しています。
本事業では、参加者が主体的に運営に参加しており、地域の方々、学生ボランティア、参加者の子供たち
や親も一緒に会場の準備をします。食事メニューは、参加者からの要望と栄養バランス、寄付いただいた食材
によって決めています。
また、子供たちからの要望により、バイキングや、野外バーベキューなども実施しています。食後は、子供たち
は学生ボランティアの学習サポートを受けて勉強したり、地域の高齢者と一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせ
や、企業の協力を得てしごと体験など、イベントも実施しています。
企業にとっても、地域の子供とふれあい、子育てに関わり、地域の一員という意識づけになること、子供たちが
地元の仕事や会社を知って、将来の選択肢や、地元愛、社員さんと日常的に挨拶を交わすなどの交流が始
まります。
子供たちが楽しい時間を過ごしている間、親たちは親どうしの会話を楽しんだり、相談員スタッフに日頃の悩
みを相談したりすることもできます。
参加者からは、安心して子供と離れて大人同士で会話できる時間はとても貴重だという声があります。会場
には、制服・学用品リサイクルコーナー、スーツ無料レンタルコーナー、ランドセル提供コーナーを設置しています。
制服・学用品リサイクルは、参加者からの声から取り組みを始め、多くの方々からの寄付が寄せられるなど、
支援の輪が広がっています。
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選考委員のコメント

ひとり親支援から孤立・孤独を生み出さない多様性を包摂する各種取り組みを大変高く評価しました。子
供から親に至るまでの様々なアプローチを団体内外において確立しており、当事者同士を繋げ、その声を大切
にする文化が築かれている点は高く評価できます。
こういったエンパワメント（当事者が自信を獲得するプロセス）やアドボケイト（他者などによる代弁等）の
実績も非常に優れています。
子供食堂では、代表となる「インクルこども食堂」だけでなく、「がくせい食堂」「しゃいん食堂」など様々なプログ
ラムを用意し、大学生や企業などの多様な担い手が参画し、子供のみでなく親にとってもロールモデルになるな
ど先進性が極めて顕著です。
公的なLGBT相談や夜間のひとり親相談等の体制整備をはじめとした困難に直面する方々に寄り添った伴
走型支援の在り方は大変貴重であり、その在り方が共感されることにより、「共に生きる実践」が広がることが
期待されます。

受賞者による活動の紹介

当法人は子供と家族を主体にした活動を、主に民間企業や地域住民の方々から寄せられる寄付金を元に
実施しています。「認定」特定非営利活動法人として認定を受けたことにより、寄付者が寄付控除を得られる
ことも、活動の後押しになっています。ボランティアの方々は200名以上となり、地域の企業や学校、他団体と
の継続的な交流を重ねてきたことで、活動に関心を寄せていただく機会が増えました。
ある行事の際、「〇〇は～～企業さんからいただきました」と紹介したところ「企業って、お金やモノをくれるとこ
ろなんだね」という声があがり、子供たちとの関わり方を再考しました。地域には子育てを応援している大人や、
多様な仕事があることを知ってもらい、企業は地域の重要な社会資源であり、働く大人の姿を知り、様々な職
種や働き方に触れる機会を得ることで、多様な選択肢を広げ、将来へのビジョンを描きやすくすること。体験の
機会や職業選択の幅を広く持ちにくい子供たち、その世帯にとって貴重な機会、未来の選択肢を得られるよう
にすること。何より、子供たちも親も、地域で人と関わることで「基本的信頼」を獲得し、非認知能力を高め、
更に貧困や孤立からの脱却につながるよう、地域のステークホルダーの人的資源を活かし、地域づくりと支援を
両輪に活動を続けています。
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このように、「インクルこども食堂」は、食事だけでなく、参加者の様々な声を取り入れて実現しており、食堂の
「裏メニュー」とも呼べる多くの活動と地域と参加者への効果が生まれています。このような輪が年輪のように広
がることで、子育てが地域ぐるみで行われるようになること、地域の抱える課題や背景に気づき共に支えあう仕
組みができていくことで、持続可能な社会を作り出します。大きな効果としては、地域の高齢者や、単身者が
関わることで、居場所、生きがいづくり、孤立防止につながっていることです。ひとり親家庭の生きにくさは社会
課題の縮図であり、個々を見ることで社会課題の解決策を見出せます。新型コロナ禍以降は、対策を講じ、
状況をみながら開催、地元飲食業応援としてお弁当を購入しひとり親世帯へ配布、年越し応援でおせち料
理を配布、生活状況の苦しい世帯には、食料を届ける「フードパントリー」事業の形式で、世帯の生活の支え
となることが出来るよう活動しています。

ホームページTOP

シンポジウムの様子「インクルこども食堂」の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣総理大臣表彰～

特定非営利活動法人
よろん出産子育て応援隊あんまぁーず
鹿児島県大島郡与論町/山縣文治（関西大学人間健康学部教授）推薦

https://yoronanmas.wixsite.com/mama
代表者 内野正世・理事長

受賞者の概要
離島での出産、子育てを支援する団体です。分娩施設のない離島で、主たる移動手段が飛行機やフェ

リーの地域では、妊娠9か月になると、分娩施設のある地域にホテル等を借り、妊婦一人で1か月以上をすご
さなければなりません。
このことに着目して、那覇市にマンション一部屋借り、安価で貸し出しています。これまでに与論島の妊婦17
名がこの施設を利用し、出産しています。
この他にも、出産お祝いプロジェクト、アッタラ制服プロジェクト(attra：制服のリユース）、マッタラプロジェクト
（M+attra：子育て用品等の交換）、など、内容は他地域にもあるものですが、ユニークな名称のプロジェ
クトを実施しています。生まれる命は全国どこにいても平等であって欲しいというSDGsの観点から、離島特有
の医療問題や物理的及び経済的事情に寄り添った様々な活動を行っています。

主な活動内容
○出産待機施設の運営
与論島には産科がなく、島ではお産ができません。そのため妊婦さんが飛行機や船にのれる臨月までに沖縄
にわたり、約一ヶ月家族と離れてお産を待ちます。経済的にも精神的にも負担がかかりお産という大きな事の
前に穏やかに過ごすということにはとても困難な状況にあります。 その状況を少しでも改善したい！妊婦さんが
安心してお産を待てる場所を沖縄にもちたい！ということで活動を始めました。理解のある大家さんとの出会い
により、マンションの一室をお借りできることになりました。クラウドファンディングで資金集めをし、その資金で家具
や家電を揃え、また町の出産待機にかかる費用の補助額内で泊まれるよう大家さんのご協力のもと運営して
おります。これまで延べ17人の妊婦さんが当施設を利用して出産待機をしています(令和3年7月現在)。出
産経験のある大家さんとその家族が同じマンション内に住んでいることで何かあったときに頼れる人がいることは
離島からお産にいく妊婦さんの精神的な軽減にもなっております。 そして窓口が島にあることで申し込みが気
軽にでき、産後の支払いも一ヶ月後を目処に猶予をおいています。まとまった支払いが難しいご家族には分割
払いでの対応もしています。
○出産お祝いプロジェクト
少子化。小さな離島である与論島もその一途をたどっています。もし数年後に小学校が統合され、中学・高
校がなくなってしまえば、子育て世帯の流出が止まらず、UIターンも見込めなくなってしまいます。私たちにでき
ることを、という想いで始めたプロジェクトです。 島内外で協賛を募り、産後のママさんが出産祝いを各店舗で
受け取れるシステムです。「子は、島の宝。『産んでくれて、ありがとう。』『生まれてきてくれて、ありがとう。』島中
で誕生の喜びを分かち合いませんか？」というフレーズで島中の店舗にSNSやチラシ配布で声かけをし、初年
の2018年度は17店舗からスタートし、今年度は48店舗(島外のオンラインショップ含む)と、4年間で約3倍
もの店舗が共感し、協賛しています。※島内全店舗在数は全部で150弱。このプロジェクトは、フィンランド政
府が妊婦全員に贈呈している「フィニッシュベイビーボックス」を参考に、地域全体が妊娠出産子育てを応援す
る雰囲気ができていれば、というところが発端となっています。
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選考委員のコメント

同じ時期に出産を体験した子育て中のお母さん達が立ち上げ、当事者視点で活動をしている団体です。
通常の子育てサークルの場合は参加している当事者だけのネットワークになりがちと見受けられますが、同団体
は出産お祝いプロジェクトでは島内の48店舗をパートナーとし、制服リユースプロジェクトではより多くの子育て
家族に協力を得ています。団体の外へネットワークを広げ、島内で子育て支援の環境を整備していく取り組み
は他の地域のモデルにもなります。
地域では若い移住者も多いことから、地域の出産・子育て情報が得にくい彼らに対しても配慮した活動を
行っているところは素晴らしく、今後の若者層の移住促進に地域の子育て支援団体が関わっていくロールモデ
ルになります。出産・子育てについて、離島による苦労や困難がある中で、後輩となる妊婦や子育て家族の困
りごとを解消するための活動に取り組む姿勢はぜひ多くの方に知っていただきたい事例です

どの事業も島内外から多くの共感を得ながら、私たちの持ち前の熱意と行動力でひとつひとつ猪突猛進して
実現させてきました。今、その中で感じていることは、始める際に「この事業はボランティアでやるのか、それとも収
益化してやるのか」という点を一度冷静になって考える必要があったかな、と思っております。島のお母さんたちの
子育てしやすい環境づくりのために、継続していくことへの重要性を感じているからです。クラウドファンディング等
を活用し、まずは初期費用を集めるためにパッションはもちろん大事なのですが、その後に維持継続するにはど
うしたらいいか？という課題をシステム化するところまで考えてから事業展開していくことが今後の課題です。島
内の利用者に安価でサービスを提供するために、どこから資金集めをするのか。まずはふるさと納税から始めて
いますが、より多くの共感を「定期支援」という形で協力いただける仕組みづくりも考えていきたいです。また、自
治体や地域団体との連携をしていき、団体として地域貢献をしていきたいとの想いでNPO法人化しました。今
まではメンバー全員が本業の傍らでボランティア状態で活動してまいりましたが、今後は本業として腰を据えて
活動していけるよう、そちらも併せて勉強しながら取り組んでまいりたい所存です。
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○制服・学用品 リユースプロジェクト【attara】（アッタラ）
「アッタラムヌ」…「もったいない」という意味のゆんぬふとぅば（与論言葉）と、不要な制服が「アッタラ」という
意味とを掛け合わせ、インパクトがあり、かつ覚えやすく親しみやすいネーミングにしました。買取りではなく、不
要な制服を寄付していただくという「与論愛の連鎖」のスタイルで制服を回収しています。一般的には廃棄され
るような古い制服もお直しをして「Rdeuce（リデュース）」：ごみを減らし、「Reuse（リユース）」：繰り返し
使う。お直しで再生できない制服も他の制服を補正する際の素材として「Recycle（リサイクル）」する、とい
う3Rで環境への負荷や資源を減らすSDGsの取り組みとして、更に制服リユースが広がることで貧困家庭の
負担を軽減し、安心して制服を揃えられることで学習の機会を得ることへ繋がっていくことも期待できます。
○大型育児不用品マッチングサービス「M＋attara」(マッタラ)
新生児期の成長・発達はとても早く、チャイルドシートやベビーベッド等のその月齢時にしか使わない大型育
児用品は、まだ綺麗な状態で残っているものも多いです。ですが、「場所をとるので早く手放したい。」そして「必
要だけれど経済的負担も大きい。」という現状がある中で、'捨てるの、ちょっと待ったら？(マッタラ)’というネーミ
ングの元、「譲りたい人」と「欲しい人」を繋げるサービスを展開しています。具体的には、当団体の公式SNSを
利用して「譲りたいもの」の写真を配信し、「欲しい人」から直接SNSに連絡をもらう形でマッチングし、成立した
時に受け渡し方法などを双方に連絡する、といったスタイルをとっています。ベビーベッドやチャイルドシートは、最
近では同じ物をこのマッチングサービスで次々と後の人へと回す現象が起こっています。

制服リユースプロジェクト【attara】(アッタラ) 子ども服交換会 活動内容パンフレット

受賞者による活動の紹介



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

一般社団法人アイネット
茨城県筑西市/茨城県推薦

https://ainetys.com/
代表者 浅沼秀司・代表理事

受賞者の概要
不登校、ひきこもり、ニートなど青少年のいろいろな問題で悩み苦しんでいる保護者及び当事者の支援を通
じて、青少年の自立とより良き親子関係の構築に寄与することを目的に活動している団体です。
不登校児向けのフリースクールやひきこもり相談支援センターの運営を通じた家族・当事者支援を行うほか、
厚生労働省委託の地域若者サポートステーション、障害者就労支援事業所、特定指定相談支援事業所、
自立訓練事業所を運営し、就労支援にも取り組んでいます。
また、近年では、DV、虐待支援のためのシェルターの開設や生活困窮者・ひきこもりの方の社会復帰を目
的としたシェアハウスの開設、生活困窮者の自立相談・就労準備支援事業の実施など、多岐に渡って活動を
行っています。
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主な活動内容
○ひきこもり支援事業
茨城県委託の茨城県ひきこもり相談支援センターでの電話相談、メール相談、面談相談、ＳＮＳ相談、
訪問相談、44市町村での出張相談等、色々な相談手段を通じて、相談者さんのひきこもり問題の解決に
挑んでいます。相談を受け、親子関係の改善を目指すだけでなく、その人の特性に合わせて、必要と思われる
関係機関、または団体が運営しているサポステ事業、障害者支援事業、生活困窮者支援事業、場合によっ
ては医療機関へ、本人の意向を第一としながらご案内し、ひきこもりからの脱却を目指します。
〇就労支援事業
厚生労働省委託のサポステ事業では、キャリアコンサルティングを通じて、すぐに就労が可能な人と就労にし
ばらく時間がかかる人とに分けて、それぞれの方に必要なＳＳＴ、各種講座、セミナーの提供をしています。そ
うして支援を通じて、その方の“今”にはサポステ支援がそぐわない場合は、団体が運営している福祉的就労支
援を、また、生活の困窮が判明した場合は、生活困窮者支援事業のご案内をします。そして、場合によっては、
再びサポステ支援に繋げます。ご相談者さんのご意向とその方の“今”を第一義にどの支援が有効かを常に考
えています。
〇精神障害者・発達障害者支援事業
精神障害者・発達障害者、その方の“今”には、就労支援としてのサポステ支援がそぐわない場合、特別な
配慮がある福祉サービス事業を提供しています。まず、通所の習慣をつける為の「自立訓練（生活訓練）」
事業、他社との関係性を肌感覚で身につける為の「就労継続支援B型事業」、それらを通じて、就労の準備
がある程度整った方へは「就労移行支援事業」の提供をしています。
〇生活困窮者支援事業
仕事や生活の困難を抱えている方のうち、経済的困窮にある方を支援して、その方の不安や困りごとの解
決に挑んでいます。生活訓練、社会訓練を通して就労や自立に向けた活動の促進、キャリアコンサルティング
による自己理解、職業適性テスト、認知行動療法や社会人基礎力のＵＰ、ＳＳＴ等の講座を行っていま
す。
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「ひきこもり女子会」の様子 「シェアハウス」の様子

平成8年にひきこもり支援の活動を開始し、25年に法人化し、現在、職員34名、ボランティア6名にて、以
下の活動をしています。
①ニート支援：厚生労働省委託「いばらき県西若者サポートステーション」の運営（筑西市）
②ひきこもり支援：茨城県委託「茨城県ひきこもり相談支援センター」の運営（筑西市）
③生活困窮者支援：守谷市、つくばみらい市委託「相談支援事業」及び就労準備支援事業の「くらしと
仕事の相談センター」の運営（つくばみらい市）、筑西市委託「就労準備支援事業」の実施（筑西市）。
④自主事業：精神障害・発達障害に特化した「多機能型福祉事業所」の運営（筑西市、古河市、龍
ケ崎市の3市にて実施）、フリースクールの運営（筑西市）。
4室のシェアハウスを活用しての自立支援、4か所のＤＶ、虐待、ヤングケアラー等で避難が必要な方の為
のシェルターの開設（生活する為の家電品、寝具、食器類すべて完備、家賃電気水道光熱費無料）（筑
西市ほか）

選考委員のコメント
不登校・ひきこもり支援からはじまり、学習支援や就労支援、生活支援など子供や若者の成長にあわせて
必要とされる支援活動を多岐に渡り、事業展開をしています。団体を発展させながら、様々な課題や悩みを
抱えている当事者や家族を支える仕組みづくりをニーズにあわせて実践していること、活動から見えてきた新た
な課題に対応するために新規事業に取り組んでいることは、他の団体のモデルとなるものであり、高く評価しま
した。

受賞者による活動の紹介

〇フリースクール、シェアハウス、シェルター等
各種相談を通じて、不登校の状態にある子供達に、居場所となるフリースクールを提供しています。本人達
の意向により、スタッフや筑波大学生による学習支援も行っています。ひきこもりやニート状態からの脱出の為
に必要な社会資源がない地域から、アイネットの各種支援を受ける為の住まいとして、4室のシェアハウスを用
意しています。設立して2年たち、3名の方が自立を達成しています。
また、団体が独自に運営している4か所のシェルターがあります。地元警察と密接な連携を取っており、安心し
て生活できるよう家電、寝具、食器類等設備面も充実しています。自立に向けた就労支援を含めたサポート
も行っています。



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

特定非営利活動法人あっちこっち
神奈川県横浜市/神奈川県推薦

https://www.acchicocchi.com/
代表者 厚地美香子・理事長

受賞者の概要
子供たちが優秀な若手アーティストと直接触れ合うことで芸術文化をより身近に体験できる機会を提供して
いる団体です。平成24年より子ども芸術体験事業を開始。令和2年まで神奈川県等の学校機関などで合
計300回以上開催し、子供たちの豊かな情操を養う機会を提供してきました。横浜市芸術文化教育プラッ
トフォームにて学校プログラムコーディネーターも務めています。平成27年より芸術による国際交流事業を開始。
オーストラリアの芸術団体と連携し、子供向け国際交流プログラムを神奈川県、宮城県で実施しました。平
成28年からは若手アーティスト育成事業を開始し、セルフプロデュース、セルフマネジメントに長けたアーティスト
を育てています。令和2年より、コロナ禍で孤立を防ぐ場を設けるために、横浜市庁舎アトリウムで0歳から入
場可能なコンサート・シリーズを開催。更に「子ども食堂とアート体験」プロジェクトを横浜市でスタートし、感染
防止対策を徹底した対面型プログラムを実施しています。

主な活動内容
○子供のためのアート・音楽・ダンスをいっぺんに楽しむわくわくワークショップ
新進気鋭の若手芸術家と子供たちが協力し合って、過去の偉大な芸術家の作品をテーマに、独自の作品
を創りあげます。芸術を発信する本格的な文化・芸術施設で行う事で本物の芸術に触れるという空間体験
もしてもらいます。運営には将来保育士を目指す地域の学生、社会貢献活動や芸術に興味ある地域のボラ
ンティアなどが参加し、子供たちをサポートします。彼らには、芸術ワークショップを子供へ伝えるための事前レク
チャーを受けてもらい、子供たちとのコミュニケーションをスムーズに行えるようにしました。本番前の約1ヶ月間か
ら子供の期待を高めるために、各講師から参加を楽しむポイント・メッセージをメールで伝えるなど、ワークショッ
プ一日だけに終わらない関わりを作りました。「子供たちの自己肯定感を得られるワークショップ」という共通の
目的に向かって、講師、スタッフ、ボランティアが一貫して制作・運営に携わったことで、子供が積極的に参加す
る様子がみられました。アンケートにも自己肯定感が得られた様子を伝える保護者の意見を多く頂けました。
開催地域外からもこのシリーズの開催を求められ、横浜市以外でも開催しました。
○南三陸町全ての子供たちにアートを届けよう～日豪の海を越え未来の夢を育む～
当団体と40年以上の歴史を持つ豪州の子供の為のアート・カンパニー「ポリグロットシアター」が協働し、豪
州政府による豪日交流基金の事業として宮城県南三陸町で開催しています。パブリックスペースに段ボールで
作られた空間“ペーパープラネット″という本格的な紙でできた世界を作りあげます。ペーパープラネットの空間で
は、段ボールで作られた森、森の中に流れる音の効果、ダンサー・木管奏者・ピアニストが森の中にいる妖精
役を演じています。子供たちがその世界の中で、自分の居場所とみつけ自分たちも妖精になり演じます。子供
たちの自主性を重んじるプログラムなので、心身の傷害を持った子供たちも参加出来ます。子供たちが豪州の
文化も知る機会になっています。
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「ワークショップ」の様子



○横浜市芸術文化教育プラットフォーム～アーティストが学校へ
学校、アーティスト、行政などが連携・協働する“芸術文化教育プラットフォーム”のコーディネーターとして横浜
市から指定されました。学校教育とアートをつなぐ「学校プログラム」を通じて、新しい芸術に関する授業の可能
性を探っています。学校での実施内容を調整して、授業づくりを支援します。対象となる学年と教科等のねら
い、ふだんの学校の様子といった先生がもっている情報、当団体がもつ文化芸術分野に関する専門知識の三
つをかけ合わせることで、効果的なプログラムを実施します。オペラ、合唱、作曲、邦楽器の各分野の3日間で
完成するプログラムがあり、2日間は演奏体験をし、最終日に他学年の生徒や保護者に発表します。対象は
一つの学年、取組みはクラス単位の少人数で実施することで子供がアーティストと触れ合う時間を多くとれるよ
うにし、一人一人が演奏するという行為に積極的に関われるようにしています。成果として、子供がオペラ歌手、
重要無形文化財である邦楽奏者などから本物の芸術を体験することで、教科書などでは得られない芸術へ
の理解を深められ、教師の通常授業にプラスできる学びの場になっています。
○親子で楽しむ♪子ども食堂とアート体験
食と芸術体験を組み合わせたプロジェクトです。親子で過ごせる新しい居場所として、令和元年にオープンし
た横浜市寿町健康福祉交流センターの料理室と隣接した多目的室を会場にしています。月1回プロのアー
ティストによる音楽・アート制作・ダンスなどの芸術ワークショップを保護者と一緒に楽しみます。食事は安心安
全な食材を選び調理師監修のもと、調理場で地元ボランティアたちが手作りします。また、横浜市内のひきこ
もりの若者支援団体が運営する農園から野菜を購入し、その若者たちも食堂スタッフとして活躍しています。
食事はアート体験のテーマに因んだものを選んでいます。
子供食堂では、食事の前に食堂スタッフが子供たちに当日のメニューに因んだ寸劇を披露し、残さず美味し
く食べてもらう工夫をしています。

選考委員のコメント
音楽を通した被災地支援に始まり、子供たちの芸術体験活動の推進や、学校プログラムの開発など多彩
な取り組みへと発展している点が高く評価されました。クラシック音楽と他のアートを結び付ける独創性もあり、
被災地をはじめとするコミュニティでの芸術活動は社会的なニーズも高いと思われます。また、地域貢献の視点
を持った若手アーティストの育成や活動の場づくりは、芸術を志す若者への支援としても評価され、幅広いアー
ティストへの広がりを期待します。

受賞者による活動の紹介
子供たちが優秀な若手アーティストと直接触れ合うことで芸術文化をより身近に体験できる機会を提供して
います。同時に若手アーティストの技術向上と社会人経験を積む場の提供もしています。子ども芸術体験事
業を創立から10年間で神奈川、東京、千葉、宮城、熊本等の学校機関、文化施設、公共施設などで合
計350回以上開催しました。行政、教育機関やNPOと連携し、子供たちの豊かな情操を養う機会を拡大し
ています。また芸術による国際交流事業として子供向け国際交流プログラムをイギリスやオーストラリアの芸術
団体と連携し、子供たちに海外文化を深める機会を提供しています。更に実践的な若手アーティスト育成事
業として地域の課題を芸術でどう解決するかを若手アーティストが中心となり、コミュニティと連携事業を行って
います。社会経験を積むことでセルフプロデュース、セルフマネジメントに長けたアーティストを育てています。コロ
ナ禍で孤立を防ぐ場を設けるために、横浜市新市庁舎アトリウムで0歳から高齢者まで入場可能なバリアフ
リーコンサート・シリーズを開催。更に「子ども食堂とアート体験」プロジェクトを横浜市中区寿町でスタートし、コ
ロナ感染防止対策を徹底した対面型のプログラムを実施しています。これらの多岐に及ぶ活動は、寄付や助
成事業に申請することで賄うほか、自主企画事業や行政からの委託事業で運営しています。
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「子どものための
音楽ワークショップ」
の様子

「子ども食堂と
アート体験」
の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

浦添市港川自治会
沖縄県浦添市/沖縄県推薦

代表者 銘苅 全郎 自治会長

受賞者の概要

自治会の成立は昭和19年です。近年は急激な都市化により、地域人口も市内有数の規模に拡大し、そ
れに伴って地域課題も大きく変化しています。特に近年は、子供・若者が地域の課題に取り組むことを重視し
ており、地域づくりの一環としての「里浜活動」では、浜の清掃活動や観察会などを行い地域と学校との連携
プログラム、環境学習として継続的に行っています。
また、自治公民館を中心に「地域子ども教室・放課後子ども教室」を開始し、地域の子供にサンシンやエイ
サー、空手等伝統文化のほか習字、ダンス等のプログラムを提供しています。地域の小学校との「学社連携
授業」では、総合学習を核に地域高齢者の交流授業などを行っています（現在コロナの影響で中断中）。
このほか、子供の貧困対策として、放課後子ども教室を含め毎週延べ110人に居場所を提供するほか、食
事の提供を行うなど様々な活動を行っています。

主な活動内容

○Oneサンゴ 浦添・美ら海「さんごの森」プロジェクト
サンゴ養殖を行っている専門企業と提携し同施設で苗作りから海での植え付けまで指導してもらいます。公
民館では「サンゴの生態」や海の生き物、世界の環境問題など親子講座で学びます。令和2年度～3年度は
沖縄県地域振興協会から「地域活性化事業助成金」を受けて実施（各年30万円）しています。当面5年
間の連続実施を目指していますが、令和3年度は新型コロナウイルスの影響で出来ない状況です。「マイサン
ゴ」が目標ですが作った苗が数ヶ月の養生経過が必要な上、夏場の天候選定など日程上の制約課題も多い
ほか、資金面の課題もあります。
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サンゴの役割を学ぶ 植え付け体験

うらそえし みなとがわ



選考委員のコメント
学校との連携、多世代交流、子供支援、「里浜再生」のような環境保護など、多面的な取り組みであるこ
とに加え、自治公民館の社会教育活動として位置づけながら、地域の歴史や文化、自然を活用している点
を高く評価しました。しかも会員に限らず全ての子供たちを対象にするなど開かれた自治会活動となっています。
住民生活に関することに加えて、地域や社会の課題解決に向けた取り組みは、先進的な自治会活動の一つ
ともいえ、若者や女性など幅広い層への波及が期待されます。

受賞者による活動の紹介
子供たちの「居場所づくり活動」で地域活性化を図っています。活動財源は主に
①行政補助金「放課後子ども教室、子ども未来支援事業。令和3年度当初予算額で年間約213万円
（コロナ感染拡大で活動休止があり、減額予定）」
②助成金活用（平成30年・31年に沖縄県地域振興協会資金。各年度30万円の助成を受け里浜で
父母参加型のサンゴ植え付け事業を実施）
③会員及び父母の寄付金（青少年未来育成部主催バザー売上金など）
活動推進にあたっては「日常化・継続化・通年化」、役員を含めボランティア活動が基本です。補助金活用
は、弱小自治会の財政支援と同時に「非会員」参加の大義名分となります。地域資源を活かした里浜活動
や小学校との授業連携、自治機能と自治公民館活動の融合で若い世代の加入も増加しています。自治会
の活動対象世帯数は約2,500世帯。加入世帯は200世帯弱。うち80世帯近くは居場所活動を通した若
い世代の加入が中心です。毎週、空手や習字など5教室、延べ100人以上の子供たちが利用し（食事提
供は週3日延べ55人）、父母のサポートも盛んです。中高年世代の役割参加も増えています。子供たちの
歓声、新旧世代が日々交流する現状は、「新しい地域づくり」への大きな声援です。
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港川小4年生「観察会」 港川小6年「カヌー体験」

こども環境会議で活動報告
未来支援の食事提供(週3回)



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

http://kayanuma.co.jp/
代表者 草薙 博昭・代表取締役社長

受賞者の概要

同社は、北海道泊村で建設業・土木、建築、道路維持を営む企業です。平成13年6月以降毎年地域
のお祭りに会社を挙げて参加し、地域の住民と子供たちのふれあい、つながりを深める良い機会を提供してい
ます。社屋前の駐車場にテントを設営し、手作りの料理を地域住民に無料で提供するとともに、地域の小学
生や幼児に菓子を提供し、地域の子供たちに笑顔を届けています。会社総出の参加により、祭りの参加者が
回復するとともに、地域住民と子供たちの交流が生まれています。また、同社は、平成24年から毎年地元小
学生を対象に道路や橋梁の大切さを学ぶ「アーチ橋の製作体験」など独創性に富む体験学習の機会を行政
と協働で提供しつづけています。

主な活動内容
○茅沼恵比須神社 例大祭への参加
同社の近くにある恵比須神社の夏祭りに会社を挙げて参加し、祭りを盛り上げています。社屋前にテントを
設営し、人気メニューとなっているモツラーメンをはじめ、焼きそば、焼き鳥、フランクフルト等のほか、ジュースや
ビール等の飲み物を用意し、地域住民らに社員の手作りの料理を無料で提供しています。
このことがきっかけとなり、祭りの参加者が回復するとともに、地域の住民と子供たちのふれあい、つながりを深
める良い機会となり、有意義な活動となっています。 令和2、3年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、例大祭は、神事のみとなりましたが、来年以降は以前同様に実施する予定です。
○体験して学ぶ『ものづくり』の世界 【レンガによるアーチ橋作り体験学習】
子供たちに道路・橋梁の重要性、社会資本を整備する建設業の仕事を学び、理解してもらうため、地元の
小学校3～4年生を対象に実施している活動です。
子供たちに、人が生活していく上で、重要な役割を果たす道路や橋の仕組みなどを勉強し、少しでも興味を
もってもらい、大人になった時には、道路や橋、ダムなどを作りたいと思えるよう毎年開催しています。土台の上
にレンガを上手に並べ、水分を含んだ砂で目地を埋めた後、上から木槌でたたき、アーチ橋を仕上げます。社
員の指示の下、協力し合い、ものづくりの楽しさを体験し、今後も道路・橋の大切さをたくさんの児童に知って
もらうように取り組んでいます。
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茅沼建設工業株式会社
北海道古宇郡泊村/北海道推薦

「子ども神輿」の様子 「鬼滅建設㈱作業」の様子

かやぬま



選考委員のコメント
建設業・土木、道路維持を営む企業として、目に見える形で子供たちに『体験して学ぶものづくりの世界』を
無償で提供している姿勢はとても素晴らしいと思います。とかく建設業は危険が伴い、かつ騒音など住民に対
して負の要素もある中で、地域のお祭りにも会社を挙げて参加している姿は、建設業の重要性が充分理解さ
れることと思います。今後は行政や教育機関また異業種企業とも連携を図りながら、さらに魅力的な行事を
企画し、多くの子供に参加してもらいたいと思います。

受賞者による活動の紹介
弊社は、北海道泊村で建設業・土木、建築、道路維持を営む企業です。
活動を開始した経緯として、長時間労働の解消など労働環境の改善に向けたワーク・ライフ・バランスの浸
透・定着等があり、地域貢献活動はその取組の一環として始めました。
例えば、炭鉱閉山により、過疎化が進んでいた地域の祭りに、平成13年以降毎年、会社を挙げて参加し、
地域の住民と子供たちのふれあいやつながりを深める機会を提供してきたことで、祭りの参加者数の回復や地
域住民と子供たちの交流機会の増加に貢献することができました。祭りでは、社屋前の駐車場にテントを設
営し、手作りの料理を地域住民に無料で提供するとともに、地域の小学生や幼児に菓子を提供し、子供た
ちに笑顔を届けています。
また、北海道教育委員会と協定を締結し、小・中学校への体験学習や地域イベント等にも参加（活動人
数約20名、自己資金（年額約140万円））しています。活動5年目の課題としては、内容のマンネリ化が
ありましたが、社員が独創性に富む体験学習を考えながら提供することで、解決に繋がりました。
社員参加型の活動は、労働環境の整備や社員の健康等を考え、働き方を見直し、労働条件の整備を進
め、従業員が地域イベントや体験学習に対し積極的に参加・協力しやすい環境をつくることが大事だと考えま
す。
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○除草作業見学会
子供たちに、道路維持管理の役割や重要性を知ってもらうため、北海道開発局小樽開発建設部岩内道
路事務所と協働で行っている活動です。
子供たちに、普段あまり気にしていない除草作業について、車や歩行者の通行に支障となる草を刈り取るこ
との必要性や道路維持管理の大切さを理解してもらうため毎年開催しています。子供たちにとっては普段、直
接目にすることのない草刈車の作業を熱心に観察し、働く車にふれることができる貴重な機会となるとともに、
たくさんの人が道路を守っていることを知る機会となっています。

「草刈車作業見学」の様子 「保育所プレゼント」の様子「草刈車見学」の様子

「アーチ橋作業」の様子 「空飛ぶ泡体験」の様子 「測量体験」の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://www.instagram.com/jido_pipparan
代表者 瀬々倉 玉奈・京都女子大学准教授受賞者の概要

乳幼児保育・教育及び心理学的なアプローチによる子供・子育て支援を実践し、並行して保育学生を支
援者として養成しています。少人数制で1組の親子を1人の学生が連続で担当したり、複数の親子と一斉に
交流したりと多様な型式のプログラムを実践しています。子供に豊かな遊び体験を提供し養育者をエンパワー
メントすることで、孤独・孤立状態に陥りがちな乳幼児期の親子、外国にルーツがあったり聴覚障害があったり
する多様な親子が困難に陥ることを未然に防止しています。来室対面型では親子を分離して、子供には感
触遊び、養育者にはオリジナルの心理教育プログラムを提供しています。コロナ禍の令和2年からは、いち早く
ＩＣＴを活用したオンライン・ハイブリッド型の活動を始めています。日英の字幕付きで、オリジナルのデジタル
絵本やテーマ曲、手遊び歌等と共にオンラインで交流しながら遊び、録画編集してオンデマンドでも配信してい
ます。

主な活動内容

○ぴっぱらんシリーズ（来室対面型）
ぴっぱらんシリーズ（来室対面型）は、少人数制で1組の乳幼児期の親子を1人の保育学生が連続して
固定で担当する形式で、親子分離を基本とするプログラムです。初回の親子合同遊びでは米粉・片栗粉粘
土、親子分離の回の子供にはフィンガーペインティングなどの家庭では難しい思い切り汚れる遊び、感触遊び
を中心にそれぞれの子どもに合った方法で提供します。子供と離れた養育者には、ぴっぱらん活動代表者によ
るオリジナルのワーク形式の心理教育プログラム（らくがきゲーム、おしゃべりさろん、からだほぐし等）を提供し
ています。子供に豊かな遊びを提供し、養育者には楽しみながら自己内省と子供理解を促す機会を提供し
てエンパワーメントすることで、孤独・孤立の状態に陥りがちな乳幼児期の親子が困難に陥ることを未然に防
止しています。
養育者支援中心で既存の心理プログラムを提供し、子供は単に託児するだけの「心理学優先型」か、子供
優先で必ずしも気乗りしていない養育者も子供と共に遊ぶ「保育優先型」かに偏った活動が多い中、親子双
方に専門的な支援を行っていることが特徴です。
○ぴっぱらんど（来室対面型）
ぴっぱらんど（来室対面型）は、多数の乳幼児期の親子が良質な空間で保育学生と教員が厳選した木
のおもちゃや人形、絵本で自由に遊ぶことができる「広場型」を意識したプログラムです。子供には豊かな遊び
を提供し、養育者をエンパワーメントすることで、孤独・孤立の状態に陥りがちな乳幼児期の親子が困難に陥
ることを未然に防止しています。
造形遊びとして「お菓子の家づくり」、和紙を使った「葉っぱのマーブリング」、何枚もの模造紙を貼り合わせた
広い「落書きコーナー」などを用意しています。
また、男女共同参画を意識して、パパ・ママそれぞれにオムツ換えコーナーや授乳室を用意しています。
○ぴっぱらんど（オンライン双方向型） ／ 造形遊び：みんなの1等賞はなぁに？
ぴっぱらんど（オンライン双方向型）は、複数の乳幼児期の親子に親子遊びを提供するプログラムです。事
前登録された親子に「みんなの1等賞はなぁに？～世界に1つだけの王冠を作ろう～」の招待動画を送付しま
す。デジタル絵本では、キャラクターの「ぴっぱくん」が「何も得意なことが無い」とションボリ登場しますが、「らん
ちゃん」に泥んこ1等賞や、ぐっすり眠れる1等賞など色々な1等賞があると教えてもらい、自分なりの1等賞をみ
つける内容です。｢みんなの1等賞はなぁに？｣と会話しながら、紙皿で王冠を作成しました。終了後には子供
への表彰状とは別に養育者のママ･パパにも「○○1等賞」の表彰状を送りました。
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京都女子大学親子支援ひろばぴっぱらん
京都府京都市/京都市推薦

ぴっぱらんシリーズ
の様子



選考委員のコメント
近年の子育ての課題を的確に捉え、教育学や心理学などの専門性を活かして地域に密着した子育て支
援を行っており、支援者の養成にも力を入れています。また、新型コロナウィルス流行にも素早く対応し、それに
伴って開始したICTを活用したオンラインサービスから新たな未来型サービスのアイデアが生まれている点も高く
評価できます。大学をベースとすることで実現できる社会のモデルとなるような独創的・持続的な活動を期待し
ます。

受賞者による活動の紹介
乳幼児保育・教育及び心理学的なアプローチによる子供・子育て支援を実践し、並行して公認心理師・
臨床心理士と幼稚園教諭らが保育学生を支援者として養成しています。コロナ禍の令和2年からは、いち早
くICTを活用して孤独・孤立状態に陥りがちな乳幼児期の親子、外国にルーツをもつ親子、聴覚障害がある
親子、遠方に住んでいる親子など多様なニーズに応じて予防的な活動をしています。日英の字幕付きで、オリ
ジナルのキャラクター・テーマ曲・デジタル絵本と共に、オンラインでリアルタイムに相互交流しています。養育者を
エンパワメントし、遊びを通して豊かな親子関係を紡いで子供の発達をゆるやかに促しています。活動の様子
を録画編集してオンデマンド・コンテンツとして配信しています。複数あるプログラムのうち｢ぴっぱらんシリーズ｣で
は、家族毎にオンライン上の小部屋を設けてオーダーメイドの遊びを提供しています。保育学生たちは児童学
科の多様な学びを子供・子育て支援に応用しながら実践を通して学びを深めています。専従のスタッフがおら
ず、学生スタッフは短期間で代替わりしますので、上級生と下級生との協働活動、ICTによる情報共有で知
見を引き継いでいます。コア・スタッフは20名～50名です。毎年、大学に教育活動予算を申請して30～50
万円を得て活動しています。
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○ぴっぱらんど（オンライン双方向交流型） ／ 運動遊び：ぴっぱらん島のぼうけん
ぴっぱらんど（オンライン双方向型）は、複数の乳幼児期の親子に親子遊びを提供するプログラムです。事
前登録された親子に「ぴっぱらん島のぼうけん」への招待動画を送付して冒険に誘うことからスタートします。イ
ベント当日はオリジナル・キャラクターの「ぴっぱくん」達がペープサートになって登場し、「ぴっぱらん号」で冒険に
出発します。親子と保育学生がジャンケンをしながら、船に見立てた新聞紙を折りたたんでいくバランスゲーム、
ハイハイや身体を大きく動かす「修行」をつんで3本の鍵を探し出して宝箱を開けるという内容となっています。
当日、子供たちは画面を覗き込むように待っていてくれ、保育学生との交流を楽しんでくれました。2つのぴっ
ぱらんど当日の動画を編集してオンデマンド・コンテンツとしても遊べるように配信しています。
○ぴっぱらんシリーズ（オンライン双方向交流型）
ぴっぱらんシリーズ（オンライン双方向交流型）は、1組の乳幼児期の親子に1人の保育学生が担当制で
関わる短期間連続アプローチによるプログラムです。Zoom のブレイクアウト・セッションを利用して親子毎に
対応します。遠方に在住していたり、来日直後で外国にルーツをもっていたりする多様な親子が参加しました。
コロナ禍でストレスフルな状況下にある親子に、教育指導を受けた保育学生が交流しながら遊びを提供し、
養育者をエンパワーメントすることで、親子が困難に陥ることを未然に防止することに努めました。
第1回の「にこにこ ぎゅっぎゅ！ふれあい遊び」では、手遊びやふれ合い遊びで親子共にリラックスして楽しみ
ながら絆を深めていきました。第2回・第3回では、家庭で簡単に用意できるペットボトルやアルミホイル、飲料
パックなどを使用して、「カラカラ シャカシャカ♪マラカス作り」、「タンタカタン♪カスタネット作り」を実施しました。
第4回の「楽器遊び」では、第2回目・3回目に作成した楽器を用いてみんなでダンスをするなど様々な遊びを
展開しました。
○ぴっぱらんミニ（オンライン双方向型）
令和3年度から新たに開始したプログラムです。ぴっぱらんミニは手遊びや絵本読みを中心にしたオンライン双
方向交流型による短時間プログラムで、保育園・家庭と交流しながら実施しています。保育園児の興味や関
心などが対面のときと同じように伝わってくることが保育学生の励みにもなっています。保育園児と家庭から参
加の乳幼児がお互いに興味をもっている様子も認められ、オンラインならではの参加者同士の交流に可能性
を見出せました。
ぴっぱらんミニの活動を新たに開始した背景には、コロナ禍の影響で保育学生の教育実習や保育実習が延
期され、実際に乳幼児期の子どもに接する機会が得られない状況が続いていたこともあります。保育の現場で
は急に求められることがある基本的な遊びである手遊びや絵本読みを中心に、オンラインでできることを模索し
た結果、生まれたプログラムです。
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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】

～内閣府特命担当大臣表彰～

http://npo-cloudnine.com
代表者 小林將元・理事長受賞者の概要

「置かれている状況に応じた支援を提供する」という理念を念頭に、主に不登校やひきこもり、またその背景
に何らかの課題や事情を抱えながらも医療や福祉に関する支援の対象とならない子ども・若者を支援する団
体です。当事者やその家族との相談を積み重ね、当事者の生活リズムやバランスを取り戻す共同生活型自
立訓練寮「クラウドナイン西町（現シェアハウス西町）」を運営するところから開始し、就労訓練ができる就労
継続支援Ｂ型事業所「ジョブピット」を平成29年4月に設置、次いで不登校や社会への適応困難とされる児
童の居場所づくりとして、児童発達支援・放課後等デイサービス「エフワン」を設置しました。令和2年10月に
精神科医との連携を開始し、訪問看護ステーション「シップ」を設置しました。大阪府の委託事業である「ひき
こもり支援に携わる人材の養成研修」を平成29年度より毎年実施し、大学や医療福祉機関が実施する講
演にも協力しています。

主な活動内容
○共同生活型自立訓練寮「シェアハウス西町」
当寮は、不登校やひきこもり、孤立状態の方等、多種多様な背景を持つ子供・若者が利用しています。将
来に不安を抱き、夢や希望が持てない子供・若者に対し、不登校やひきこもり、孤立状態から解放される機
会となるよう、利用者自身が望む自立生活を支援する活動の一環として、共同生活や職業体験、就労訓
練等を段階的に提供しています。家族相談、アウトリーチ、利用者との話し合いを活動の軸とし、その中で入
寮を進めることが多々あります。利用者に対する生活支援は、当法人スタッフやご家族等により「切れ目のな
い支援」を提供するよう意識し、時には、利用者等からのニーズに応じて医療や福祉の支援を取り入れること
もあります。また生活保護受給者への支援及び不登校の者への復学支援としての学習支援等が提供できる
ように法人の体制を整備しています。近年の当寮への入寮相談には、保健所や精神科の入院先からの相談
が急増しています。ひきこもりや孤立の背景に、自閉症スペクトラムや発達の偏り、あるいは特性と言われるも
のを抱え、家族への暴力や強いこだわりがあることで、時には警察の介入に至ることもあります。そのような方に
一定の医療的ケアは必要であるとは考えますが、基本的には、生活を通して生きづらさを整理していくことを重
要視しています。
○訪問看護ステーション「シップ」
当活動は、精神科医、精神科の経験を有する看護師、精神保健福祉士等との情報共有及び連携のもと、
24時間連絡対応体制で医療的支援を行っており、退院後等の週5日訪問体制や看護師複数訪問等の
特別指示体制も整っています。利用者に対しては、病気や特性との向き合い方や自分らしい生活スタイルに
ついて共に考える等、ニーズに応じて生活支援・自立支援を行うと共に、復学や就労等、社会復帰に向けて、
必要な情報の提供や関係機関との連携・調整等のサポートを行います。
また、ひきこもりの方や単身生活の方に対する再発再燃予防及び孤立予防のために定期的な訪問支援を
行っており、同行外出のみならず、地域資源の利用や就労、当法人が運営する就労継続支援Ｂ型事業所
「ジョブピット」における就労支援や共同生活型自立訓練寮「シェアハウス西町」への入寮につなげています。
家族の方への支援としては、福祉制度や地域資源の活用等についての情報を提供する等、利用者との無理
のない関係を築けるようにサポートしています。
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特定非営利活動法人クラウドナイン
大阪府高槻市/大阪府推薦

「シェアハウス西町」
の様子 「シップ」の様子



選考委員のコメント
支援の対象となりにくい若者が自身の望む生活が送れるようシェアハウスの運営や24時間体制での医療・
福祉との連携、職業体験等の取り組みを高く評価しました。医療との連携の在り方は、非常に重要となるも
のであり、本連携の在り方は、新たな支援方法などの確立にもつながるものと思います。子供・若者を中心に
すすんでいくプロセスを地域とも共有していくことが子供・若者のさらなる「生きやすさ」につながることを期待しま
す。

精神医療の病棟看護を経験し、ひきこもり等の若年当事者に対して、医療機関以外に支援すべきことがあ
るのではないかと思い活動を開始しました。
社会的資源がありながらも、支援の対象とならない若者や、医療や福祉に相談するには敷居が高いと考え
ているご家族に対し、当事者へサービスが届くようにと家族相談を積み重ねることが重要です。それには、家族
と繋がりを持ち続け、「いつかきっと来てもらえる」という思いで、当事者が参加できる「場」を提供することが必要
ですが、どのような「場」なら来てもらえるのかという検討しました。しかしながら、公的にはそのような「場」はなく、
民間であれば利用料をいただいて「場」を作ることは可能ですが、利用料を負担できる家族しか利用できない
との葛藤がありました。その結果、たどり着いたのは医療や福祉の力を利用することでした。医療と連携すること
で、福祉サービスの利用を可能とし、当事者の個々に応じて生活スキルや就労スキルなどを体験学習してもら
える「場」を提供できるようになります。
当法人は医療連携により、治療と再発予防を目的とし、不登校やひきこもりの当事者が社会につながるよう
エスコート役として橋渡しするべく、医療・福祉・労働・教育の四色団子を一つにまとめる横串の役割を担って
います。
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○就労継続支援Ｂ型事業所「ジョブピット」
当事業所は、ひきこもりや自閉症スペクトラム、発達障害等が背景にある生きづらさを抱えたまま孤立してい
た方が参加する職場です。様々な内職や農業、ポスティングのほか、オークションサイトへの出品や高槻市立
今城塚古代歴史館のミュージアムショップ（はにたんミュージアムショップ）を運営しています。その中でも、オー
クションサイトへの出品に関する事業については、当事業所の訓練生がひきこもり時代に利用していたオーク
ションサイト等に関する知識を活用し、訓練生自らのアイデアから具体化した事業です。リサイクルショップ業者
から、マンガ本のクリーニング、梱包から発送準備までの作業等を委託された際、ひきこもり時代にオークション
サイトやフリーマーケットアプリ、ネットショッピングを日常的に利用し、仕組みを熟知している訓練生から「自分た
ちでもできる！」という声が挙がり、事業化につながりました。具体的には、商品をクリーニングした上でサイズや
色合いが最大限に伝わるよう写真を撮影し、タイトルをつけて出品します。中には高額で落札されることもあり、
落札価格によっては、時に歓声が上がることもあります。なお、クレーム処理についても訓練生が対応していま
す。
また、農業に関する事業については、「お天道様の下で汗を流し健康的な生活をしよう！」という声が挙がっ
たことが始まりです。全ての訓練生が参加する事業ではないですが、農福連携の取組みを軸に田んぼと畑を
増やし、なにわの伝統野菜である服部越瓜の粕漬けにもチャレンジし、販売できるようになりました。お米は30
㎏入約90袋を収穫しています。さらに、タマネギやジャガイモは大阪府の「大阪エコ農産物」に認証され、子供
たちの食や農に対する興味と理解を深めるとともに、新鮮で安全・安心な地元産農産物の供給による地産地
消・食育の推進を図ることを目的とする、高槻市学校給食農産物供給支援事業に参加することもできました。
訓練生が作った農作物を、学校給食で子供たちが食べてくれていることは非常に嬉しく感じています。
○児童発達支援・放課後等デイサービス「エフワン」
当法人は不登校やひきこもりの支援機関であることから、中高校生の家族からの相談が多く、進学や就労
につながるスキルアップを求める声が多いことも特徴的です。当活動では、就労継続支援Ｂ型事業所「ジョブ
ピット」も付置している環境を利用し、就学中から就労に向けた準備を意識した「勤力トレーニング（勤ト
レ）」を行っています。
また、当活動のメンバーに労働体験を企画することも多々あり、創作活動のようなものから、実際に販売物
の作業工程の一部分を体験することもあります。例えば、芋ほりを体験する際に、道具の扱いや掘った畑の後
始末、熟成させた芋の袋詰め作業、お店への出品、お客様への接客に至るまで、一連の流れを、「勤トレ」と
して経験してもらっています。恐る恐る「いらっしゃいませ」と声を出す児童に指導するのが、「ジョブピット」のメン
バーです。当活動では、このように多機能型のメリットを最大限に活かしています。

受賞者による活動の紹介



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

https://www.masakotakahashi.website/

受賞者の概要
同氏はアートディレクターの知見を活かし、病院・施設を対象としたホスピタルアートを全国展開するとともに、
東日本大震災後は被災地の障害のある子供などに寄り添って、明るい感性や創造性を育む活動も行ってい
ます。あわせて、長期にわたり入院生活を余儀なくされている子供に対して、「ハッピードールプロジェクト」として
心を前向きに運ぶ人形制作をしたり、「ハッピーアートプロジェクト」として重度心身障害児との交流活動を行う
など、障害をもった子供や被災地に明るい希望と、アートの感性が育まれるような活動を実施しています。

主な活動内容
○ハッピードールプロジェクト
世界でたったひとつのマスコット“ハッピードール”の制作ワークショップと院内展覧会を通して、病気と向き合う
人たちの心をつなぐ活動です。全国と世界の117病院で実施、1,000人以上が参加しています。受け身の
生活を余儀なくされる病院で、自分で選び、自分の手で何かを創り出すことは、達成感や充実感をもたらし、
子供たちの自信の回復にもつながります。リハビリテーションにも効果があり、大学病院の作業療法にも取り入
れられています。参加後に、残念ながら亡くなる子供もいますが、その子供が作ったハッピードールが生きた証と
なり、家族の心を支え続けています。東日本大震災以降は、被災地の応援活動として各所への訪問を続け、
活動回数は450回、参加人数は1万人を越えています。厳しい心の状態にある人々を笑顔にし、みんなの心
が前を向く、プロジェクトです。
○ハッピーアートプロジェクト
医療的ケアが必要なため、幼少期から高齢期までの一生を病院で過ごし、外部との接触がなく、閉ざされた
世界で生きる重度心身障害の人々に、明るい色彩と新たな創造体験、交流体験をはこぶ活動です。これま
でに10病院で17回実施し、800人以上が参加しています。参加者の中には新しい体験に感覚を刺激され、
無表情から一転して満面の笑顔を見せたり、懸命に手足を動かそうとしたり、寝たきりの状態から覚醒したり、
家族や職員も驚くべき反応を見せる人もいます。また、重度障害への理解につなげることを目的に、人々の輝
く姿を紹介する展覧会を開催しています。展示写真を冊子にした“配る展覧会”も制作し、全国に2万部を配
布しました。「重度障害について知ることが出来た」「障害に対するイメージが変わった」などの感想が寄せられ、
障害者理解の促進につながっています。
○ハートフルプロジェクト
命の最前線の現場で働く医療従事者の方々へ感謝の気持ちを伝えたいと、新たなにスタートしたプロジェク
ト。手作りのハートとともに「ありがとう」を伝えようと関係各所へ呼びかけたところ、1,000点を超えるハートが集
まり、全国58病院と海外1病院へ贈呈しました。子供たちも自分に出来る社会貢献として意欲的に取り組み
ました。
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たかはし まさこ

高橋雅子
埼玉県川口市/明石伸子（特定非営利活動法人

日本マナー・プルトコール協会理事長）推薦

「ハッピードール
プロジェクト」
の様子

「ハートフル
プロジェクト」

の様子



選考委員のコメント
22年間におよぶ継続的活動と130病院で680回の実績を有するホスピタルアート等の取り組みを高く評価
しました。さらに国内でのプログラム開発などの功績は特に顕著であり「生きる力」を応援する本取り組みは非
常に優れたものです。命と心に向き合うアート活動は、難病や重度障害児者、東北などの被災地、学校等で
行われ多くの人を笑顔にしています。同時に同氏の活動により、今も多くの社会的ニーズが見える化しています。

受賞者による活動の紹介
病院や障害児者施設、被災地など、困難と向きあう命と心に関わる現場で、生きる力につながるホスピタル
アート活動に力を注いできました。病気や障害、被災した子供や人々にどう向き合い、対すればよいのか？と
いうご相談も多くいただいてきましたが、病気や障害、被災という括りではなく、何より優先すべきは全く異なる
個性や状態を持つ各個人で、それに真摯に向き合い対していくことが大切だと思っています。病院や施設、被
災地への入り方を教えてほしいというご相談も全国から届きますが、これも相手を思いやる基本的な行動に
よって導かれていくように思います。先方の都合や状態、安全面に配慮し、望まれることを誠実にサポートしつ
つ、時間をかけて信頼関係・人間関係を築いていくことで受け入れられ、コラボレーションできるようになってきま
した。これらの活動を実現、展開するためには、スタッフを核に多くの病院や施設、団体やボランティアの方々を
巻き込む必要があり、年間2万人以上の方々と出会い積み重ねてきた日々は、何にも代え難いレジェンドに
なっています。活動資金確保は毎年、助成や協賛、寄付など集め、綱渡り状態で維持し続けてきました。未
来を担う子供、若者の人材育成に必要なサポートをバックアップする公的体制が整うことを願いたいと思います。
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「スペシャルニーズ」の様子

「ワンダーアートスタジオ」の様子

「被災地支援活動」の様子

高橋 雅子 氏



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

特定非営利活動法人ぱーむぼいす
長野県飯山市/長野県推薦

https://palmvoice.jimdofree.com/
代表者 池田剛・理事長

受賞者の概要
長野県北信地域を中心に、子供・若者の自己実現や地域社会の担い手育成を目指して、学校生活や
社会生活になじめず、抵抗感を感じている子供・若者やその保護者の支援に取り組んでいる団体です。
北信地域の3市（飯山市、中野市、須坂市）に支援拠点を開設し、中山間地である当該地域をカバー
できるように展開しています。
また、「地域の子供は地域の手で」を柱にし、自治体をはじめ地域の福祉、教育、医療、企業と連携を広げ
た支援策を構築しています。
具体的には、小中学生の学習支援においての学校と連携した早期対応の実現や、就労準備支援で協力
企業の開拓を積み重ね、新たな実習先や実習用の仕事の提供に繋がりました。
居場所支援の取組として農業体験や除雪体験を取り入れるなど、支援策を地域の課題解決と一体的に
構築しています。

主な活動内容
○相談事業
学校生活や日常生活に困り感のある青少年（小学生～30歳）やその保護者を対象に、面談（完全予
約制）・電話・メールによる相談を受け付けています。学校や行政、医療と相互に連携した支援会議を通し
て、より本人に合った支援につなぐことができています。また、相談事業を窓口に、当該法人の学習支援、高
卒資格取得支援、就労準備支援の利用につながる等、次の一歩を踏み出すきっかけとして重要な役割を果
たしています。
最近では学校やスクールソーシャルワーカー、家庭児童相談員からも支援依頼されるなど、関係機関との連
携が進む中で、地域の支援アドバイザーとしても期待されてきています。
○学習支援事業
学校や家庭とは違う環境で、子供（学習に強い抵抗感をもつ小・中学生）と支援員の一対一で学習支
援を行っています。不登校状態の児童生徒に対する平日日中の学習支援の要請にも対応しています。
学習支援の教室が飯山教室、木島平教室、中野市の西条教室と3カ所あるため、地域に密着したサポー
トが提供できています。不安や緊張を取り除いた安心できる環境づくりを行い、本人のペースに合った方法で
学習を進めています。支援方法としては、適度な距離を保ったおしゃべりから始め、そこから得た情報をもとに
学習のやり方やヒントの提示など、各自に合った必要な学習支援を提供しています。
子供が主体的に学習に取り組む力や学力の向上を促すことにより、最終的には自立学習が行えるようにな
るといった成果につながっています。
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「生徒の実習」の様子
「ジョブカレ」
の様子



○高校卒業資格取得支援事業 バンブーアカデミー
上田市にある広域の単位制・通信制高校の「さくら国際高等学校」と連携し、面接指導施設である「北信
キャンパス（中野市）」、「須坂キャンパス」、および連携教育施設の「飯山学習センター」を運営しています。
生徒たちは3年間で既定の単位を修得することで高卒資格取得となりますが、無理して毎日通わなくともよ
く、自分のペースで通学できます。所属する施設に通い、学習や活動を行い、単位取得に必要なスクーリング
やレポート学習、試験の受験をします。勉強だけでなく、体育や実習などで気力や体力を養うなど、施設ごとに
工夫を凝らした行事を行っています。
また、進学を目指す生徒には国語・数学・英語の演習を通年で設け、勉学をサポートしています。

○就労準備支援事業 ほっぷ・すてっぷ・JOB college（ジョブカレ）
ひきこもり状態にある若者に、家庭以外での居場所・活動を提供し、就労に向けた力をつけることを目的と
する就労準備支援事業所です。飯山市と中野市の2か所で展開しています。
継続して通所することで生活のリズムを整え、また通所先での内職作業や地域でのボランティア活動等を通
して体力と根気を伸ばしています。支援者や通所者とのあいさつ、仕事の連絡等を行うことにより、基本的なコ
ミュニケーション力の向上にもつなげています。さらに日報や週末・月末の振り返りシートの活用により各自のふ
りかえりを習慣づけ、自己理解を深めています。
就労に向けては「体験実習」からスタートし、仕事の探し方、履歴書の作り方や面接練習等、各自に必要
なサポートを行っています。これらの取組と、社会とのつながりが途絶えないことを念頭に置いたきめ細かなサ
ポートにより、利用者は安心して就労に向かうことができ、就労継続にもつながっています。
○居場所支援
小・中学生を対象に、5月釣り体験、6月クラフト体験、8月科学実験教室、9月デイキャンプ、10・11月
農業体験、12月学習支援、1月除雪体験、2月飯山雪祭り見学、3月学習支援を実施しています。
手伝いとして高校生が参加しており、日常とは違う異年齢集団での体験は、期待感をもって楽しんでいます。
自分の別の一面や、新しい関わりの発見につながっています。
9月のデイキャンプでは昼食の計画を立て、各自が買物や調理の役割を担います。10・11月の農業体験で
は農作業を地元の農家の方から教わり、各自が体験します。建物内にいるだけでは見ることの出来ない風景
や共同作業のため、年齢が離れていても話がはずみ、参加者全員が充実した体験になっています。

選考委員のコメント
地方において孤立しがちな不登校やひきこもり状態にある子供・若者の社会的自立を目指し、学習支援、
就労準備支援、居場所支援などに取り組んでいます。中山間地において困難を抱えている子供・若者支援
の資源が少ない中で、自ら事業を作り出すとともに、自治体や企業との連携を進めることでネットワークを構築
し、地域ぐるみの支援活動に取り組んでいることは、他の地域のモデルとなるものであり、高く評価しました。

受賞者による活動の紹介
当法人では、まず当事者の子供や若者、保護者の方の声をひろうための相談員を置きました。相談で得ら
れたニーズをもとに、相談だけで終わらせず早期に対応できる具体的な支援を構築するために、必要な人材を
探してチームを作り、拠点となる場所を設け、ホームページで情報発信をしました。NPO法人格を取得し、より
多くの地域の人たちや場所、情報、資金が得られるようになりました。会計士の方に力を貸していただいて正
確でわかりやすい決算書を作り、行政との協働も始まりました。医療や福祉、学校との連携もできるようになり、
私たちが抱え込んで若者を居場所にひきこもらせることがないようにしてきました。社会への出口戦略として企
業で営業経験のある方のお力を借りて、無料職業紹介所の開設を果たしました。企業や職業安定所と連携
し、就労に向けた情報収集だけでなく就労準備のための実習材として、仕事を提供していただいています。こ
のように子供・若者に寄り添って丁寧に声をひろい、人と場所を構成し、具体的な支援やチームを構築するこ
とでさらにできることが増え、人や情報が集まり、必要な資金も集まるようになっていきました。情報(声)、人、モ
ノ(場所)、資金の四要素を回すことで地域を巻き込んだ持続可能な支援につながっています。
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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】

～内閣府特命担当大臣表彰～

特定非営利活動法人みやっこベース
岩手県宮古市/岩手県推薦

https://miyakkobase.org/
代表者 早川 輝・理事長

受賞者の概要
東日本大震災をきっかけに設立された団体です。2040年には、宮古市の人口が32,000人まで減少す

ると予測され、若者の地域外流出が深刻な地域課題となっている中、より多くの子供や若者たちが地域社会
と関わる機会や場を作り、進学・就職した先でも、それぞれの形で宮古に関わり続ける若者の育成に取り組ん
でいます。高校生の居場所をまちに作ること、地域に関わるきっかけを作ることを目的に、商店街にフリースペー
ス「みやっこハウス」を設置しました。
また、設立後、約50回開催した高校生の話し合いの場「高校生サミット」から、高校生の自主的な活動

が派生するなど、「宮古の復興を考えたい、まちづくり活動をしたい若者」と「地域社会」をつなげる様々な活動
を行っています。
令和2年度には、親元を離れ、コロナ禍での生活に不安を抱く学生に宮古の特産品を贈る「＃ウミネコミヤ

コの潮風便（宮古市委託事業）」を企画運営し、宮古を離れた学生と地元との新たな関係構築を行ってい
ます。

主な活動内容
○高校生サミット（高校生サポート）
これまでに48回開催し、延べ800人以上が参加しています。この事業をきっかけに、商店街のお店紹介
MAPの作成や、県内の内陸の高校生、大学生を対象にしたツアーの開催、被災した地域の若者からお年寄
りまでを対象としたコミュニティの場つくり、地元の郷土芸能、地元愛をテーマにした特産品フェスの開催、地元
の食材を使って高校生カフェなどのプロジェクトが行われています。参加した高校生たちには自分たちでもプロ
ジェクトができるという達成感、自己肯定感が生まれ、地域の大人との関わりを通じて地域との関わりも増えて
います。
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「高校生サミット」の様子



○ルーキーズカレッジ
宮古地区内では、毎年新卒採用を行う会社は多くなく、「同期入社の仲間がおらず悩みを相談する人がい
ない」といった新入社員の声を受け、地域内での同期コミュニティを形成し、地域の若者たちがいきいきと働くこ
とができる環境を作ることを目的として実施しています。
キャリアコンサルタントが講師となり、「働く意義の理解」「仲間づくり」「不安の共有」「将来像の醸成」をテーマ
に、講義やワークショップをこれまで6回開催し、のべ89人の新入社員が参加しています。
参加者からは、「今まで誰にも言えなかったことが言えて気持ちがスッキリした」「同世代の仲間がいることが分
かった」「自分の仕事に対する思いに気づいたので仕事に活かしていきたい」などの感想がありました。
宮古で初開催した後、宮城県や山形県などにも展開されている「ルーキーズカレッジ」。各地で実施している
事業者と情報交換しながら、事業内容を深めています。

選考委員のコメント
地方からの若者流出が危惧されている中で、地元の高校生が地域に関わる活動や地域外の大学生イン
ターンシップによる関係人口の取り組みなど地域に愛着を持ってもらうための事業を積極的に展開しています。
地元企業や団体、保護者を巻き込みながら一緒に実践している、地元の若者のニーズに対応した活動や地
域に若者を定着させる取り組みは先駆的なもので他の地域のモデルとなることから、高く評価しました。

受賞者による活動の紹介
当法人は東日本大震災を契機に平成25年に設立しました。高校生による復興支援活動のサポートから
始まり、地域における子供若者の成長支援へと活動の幅が広がってきました。設立から約2年間は正規雇用
の有給スタッフをおくことができませんでしたが、社会福祉協議会が運営する総合福祉センターを拠点として利
用させていただき、高校生の活動をサポートしていました。十分な予算が無い中ではありましたが、20～30歳
代の活動的な地域の大人約10人がボランティアとして関わってくれることで、ますます高校生への刺激につな
がっていったように思います。その後、復興関連の助成事業の一環で民間企業から助成いただき、商店街に
高校生向けのフリースペースを設けることができました。高校生の活動が地域で可視化されるようになってから
地域企業からの応援が増え、年間で約30社からの協賛金をフリースペース運営費に充てることができるように
なっていきました。活動を続けていく中で、全国的に人口減少の問題が取りざたされるようになり、地域における
子供若者支援の重要性が大きくなることで、市役所や商工会議所、青年会議所など行政や外部組織との
連携協働が進んできました。行政委託や民間助成金、企業協賛、市民からの寄付など財源の種類は少し
ずつ増え、活動も幅広く展開しています。
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「みやっこハウス」の様子 みやっこベースホームページTOP

「ルーキーズカレッジ」の様子

「IWATE実践型
インターンシップ」の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

山梨・人ねっこアートワーク
山梨県山梨市/山梨県推薦

代表者 伊藤 美輝

受賞者の概要

平成13年より美術家・教師・社会福祉施設職員、障害者の芸術活動に関心のある市民が集まり、障害
児を含む障害者の芸術活動を支援するために、シンポジウムやワークショップを開催してきた団体です。平成
22年に「山梨・人ねっこアートワーク」と名称を変更しています。
団体の当初の活動としては、美術活動による障害者（児）支援及びその理解を目的として、施設の若

い職員を対象としたシンポジウムや子供・家族（障害者の家族含む）・職員向けのワークショップを開催して
いました。その後、作品を発表する公募形式のアート展を開催することを活動の中心にして、ワークショップ等を
行っています。公募展の運営において障害者施設に勤務する若い職員たちが経験を積む場になると共に、子
供を含む次世代が障害者の独創的な表現に触れる機会となっています。
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選考委員のコメント

「山梨・人ねっこアート展」を通して、障害のある人たちがひとりの表現者として活躍できる場をつくるという、と
てもインタラクティブな活動です。障害のある人や子供たちの支援にとどまらず、人が人の心を動かすという根源
的な人づくりの意義がある取り組みだと感じ、高く評価しました。

主な活動内容

○山梨・人ねっこアートワーク展の開催
障害者の芸術活動を支援するとともに活動発表の場となるよう、公募展形式の作品展を、平成22年から
「ミレーの美術館」として有名な山梨県立美術館を会場に開催しており、令和3年度で11回目を迎えました。
当作品展への参加者は年々増加し、現在では20以上の社会福祉施設に加え支援学校、病院及び在宅と
創作活動の場は広がり、山梨県内外はもとより海外からの作品も届くようになるなど、作品発表という「社会
参加」の方法が生まれています。また、甲府市内のカフェに併設されたギャラリーや北杜市のギャラリーを会場に
して、作品と作家をより身近に感じてもらう「はっぱ展」という活動も行っています。なお、昨年度（令和3年3
月開催）は、いわゆるコロナ禍での影響もあり、社会福祉施設の活動自粛で参加者が減ったものの298点
の作品展示をするとともに、会場への来場者も、毎年の開催を楽しみにしている方もおり、コロナ禍においても
1,000名近い数となっています。
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受賞者による活動の紹介
平成13年より、障害者（児）の芸術活動を支援するために、シンポジウム、ワークショップ（以降WS）等
を開催しており、22年からは「山梨・人ねっこアートワーク」と名称を改め公募展を中心に活動を継続していま
す。任意団体で20年活動を継続できたのは、障害者（児）に様々な立場で関わるスタッフによる主体的な
参加姿勢や運営と、無理のない参加方法にあると思います。活動立ち上げ時のシンポジウムやWSは、エイブ
ルアートジャパンの支援を受けて開催しました。平成22年に公募展を活動に加えてからは、開催に必要な額
の購入や記録集（図録）制作にあたり山梨県より補助を受けました。作品の応募受付から整理そして選考
会、額入れなどの会場や額の保管場所等は、山梨学院短期大学の講義室や倉庫の提供を受けています
（様々な大学に地域連携センターがあり、人材養成との関連で結びつく可能性があります）。継続の要素と
課題は、活動の周知や理解とスタッフの育成です。記録集の配布（販売・カンパ）により活動の理解を進め
て資金援助をいただいたり、様々な人材を得ています。メインのスタッフは10名弱ですが、多くのボランティアの
存在があり、これが若者の育成の機会となります。障害者（児）とのWSへの子供の参加等もノーマライゼー
ション社会実現への礎になると考えています。

「作品搬入の様子」

「山梨県立美術館ポスター」

「作品展示の様子」

「選考会の様子」



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課
OSAKAしごとフィールド働くママ応援コーナー

大阪府大阪市/大阪府推薦

代表者 浜田 真紀・同課課長

受賞者の概要
支援の専門性が異なる就職支援と子育て支援、その両立支援を、「保育士資格を有するキャリアコンサル
タント」の配置によりワンストップで提供可能とし、就職支援機関において、保育所探しから入所申込までの一
貫した「保活」サポートや、パートナーとの家事の役割分担に関するカウンセリングなどを実施しています。さらに、
企業主導型保育施設との先導的連携事例として、保育施設と協定を締結し、就職活動中に子供の一時
預かりサービスを無償提供するなど、支援の充実を図っています。これらの取組は、子育てをしながら就職活動
と保育所探しを同時に行う求職者のニーズに合った支援として、高い評価を得ています。また、市町村の子育
て支援部署、ハローワーク、商工会議所等との連携体制を構築し、各機関からの相談者の誘導や各地での
出張セミナーを通じ、本支援が各地に波及するよう取り組むとともに、本取組のノウハウを各機関に伝えること
により、同様の支援が府内で継続的に展開されるよう、取り組んでいます。

主な活動内容
○働くママ応援コーナーにおける「保活」と「就活」の一体的支援
大阪府の総合就業支援施設「OSAKAしごとフィールド」内の「働くママ応援コーナー」において、平成29年
度から、「保育士資格を有するキャリアコンサルタント」を配置し、就活、保活、仕事と子育ての両立等に関す
るワンストップのキャリアカウンセリングを実施しています。平成29年度から令和2年度までのカウンセリング件数
は695件で、相談内容は、仕事と子育てとその両立に関するものが大半です。具体的な保活に関する相談
事例としては、「もし、仕事が決まっても保育園が決まらなければどうしたら良いか」といったものがあり、認可外
保育施設も視野に入れること、施設見学に行ってみること、などのアドバイスや自宅近隣の認可外保育施設
の空き情報の提供を行い、保活の進め方をサポートしました。
新型コロナウイルスの感染回避のため外出を控えている子育て中の女性に支援ができるよう、Webや電話
によるカウンセリング、セミナーのWeb配信に取り組んでいます。
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カウンセリングの様子 就職決定の事例
株式会社ジーユーとの
連携セミナーの様子



〇セミナーの開催事例
・現役で働いている子育て中の女性による体験談を交えた保活セミナー（令和3年3月15日から3月31日
（アーカイブ配信））
・ハローワークと連携した家庭と仕事を両立できる求人票の探し方に関するセミナー「忙しいママ必見！効率
的なハローワークの使い方」（令和3年1月12日から31日（アーカイブ配信））
また、平成29年度から、同じ建物内に入居する企業主導型保育施設との連携により、面接を受ける際や、
セミナー受講時の子供の一時預かりサービスを無償で提供しています。
さらに、利用者の新規獲得や多様な支援を提供するため、積極的に公民連携に取り組んでいます。
・三井不動産株式会社：複合施設EXPOCITY（大阪府吹田市）内での保活等のセミナー（令和元
年8月8日、23日）
・全日本空輸株式会社：現役客室乗務員が教えるおもてなしマインドセミナー（令和元年11月19日）
・株式会社ジーユー：「おしゃリスタ」が伝える印象アップセミナー（令和元年12月9日、令和3年2月24
日）
・その他、日本生命保険相互会社、協和キリン株式会社、株式会社ヤクルト本社など、10社以上との連携
実績があります。
これらの支援により、利用者から、就職支援施設において仕事と子育ての両立や保活に関するカウンセリング
やセミナーを受けることができることを中心に、評価が寄せられています。

選考委員のコメント
総合就業支援施設「OSAKAしごとフィールド」内に「働くママ応援コーナー」を設置し、現在は、「保育士資
格を有するキャリアコンサルタント」の配置により、支援の専門性が異なる就職支援、子育て支援及びその両
立支援をワンストップで提供可能とし、女性の就業支援を多角的な側面から積極的に後押ししており、今後
の継続的な発展性なども含め高く評価しました。

受賞者による活動の紹介
「保育士資格を有するキャリアコンサルタント」を1名配置することにより、就職活動の支援に加え、保育所探
しや入所申込書類の戦略的なアドバイスなどの「保活」の支援、パートナーとの役割分担の方法や、子供の
成長を踏まえたキャリアプランの立て方など、仕事と子育ての両立に向けた支援をワンストップで提供しています。
また、カウンセリングを通じて得た求職者のニーズに基づき、保育所利用の抵抗感をなくすための保育所体験
や、両立に役立つ時短術セミナーなども適宜、企画・実施しています。このほか、市町村の子育て支援部署と
の連携によって収集した保育所の空き情報の提供、ハローワークや商工会議所等での出張セミナー、民間企
業と連携した就職活動に役立つセミナーなど、行政機関や団体、民間企業等と連携した支援を実施すること
で、支援を必要とする方に広く支援が届くよう努めています。さらに、企業主導型保育施設との連携により、就
職活動中の子供の一時預かりサービスの無料提供も行っております。
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「働くママ応援コーナー」入口
の様子

親子同伴可能セミナー時の
キッズスペースの様子

「連携保育所(キッズもみの木
【社会福祉法人みどり福祉会】)」

の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

特定非営利活動法人グローアップ
京都府南丹市/京都府推薦

https://growup-kyoto.com/
代表者 秋田裕子・代表理事

受賞者の概要
結婚、出産、転居、離職が重なるなど地域社会とのつながりが一旦切れ、孤独や不安を抱える女性が地
域で生きられるよう、「つながり」を大切にし、“子育て支援”を切り口にまちづくりを行う団体です。古民家を改
修したコミュニティスペース「気になる木JUJU(ジュジュ)」を運営し、平日と月1回土曜日、子供から大人まで
気軽に集える居場所として開放しています。スタッフ12人がそれぞれの得意や個性を生かし、毎月イベントや
季節イベント、子ども食堂、大人が集う「満月bar」などを開催し、高齢者サロンで交流もあります。また、市内
ケーブルテレビでの子育て応援番組、幼稚園・保育所等への毎月通信の配布、SNSを活用した情報発信を
行っています。赤ちゃんから高齢者まで切れ目なく、地域で生きるための「つながり」支援が行き届くよう、利用
者の声を大切に活動運営しています。また、行政と一緒にチームを組んで妊婦訪問・子育て広場開設を行い、
次の支援につなげており、希望する広場利用者を子連れスタッフとして採用し、就労の場を提供しています。

主な活動内容
○コミュニティスペース「気になる木ＪＵＪＵ」を拠点とする地域再生活動
子育てつどいの広場「ぽこぽこくらぶ」、放課後に小・中学生や地域の方が過ごせる居場所「seedbase」ま
た、近隣地域の美味しいものやその人の得意なモノやコトを集めた「ミニマルシェ」、地域の若者から高齢者まで
集まる交流の場「満月bar」、みんなで作って食べる「子ども食堂・みんなでごはん」のほか、「シェアオフィス」、
「レンタルスペース」、地域をつなぐ情報誌「南丹じかん」の発行など地域に暮らす人たちが幅広く集い交流でき
る場を展開しています。
「気になる木JUJU」では子育て中の親子だけでなく、地域の方、この地域を訪れる方の交流が図れる居場
所づくりを行っています。地域の高齢者の話を聞いたり、地域の話をみんなでしたり、ゆっくりと様々な世代が交
流できるように工夫され、満月の夜に開催される「満月bar」では、地域の歴史、しきたり等が伝承される場と
なり、新しい取組が生み出され、交流・つながりの場となっています。
地域の人たちがイベント開催時だけでなく気軽に立ち寄り、話したり、相談できる場を提供しています。新し
いコト、モノが生まれる場としてのみならず、デイサービスのお迎え車が来るまでの待合場所になったり、高齢者
のサロン会場になったりと地域に密着したコミュニティスペースとなっています。様々な所属や職種、世代を超え
て自然と交流ができる工夫を行い、地域課題の共有と解決に向けてのアイデアについて周りを巻き込みながら
具現化する活動は、子育て支援と地域の活性化という双方の効果をもたらす拠点づくりといえます。
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「seedbase」の様子 「ミニマルシェ」の様子「満月bar」の様子



○子育てつどいの広場「ぽこぽこくらぶ」
地域の子育て中の親子、地域の小・中学生、地域の方々、商店街の方々などを対象に、子育てつどいの
広場「ぽこぽこくらぶ」を拠点施設として週5日開催し、常設が困難な地域では出張広場として3ヵ所でそれぞ
れ週1日開設しています。拠点施設では開設時間を延長し、放課後に小・中学生や地域の方が過ごせる居
場所「seedbase」を週3日開設しています。また、子育て中の保護者を対象とした講座や親子で楽しめる季
節ごとのイベントを実施しています。これらを通じて「子育て支援」と「地域の活性化」の両方を達成していきま
す。
○学校連携型小中学生乳幼児ふれあい事業
中学校の空き教室を利用し、中学校内に地域の子育て中の親子が集える「ぽこぽこくらぶ美山中学校ひろ
ば」を開設しています。在籍の中学生は休み時間になると自由に広場に来ることができ、乳幼児や子育て中
の保護者との交流を行うことができます。中学生が出産・子育てについて学ぶとともに、子育て中の親子が地
域のつながりを持ち、子供の成長を見通すことのできる機会となっています。

選考委員のコメント
見知らぬ土地に嫁ぎ、家族だけの生活になっている女性たちに活動の場を提供することで地域の方々と交
流促進が図れる活動に注力している姿はとても素晴らしいと感じています。古民家を改修した活動拠点、『気
になる木JUJU』は絶妙なネーミングであり、赤ちゃんから高齢者まで切れ目ない「つながり」を重視しています。
今後も個性的なスタッフを巻き込み、魅力ある行事を展開して頂きたいと思います。

受賞者による活動の紹介
私たち一人ひとりが輝き、育みあい、共に成長し、社会参加を促し、社会に還元することとは？その答えを探
しながら子育て世代当事者として始めた活動当初は、「あったらいいな。必要だよね。これやったら楽しいね。」
を大切にし、その想いをカタチにしてきました。子育てつどいの広場、利用者支援、産前産後サポート事業、妊
婦訪問は、南丹市の委託事業です。私たちは事業化する前にニーズを把握し、先進的事例を研究・検証し、
この地域用にアレンジし、行政や民間の助成金を活用しながら事業を行い、実績をつくり、委託事業につなが
るよう工夫してきました。ひとつ事業を始めると、「もっとこうなったら。ここが足りない。」が見えてきます。そこをつ
なげ埋めるべく事業を行う。その繰り返しです。ただし、社会課題から事業を構築するよりは、主役、住民であ
る自分たちがあったらいいな。自分たちが楽しいと思えることを優先して事業化してきました。それが無理なく楽
しく地域にも理解、応援してもらえる秘訣だと思います。また、スタッフ自らが主役で、この地域の一員として働
きながらこの地域を作っているという認識と、どれだけの方々と関係人口として関わっていけるかを大切に活動し
てきたことも、子育てを切り口にした「まちづくり」につながってきたと思います。

39

「学校連携型小中学生
乳幼児ふれあい事業」の様子

「親子食育」の様子

子育てつどいの広場
「ぽこぽこくらぶ」の様子



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

特定非営利活動法人全日本育児普及協会
神奈川県横浜市/神奈川県推薦

http://ikujifukyu.com/
代表者 佐藤士文・代表理事

受賞者の概要
父親の育児や家事を支援している団体です。父親も子供と一緒に参加でき、子育ての楽しさや重要性を
学べる育児講座を、8年以上開催しています。累計1,000人以上の父親が講座に参加しており、満足度は
90%以上です。行政や子育て団体と連携し、講座の企画、チラシ作り、広報、集客などを行い、受講者の
満足度が高い講座を運営し続けています。令和2年度は、過去最多となる80回の育児講座を開催し、令
和3年度は90回の講座を開催予定です。講座では研修を受けた現役の父親が認定講師として登壇し、参
加者と同じ環境で自身の経験に基づいた体験談を語ります。毎年、講座参加者から講師として登壇したい
父親を募り、研修会を受講して認定講師になってもらうことで、次世代にバトンをつないでいます。所属する認
定講師は60人を超え、各地で講師を中心としたパパサークルが誕生しています。又、子供の防犯や防災を啓
蒙する紙芝居を制作し読み聞かせをする活動や、父親だけでなく母親からも子育ての悩みや相談を無料で
受け付ける活動も行っています。
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選考委員のコメント
本団体は主に父親の育児参加を支援・啓発する活動に取り組む先導的事例と言えます。年間の講座開
催回数は80回以上と極めて多く、活発に事業を推進している点、ひとり親家庭などの困窮者支援、地域づく
り活動にも着手していること、さらには父親のみに対象を限定することなく母親の相談にも応じる臨機応変な
対応などが高く評価できます。更に本講座で学んだ者がその後研修を受けて認定講師として登録し、次なる
講座の登壇者になるといった知の循環が生まれている点も非常に高く評価しました。

受賞者による活動の紹介
主に父親を対象とした子育て支援活動を行っています。育児や家事は母親がやるものという固定観念を無
くし、父親も育児や家事を楽しむことを目的として、父親も気軽に参加できる両親教室を約10年間開催して
います。当団体に所属する講師は60人以上、全員が育児を経験してきた人たちです。講座で育児の方法や
重要性を伝え、参加者同士を繋げるというユニークな啓蒙活動を中心としているので、事業として大きな収益
を上げることは難しいですが、行政と協働し委託事業として活動を行っています。又、助成金の利用や子育て
施設や子育て団体と協働するなど工夫をすることで、全国的な活動につなげています。活動を始めた10年前
は予算が50万円/年ほどでしたが、今では500万円ほどの予算となり、これによって約100回の講座が開催で
き、これは日本でも一つの地域で行われる子育て支援講座としては最多だと思います。主な支出は講師とな
りますが、プロの講師ではなく、当法人の研修を受けた現役世代の方に認定講師となってもらうことで、支出を
押さえています。10年間活動をし続けて、毎年予算が増えてきました。活動を続けるコツは、地域の方たち、
施設、団体、行政と信頼関係を構築することだと考えています。
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講座で絵本の読み聞かせの
コツを伝えている様子

講座で体を使った遊びを
伝えている様子

講座で資料を使い子育ての
重要性を伝えている様子

防災や防犯の大切さを
紙芝居で伝えている様子

母親も参加する夫婦の
パートナーシップ講座の様子

研修を受けた認定講師たち



子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

～内閣府特命担当大臣表彰～

託児ボランティアあゆみあそvivaぶんぶん
香川県高松市/香川県推薦

ayumitakuji1988.ashita-sanuki.jp/
代表者 梶ヶ谷眞知子

受賞者の概要
昭和63年より子育て中の人たちが、子育てを楽しみつつ、自分たちのやりたいことができるように託児ボラン
ティア団体として立ち上げました。その活動の中でいつでもふらりと立ち寄れる居場所の必要性を感じ“あそ
vivaぶんぶん”を平成19年に開催しました。「ノンプログラムがプログラム」を基本とし、絵本の読み聞かせやおも
ちゃでの遊びなど、乳幼児親子に自由な遊び場を提供しています。
また、育児休暇中の人に対する職場復帰支援なども行っています。
子供を産み育てていることがその人の人生にプラスになるだけでなく、子育て経験、育休を取ったことが評価さ
れる社会を目指しています。子育ては保護者だけが担うものではなく、いろいろな人の力をかりて育てていくこと
の大切さを伝えていきたいと活動しています。

主な活動内容
○親子でたのしむ！親子であそぶ！（おやこひょうげんわーく、人形劇、はじめてのアート）
・おやこひょうげんわーく（平成25年度より令和元年度 年1回開催 7回実施）
第1回より子供の表現活動をしているプロの劇団を招待し、「おもいっきり遊びきる！！」ことを体感してもらう
ことを心がけています。保護者が子供と遊んであげるのではなく、「一緒に遊ぶ・一緒に遊ぶことを楽しむ」ことを
伝える内容としています。
・人形劇（平成28年度より令和3年度まで 年1回開催 6回実施）
プロの人形劇団を呼んで、親子で楽しむことを通して、テレビ等では味わえない世界を感じる内容としていま
す。
「おやこひょうげんわーく」、「人形劇」ともに子供の年齢に応じた2ステージを設定するほか、託児を設け、子
供が他の兄弟姉妹に遠慮することなく、それぞれ父親母親と楽しめるよう工夫しました。
・はじめてのアートあそび（令和2年度より 年5回程）
クレヨンで遊ぶ！絵の具で遊ぶ！上手に絵を描くのではなく、大人も子供も描くことの楽しさを体感することを
目指しています。年齢に合わせた対応をしています。
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「おやこひょうげんわーく」の様子
「はじめての舞台鑑賞」

の様子
「はじめてのアート」の様子

ビバ



○再就職・職場復帰支援
育児休暇中の人や働きたいと思っている人が多い一方で、仕事復帰後の子供の病気・残業・また自分自
身のスキルなどの不安などがある方も多いため、あらかじめ病児病後児保育施設見学を行うほか、子育て家
庭をサポートするファミリーサポートセンターへの登録等を支援しています。
○オンライン相談・講座（助産師さんと話そう＆ベビーマッサージ）
従前は、施設において助産師が、子供の発達に合わせて身体を母親と一緒にマッサージをし、個別相談を
行っていましたが、コロナ禍の中、オンラインで行っています。施設から発信し各家庭にて受信するほか、施設
内からも参加できるようにして、オンラインに不慣れな利用者にも対応しています。
○小児病棟でのおもちゃ広場
入院中、病室から出ることが少ない子供たちが、少しでもリラックスして自由に遊べるように、プレイルームで
「おもちゃ広場」を開催しました。毎回、子供たちの年齢、月齢が違うので様々なおもちゃを用意し、持参して
います。木製のグッドトイや小学生と遊ぶボードゲームやカードゲーム、工作セットや折り紙も準備しているので、
親子で楽しむことができます。また、プレイルームの利用ができなくなった点滴患者のために、要望があればおも
ちゃの貸し出しをしています。

選考委員のコメント
子供のあそび場だけではなく、育児中の母親のための再就職・職場復帰支援の事業や父親も参加しやす
いファミリーデーの実施、入院中の子供を対象にしたおもちゃ広場など、子育て支援の中でもオリジナリティのあ
る取り組みを行っています。また、新型コロナ禍においてはオンライン相談・講座も積極的に取り組むなど、その
活動は地域でがんばっている子育て支援団体のモデルとなることから、高く評価しました。

受賞者による活動の紹介
託児という支援は子育て団体や行政の子育て支援講座の補助的かつ重要な役割です。託児を通して子
育て団体、各種団体、行政の担当者、企業とつながることができました。“依頼があればどこまでも”をキャッチフ
レーズに、依頼を受けたらできる限り希望に添えるように努力し、各種任意団体の活動参加のお誘いや役員
の依頼があった際には出来る限り参加し、協力しました。そうすることで私たちの団体の活動を理解していただ
き、たくさんの味方を得ることができました。また、子育ての孤立を防ぐため、いつでも誰でも行ける場所の必要
性を感じ、子育てひろばの立ち上げに着手しました。一番苦労したのは資金面と拠点を借りることです。拠点
は所属していた団体の方から、とても信頼の厚い地域の方を紹介していただき力になってもらうことができました。
長い自主運営の期間がありましたが、現在は高松市地域子育て支援拠点事業の委託を受けることができ
16名のスタッフで運営しています。ひろばを運営するにあたり重要なことは支援者と利用者(保護者・子供)が
対等な関係であること、受益者である子育て家庭が参画できること、支援者は男女共同参画社会の視点を
大事に多様な子育て、多様な家庭を暖かく見守ること、地域社会とつながり子育てに社会全体で取り組むこ
とだと思います。
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「病児病後児保育施設見学」の様子

高松ファミリーサポートセンター
出張登録会

オンラインベビーマッサージ

再就職・職場復帰応援冊子



未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

～内閣総理大臣表彰～

VONS
沖縄県中頭郡西原町/沖縄県推薦

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2020/
代表者 島袋未結・代表

受賞者の概要
生活困窮世帯等向けの食糧支援（フードドライブ）に取り組む学生団体です。
令和2年4月に、沖縄県内でコロナ禍に伴う最初の緊急事態宣言が発令されたことを機にチームを結成し、

食糧寄付を集めて福祉団体等へ届ける「MUGムグフードプロジェクト」を開始しました。
本取組みは、関係者の協力を得ながら、民間団体、行政等多様な主体との協働により、那覇市だけで

なく、名護市、南風原町、西原町、北中城村、沖縄市でも展開される等、県内各地で広域的に、学生が
主体となった社会課題の解決や社会参画のムーブメントを起こしています。
また、活動にあたっては、地域で孤立し、福祉の制度的狭間の中で、支援が行き届かない生活困窮世帯

等に対し、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念を踏まえて支援を行っています。
•VONS=Volunteers by Okinawa Next generation and Students

主な活動内容
○MUGムグフードプロジェクト
生活困窮世帯等を支援するため、食糧寄付を集めて福祉団体などへ届ける活動をしています。
活動では、身近なオンラインツールを活用し、食糧物資などを集める「入口支援者」、物資を届ける「出口
支援者」、物資を必要とする、各世帯・個人の3者を繋げる仕組みを構築し、より効果的な支援活動を展開
しています。那覇市協働大使のサポートを受け、社会福祉協議会をはじめ、企業やＮＰＯ、行政等、多様
な主体の賛同と共感を集め、協働しながら活動の幅を広げています。
本活動については、東京大学で行っている地域課題の解決策を競うコンテスト『COG（チャレンジオープン
ガバナンス）2020』にて、「ハーバード大学 アッシュセンター イノベーション賞」、「LINE賞」、「視聴者オンライ
ン投票 銀賞」の3つの賞を受賞しました。
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活動の様子

ヴォンス



選考委員のコメント
本団体は、沖縄県において困窮生活世帯向けの食糧支援に取り組んでいる学生主体の団体です。令和
2年4月に最初の緊急事態宣言が発令されたことを機に、スーパーマーケット店頭等で食料品等の寄付を集
め、福祉団体等に届ける「MUGムグフードプロジェクト」を行っています。
リーダーの島袋未結さんが高校生のときの外国留学（スリランカにきれいな水を届けようというスタディツ

アー）で学んだ経験を活かしている一方で、沖縄の伝統である「ゆいまーる」の精神（「結」＋「周る」の意で、
畑仕事等を順番に手伝い合う相互補助の考え方）を大切にしており、社会の革新と伝統の尊重の両面を
バランスよくもっています。
これまで沖縄県内の多くの市町村で活動が展開されています。人口の多い那覇市では食料品の量を重

視した活動を行う一方で、母子家庭が多い沖縄市では女性向け商品の充実を図るというように、各地域の
課題に合わせて活動が進められており、今後も県内での活動の拡充が期待されます。

受賞者による活動の紹介

新型コロナウイルスの感染急拡大の影響により、県内各地で食糧が不足していることを知りました。そこで、
家庭で余っている食糧を集めて足りない人へ届ける活動を始めました。フードドライブを行う自治会へ足を運び、
同じような活動がしたい旨を話すと、喜んで協力していただきました。同級生に声をかけ、学生ボランティアを募
りました。継続的に活動を行うために、ボランティア団体を発足することになりました。現在は、約15名の学生
が在籍しています。初年度の団体としての活動資金は、那覇市の「チャレンジ助成金」という施策を活用しまし
た。応募するにあたり、団体としてのビジョンや目標をしっかり定める必要があり、メンバー内で活動の目的や思
いを共有する良い機会となりました。活動する上で学生の私たちだけでは至らないことも多く、社会福祉協議
会を通して企業や自治会と関わるようにしています。社会福祉協議会との関わりによって、各地域が抱える課
題がよく見えるようになりました。そのような中で、メンバー内から、フードドライブ以外にも活動の幅を広げたいと
いう声が出てきました。このような意見は互いに尊重しあい、アイデアを出し合いながらより良い活動、継続的な
活動ができるように、頻繁にミーティングの場を持つことを心がけています。
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「那覇市長表敬」の様子 「行政との意見交換」の様子

「ISCOとの意見交換」の様子

 

「COG2020受賞」の様子



未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー

～内閣総理大臣表彰～

特定非営利活動法人Kacotam
北海道札幌市/北海道推薦

https://kacotam.com/
代表者 高橋勇造・理事長

受賞者の概要
「全ての子供が学びの機会に出会い、自己実現に向けて挑戦できる社会」を目指し、「楽しい学びの場を全
ての子供・若者へ」を合言葉にして、平成24年に活動を始めた団体です。
法人の名称の由来は、学習支援を通じて、自ら考え行動し、そして楽しむことを大切にしたいという思いから、
この頭文字を合わせ名付けられました。（考えのカ、行動しのコ、楽しむのタム）
当初、任意団体として設立しましたが、平成26年に特定非営利活動法人格を取得し、令和元年には、
札幌市から「認定特定非営利活動法人」の認定を受けるなど団体として社会的な信頼を得るとともに、活動
地域についても、札幌市に加え、平成28年にカコタム苫小牧支部、令和元年に江別支部、令和3年には東
京支部で活動を開始するなど、道外にも活動拠点を広げています。

主な活動内容
○学び支援事業【学習に取り組める環境づくり】（スタサポ）
スタサポは、主にひとり親世帯・生活保護世帯など経済的理由や家庭環境等により十分な学習環境にな
い子供を対象に、それぞれのニーズに合わせて、原則1対1で学習をサポートしている活動です。札幌市内に6
拠点、札幌市外に2拠点あります。なお、苫小牧市・江別市の拠点では、対象者を限定せずに学習支援を
実施しています。
スタサポなど学習支援で、主要5教科を中心とした学習の他に、自然体験学習や企業等との連携企画など
広い意味での学びの場を提供しています。参加者（小学生）の声では、「学習に限らず、色々な体験ができ
ていい！」というのもあり、カコタムの魅力の1つとなっています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、ほとんどの拠点で活動を休止せざるを得ない時期もありまし
たが、オンライン会議等を活用した代替措置を実施するなど、状況に対応した切れ目のない活動に努めていま
す。
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「スタサポ」の様子 「カコタムラボ」の様子 「ゆるきち」の様子

カ コ タ ム



選考委員のコメント
誰もが等しく教育を受ける権利がある一方で、様々な事情によって達成できていない家庭は少なくありませ
ん。子供たちが安全に、そして安心して学べる環境は単に知識として深めるだけでなく心身の成長にも大きく
影響します。
本実践はそうした子供たちを中心とする学習支援にとどまらず、支援を受けた子供たちが大学生になった時
に、ボランティアスタッフとして携わるというサイクルが生まれています。教える側と教えられる側のいわゆる上下関
係ではなく、お互いのことを知るところから始まる徹底した人間関係づくりが好循環の背景にありました。
格差社会を問題視する声が全国各地からあがるなか、新型コロナウイルス感染症は、その差をさらに広げま
した。悲痛な現状に貴団体を始め、大学生ボランティアスタッフのみなさんが奮闘する取り組みは、子供たちを
取り巻く環境が悪化する社会で、大変意義深いく各審査員からも高い評価を得ました。

受賞者による活動の紹介

当団体の事業は、多くの方々の協力を得て実施しています。当団体の予算規模は約2,300万円で、収入
の6割が寄付、助成金が3割、事業収入1割の構成となっています。北海道はもとより東京、その他各地の個
人・企業から寄付をいただき、運営しています。新たな拠点開設や新たな活動を開始する際には、クラウドファ
ンディングを活用し、資金確保につなげています。人員は、ボランティアを募集するサイトに掲載したり、大学に
サークルを作ったりして、学生や社会人のボランティアを約200名確保しています。
子供の学習支援や居場所づくりを6市区町村、全26ヶ所で行っており、拠点型の学習支援や児童養護施
設等への訪問型学習支援を継続的に実施しています。また、興味のある職業に就いている社会人へのインタ
ビューや体験学習など、子供の声に基づいた様々な企画を実施しています。さらに、農家や地域住民から食
材やお菓子、その他消耗品の寄付をいただき、2拠点で食事の提供を行っています。
様々な地域で展開していく中で、各拠点に協力団体があります。ひとり親家庭の支援団体や町内会、認
定こども園、商店街など、多くの団体や地域住民を巻き込むことで、必要な家庭に情報を届け、学習支援と
合わせて困難を抱えた家庭に対して情報提供やソーシャルワークを展開しています。
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○学び支援事業【視野が広がる環境づくり】（子供の「やりたい」をカタチにするプロジェクト）
子供の「やりたい」をカタチにするプロジェクト（通称「カタチ化プロジェクト」）は、学習支援を通した関わりの
中で、子供の「やりたい」という声を聞いたり、潜在的に秘められた「やりたい」を見つけたりして、それらをカタチに
していく取組です。
【これまでに実施されたプロジェクト】
・ジェットストリームはなぜ書きやすいのか？
・フルーツ飴を作って食べてる音を録りたい
・みんなで運動をしたい
・巨大折り鶴を折りたい
・おいしいからあげの作り方を研究したい
・カメラを分解してみたい など
スタサポを利用している小学生・中学生・高校生を対象に実施しており、子供の「好き」、「興味」、「やりた
い」と思うことを実際にやってみることで、好きなこと・興味のあることへの理解や関心を深め、やる前には気付か
なかったことが見えたり、今後の新しい「好き」、「興味」、「やりたい」が見つかるきっかけになっています。
○学び支援事業【つながりができる環境づくり】（ゆるきち、からんこえ）
ゆるきちは、「自分の考えや行動が大事にされる、ゆるい空間」として一軒家を利用し開館しており、中高生
のためのオープンスペースとなっています。勉強したり、おしゃべりしたり、1人で静かに過ごしたりと自由に過ごす
ことができる場所として提供しています。
からんこえは、児童養護施設（興正学園）、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会（SYAA）と
連携し開始した事業で、児童養護施設退所後の相談先として、カコタムやSYAAを選択できるような関係性
を構築するために、施設に入所している子供とボードゲームやカードゲームなどを通して関わる中で得た情報を
もとに、子供と様々な学びの機会をつないでいく活動となっています。



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～

越前市武生第三中学校生徒会
福井県越前市/福井県推薦

https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=1820001（学校HP）
代表者 立本 絢瑚・生徒会長

受賞者の概要
地元越前市で毎秋開催されている「菊花マラソン」へのボランティア活動、地域美化活動である「三世代交
流ボランティア」、校内での「ちょボラ」（ちょっとしたボランティア）活動など、様々なボランティア活動に学校全
体で取り組んでいる中学生の団体です。
特に「菊花マラソン」では、視覚障害のあるブラインドランナーの伴走ボランティアに平成15年から継続して

取組んでいます。本ボランティアは、生徒たち自身の障害者理解や福祉教育だけではなく、次世代へのボラン
ティア意識の継承や、地域全体のパラスポーツへの理解促進や普及にも繋がっており、卒業生が令和3年に
福井県内で聖火ランナーのボランティアを務めるという形として結実しました。
また、平成20年代初頭から始まった「ちょボラ」活動は、昼休み時間などを利用して清掃など簡単なボラン

ティアを行う活動であり、現在では全校生徒が参加しています。

主な活動内容
○「菊花マラソン」へのボランティア参加
・ブラインドランナー（視覚障害者ランナー）の伴走ボランティア
通常は伴走者1人で行うのが一般的ですが、中学生が実施するにあたって、5人程度でグループを組み、約
2㎞ずつで交代する方法で実施しています。伴走ロープを握り、言葉でガイドしながら走る「メイン伴走者」、路
面や周囲の情報を補足するなどメイン伴走者をフォローする「サブ伴走者」などチームで伴走を行い、また同校
卒業生が中学生の後ろを走って、チームのサポートを行っています。
・ブラインドランナーのサポートボランティア
スタート前やゴール後の誘導、荷物の管理など、ブラインドランナーのサポート全般を行います。
・大会運営補助ボランティア
選手の発信器の回収、完走証や参加賞を参加ランナーに渡すなど、大会全体の運営補助を行います。
中学生が学校として伴走ボランティアに取り組むのは全国的にも珍しく、同校卒業生が指導者として参加す
るなど継続性も見られます。
○「三世代交流ボランティア」
中学校生徒、PTA、自治振興会、壮年会、老人会など幅広い世代が協力し、同校近くにある「村国山」
や「日野川」などの清掃活動やビオトープ修繕、植栽など行います。特に里山に野鳥を戻すため、小鳥の住め
る環境保全に力を入れています。地域の団体が参加するボランティア活動になっており、その中で異なる世代
が交流を深めることで、思いやりの心を身につけるように、互いに声をかけながら活動を行っています。

50

たけふ



選考委員のコメント
同校の取り組みで良かった点は二つあります。一つ目は、学生全員のボランティア意識の高さです。多くの学
生が積極的かつ当たり前に、地域ボランティアに参加できることは学生自身の大きな強みだと思います。二つ
目は、地域への波及性です。今後も様々な分野に挑戦し、多様なつながりで地域を盛り上げてくれることが期
待できます。

受賞者による活動の紹介

当校で行われている菊花マラソン伴走・運営ボランティアや、三世代交流ボランティア、昼休み時間を利用し
て行われている、校舎周りのゴミ拾いなどの「ちょっとしたボランティア活動（通称:ちょボラ）」は、生徒会を中
心に、長年継続して行われている活動であり、当校の恒例行事になっています。実施に際しては、地区の自
治振興会や公民館等と連携を図りながら、地区行事に参加したり、地域コーディネーターやゲストティーチャー
などの講師を派遣してもらったりしながら実施しています。長年の取組で地域との連携体制が整っているばかり
でなく、地域住民の理解もあり、持続可能な活動となっています。参加人数は、各ボランティアによって異なり
ますが、菊花マラソン伴走・運営ボランティアの場合は、全校生徒の3割程が参加しています。また、準備・運
営等に係る費用については、市の「特色ある学校づくり研究事業」から支出しています。事業の趣旨にもあるよ
うに、生きる力を育むための活動を通して、特色ある学校づくりを推進しています。令和3年度は、校内の研究
体制に「福祉教育研究部」を設けたり、4月当初に生徒対象に福祉オリエンテーションを実施したりするなどし
て、さらなる福祉活動の充実を図りながら、未来をつくる生徒の育成に努めています。
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「菊花マラソン」での伴走
ボランティアの様子

「三世代交流ボランティア」の
様子

「ちょボラ」活動で昼休みに
石拾いを行う生徒たち

完走証を渡す運営ボランティア



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～

川崎ワカモノ未来PROJECT歴代インターン
神奈川県川崎市/川崎市推薦

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000119008.html
代表者（共同代表） 越智莉紗子、岩間幸枝

受賞者の概要
「川崎ワカモノ未来PROJECT歴代インターン」とは、「川崎ワカモノ未来PROJECT」という、川崎市を

フィールドに、自分の身の回りや地域、社会の未来づくりにチャレンジしたい高校生を対象としたプロジェクトにお
いて、川崎の未来を担う高校生の取組を応援するため、参加者だった学生たちが支える側となり、企画や運
営を主体的に担う団体です。
「歴代インターン」たちは、立ち上げの初年度から、運営を担い、この6年間で8人の学生たち（当時）が、

各年バトンを繋いできたことで、6期目をむかえることができました。各種イベントの企画設計から、毎年20人ほ
ど集まる高校生参加者コミュニティ運営まで、幅広く担っています。また、歴代OBOGが高校生のプロジェクトメ
ンターになる仕掛け等、参加高校生が卒業した後も、プロジェクトに係り続けられるような仕組みを作ることで
川崎市内において、若者主体団体立ち上げなど若者の意見表明や社会参画を促進する好循環をも生み
出しています。

主な活動内容
川崎市に関心がある・まちづくりに興味がある高校生が行う探究活動・プロジェクトの立ち上げ、実行、発表
するところまでの一連のイベントに関して、歴代OG・OBを、高校生とコミュニケーションをとりながらプロジェクトを
サポートするメンター等、伴走者としての配置していることが工夫点。主に、広報媒体の運用、学校への出張
授業、企画の設計、参加者募集、メンターキャスティング、当日の司会進行、参加者・メンター双方のコミュニ
ティ運営、地域との接続等を担当している。
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キックオフでの高校生サポートの様子 高校への出前講座の様子



選考委員のコメント
評価した部分は、若者が企画・運営し高校生から身の回りや地域、社会の未来づくりにチャレンジしたいアイ
ディアを募集・実行、次につなげる検証の場を設け「若者の地域・社会への関心につながる活動」です。その活
動は「社会人基礎力」につながり、この活動をより広めるためには、円滑な社会生活を送ることが困難な環境
にある若者も参加できる企画を含めることだと思います。それにより継続的で強い地域参画を期待します。

受賞者による活動の紹介

川崎市をフィールドに、自分の身の回りや地域、社会の未来づくりにチャレンジしたい高校生が対象のプロ
ジェクトにおいて、川崎の未来を担う高校生の取組を応援するため、参加者だった学生たちが支える側となり、
企画や運営を川崎市からの受託業者である特定非営利活動法人カタリバとともに主体的に担っている団体
です。各種イベントの企画設計から、参加高校生のコミュニティ運営まで、幅広く担っています。当団体の取組
が自発的に行われる仕掛けとして、OB・OGの同窓会的な意味合いの会議を毎年実施すると共に、イベント
チラシ制作、イベントでの先輩事例発表等、OB・OGの活躍の場を作ることで、参加高校生が卒業後もプロ
ジェクトに関わりたいという気持ちを高め、あらゆる形での関わり作るなどコミュニティの好循環を生み出していま
す。また、こうした仕掛けにより、OB・OGが高校生の取組を応援する機運を醸成すると同時にOB・OG自身
も活動を通して貴重な経験を得られるようにする等、OB・OGのモチベーションを高めることにもつながっています。
更に、大学生の活動を支えるカタリバによる人材育成も行っています。例えば、企画運営を進めるためのミー
ティングやプロジェクト活動への伴走について学べる研修等を実施しています。
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今年度のキックオフイベント「ヒラメキLab」のチラシ

参加高校生と一緒にラジオ出演し広報を実施

キックオフでの司会進行の様子



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～

CoMedつくば
茨城県つくば市/一般社団法人日本善行会推薦

https://ja-jp.facebook.com/comed.tsukuba/
代表者 福元 崇人

受賞者の概要
CoMedつくばは、茨城県内で心肺蘇生法講習会、熱中症予防講習会など健康教育活動に取り組んで
いる筑波大学の学生団体です。
講習会は茨城県内の小中学校及び地域で開催される交流イベント内や出張授業として実施しています。

心肺蘇生法講習会ではAEDの正しい使い方を学んでもらい、訓練用のマネキンを用いてロールプレイを参加
者自身で行うことで心肺蘇生の一連の流れを学んでもらいます。熱中症講習会では、熱中症の症状、対処
法の講義のあと、熱中症予防のために自分たちに何ができるかをグループワークで考えてもらいます。その他、
地域のニーズに合わせ、がん、喫煙等のテーマの講習会も実施しています。ロールプレイやグループワークを取り
入れた参加者主体型の講習会を年齢の近い医学生が行うことにより、健康に関する正しい知識を実践し身
近に感じてもらうことで、さらには地域全体への普及、健康増進につながることを目指しています。
•CoMed=Community Medicine

主な活動内容
○心肺蘇生法講習会
一般市民向けに、心肺蘇生法（一次救命処置、BLS）の習得を目指す講習会です。心肺蘇生法の一
連の流れ、正しい方法を学び、人が倒れた際に適切な心肺蘇生法が実施できるようになることを目的として
開催しました。心肺蘇生法についての講義の後、訓練用のマネキン・AEDを使用してロールプレイを行ってもら
うことで実際の場面を想像しやすくしました。参加者からは「心肺蘇生法は周りの人と協力することが大切だと
分かった。」「ＡＥＤが周辺にはどこにあるのか確認しておきたい。」などの感想が寄せられました。
○熱中症講習会
中学生を対象とした熱中症の講習会です。熱中症の正しい知識を学び、適切な予防策を実行していくこと
で熱中症の発症を防ぐことを目的として開催しました。熱中症について講義した後、部活動ごとに話し合いの
時間を設け、実行できる熱中症の予防策を考えてもらいました。その後部室などに掲示するポスター制作を行
うほか、経口補水液を試飲する機会を設けました。参加者からは「熱中症の予防には水分補給をこまめに行
うことが大切だと分かった。」「熱中症を油断してはいけないと分かった。」などの感想が寄せられました。
○熱中症講習会動画の作成・公開
新型コロナウイルス感染症の流行により従来の対面式講習会の開催が困難となったことから、動画配信サイ
ト「YouTube」にて熱中症を学べる動画を配信しています。低学年向け、高学年向けの2種類に分けて動画
を作成しています。特に低学年向けにはひらがなやふりがなを多用し平易な言葉を用いるなど、内容が理解し
やすいものとなるよう配慮しました。また新型コロナウイルス感染症流行下で必要とされる熱中症対策について
も説明しています。対面式の活動ではないため個人に対し直接的に訴えることはできませんが、多くの人の目
に触れる特性もあり、今後もオンラインでの活動が展開できないか検討しています。
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コ メ ド



選考委員のコメント
大学生を中心に小中学生の健康意識を促進させているところが評価のポイントです。とても実践的かつユー
モアがあり、小中学生にとって貴重な学びの場になっていると感じました。また、地域の健康増進にも寄与して
おり、地域にとっての必要性も高いと考えます。コロナ禍でも継続していることから、今後の継続性と新たな取り
組みに期待できます。

受賞者による活動の紹介

当団体は、茨城県内で心肺蘇生法講習会、熱中症予防講習会など健康教育活動に取り組んでいる筑
波大学の学生団体です。医学群医学類・看護学類の学生39名で活動しています。講習会は主に小中学
校での出張授業として実施しています。小中学校からご依頼をいただくこともあれば、当団体のメンバーが出身
校などに連絡を取り、新たに活動の機会をいただくこともあります。小中学校での活動は原則として生徒が登
校する平日に限られますので、大学が休みである期間に活動することが多いです。講習会の内容について、心
肺蘇生法講習会では大学にある訓練用マネキン・AEDをお借りし、実習を中心とした講習を行っています。ま
た近年は先方のニーズに合わせ新しいテーマにも取り組んでおり、例えば熱中症予防講習会は、「夏の部活
動で熱中症が懸念される」という中学校の先生方の声を聴き、計画・実行したものです。当団体はボランティ
アとして活動しており、原則として活動先からお金をいただくことはありません。活動に必要な費用としては、交
通費や配布資料の印刷費などが主であり、これらは部員が負担しています（年間1人あたり約1,000円）。
また大学や民間が実施する支援事業を見つけた際には積極的に応募しており、これまでに採択され金銭的
支援をいただいたこともあります。
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心肺蘇生法講習会の様子 熱中症講習会の様子

喫煙防止教育の様子 がん教育の様子



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～

児童問題研究会ひばり
香川県木田郡三木町/香川県推薦

https://www.kagawa-u.ac.jp/files/7816/1709/7146/hibari.pdf
代表者 寺島凜太郎・代表

受賞者の概要
児童問題研究会ひばりは、昭和58年の設立以来、発達に困難を抱える子供や長期入院を必要とする慢
性小児疾患を持つ子供たちやその家族と交流し、支援するとともに、その経験を将来の医療者として役立て
ることを目的とした香川大学医学部のボランティアサークルです。
香川県内の医療施設にて、障害を持つ子供との交流活動を行っています。子供たちにとって、年齢の近い
大学生は親しみやすく、良好な関係を築いています。慢性疾患などで長期入院・治療中の子供たちやその兄
弟・姉妹と一緒に遊んだり勉強を教えたりして、子供たちにコミュニケーション機会を提供しています。学習の遅
れを軽減し、加えて、苦痛のある入院・治療生活に、楽しい時間を提供できるよう活動しています。そして、将
来医療者・援助者となる大学生自身が、この活動から多くの学びを得ています。

主な活動内容
○おひさま教室でのボランティア
高松市内にある医療施設に赴き、通院中の発達に困難を抱える子供と一緒に、月に1回、散歩や芋掘り
などの様々な活動にボランティアとして参加し、子供たちやその家族と交流を行います。夏・冬にある1泊2日の
合宿にも参加します。事前に参加する子供のそれまでの記録から、課題や特徴を把握して、トラブルを回避で
きるようにしています。終了後もミーティングを行い、フィードバックして次回以降の活動に情報を活かせるように
しています。
○入院中の小児へのボランティア
小児がんをはじめとする慢性疾患等で長期入院・治療中の子供たち及び兄弟・姉妹と交流・支援します。
また、ロボットを用いて、遠隔で外部施設を見たり、イベントに参加したりする手助けを行います。学生の「部
活」として参加できることを活かし、積極的に参加を呼びかけて人員の不足を回避しています。また対面で活
動できなくなった際は、非対面でもできる活動を行っています。
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「おひさま教室―芋掘り」の様子 「おひさま教室ー公園で遊ぶ」の様子



選考委員のコメント
本団体は、香川大学医学部医学科の学生たちが子供たちを取り巻く問題・社会的課題について調査・研
究すると共に、障害や疾患を持つ子供の支援を行っています。特筆すべきは、旧香川医科大学医学部サー
クルとして設立され、38年間、地域の障害児サークルや医療施設でボランティア活動を継続してきたことです。
将来、当事者に「寄り添う」医療従事者となるための貴重な機会として、当事者支援の活動を今後も続けて
ほしいと心から思います。

受賞者による活動の紹介

当団体は、発達に困難を抱える子供や長期入院を必要とする子供、その家族と交流し、支援するとともに、
その経験を将来の医療者として役立てていくことを目的に、昭和58年に設立された香川大学医学部のボラン
ティアサークルです。現在は67名の学生が在籍しており、予算は基本的に大学からの補助と部員からの部費
によって賄っています。年間で合計5~10万円ほどですが、基本的に活動自体にはあまり経費はかからないの
で、これらは主に移動の際の交通費や活動に際して必要になった備品の購入、香川大学医学部祭への出展
に使われています。なお、予算に余剰が発生した場合は次年度に繰り越されています。また、部活動として継
続していくためには、部員の確保も重要となります。幸い、学部の特性もあってか小児に関心のある学生も多く、
毎年多くの入部があります。活動は全て自主参加なので、兼部しやすいということ、また部費も他の部活動に
比べてかなり低額なことも、入部のハードルを下げているのかと思います。加えて、コロナ禍以前は毎年、医学
部祭にも出展し、そこで部の活動誌も配布して、活動の周知も行っていました。また、新入生歓迎祭などでも、
「ボランティア活動」という、人によってはとっつきにくいイメージを極力なくせるように、気をつけています。
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「小児ボランティア
‐遠隔での水族館見学」の様子

「小児ボランティアー
ハロウィンパーティー」の様子



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～

長野県上田千曲高等学校ボランティア班
長野県上田市/長野県推薦

https://www.nagano-c.ed.jp/chikuma
代表者 土田 柚羽・班長

受賞者の概要
社会福祉分野で活躍する人材を育成する、県下唯一の「生活福祉科」の生徒が中心となり、上田市で
様々な分野においてボランティア活動を行っています。平成9年、上田千曲高校生徒会がカンボジアへ赴き、
現地で活動していた東大寺和尚の指導を受け井戸を一基設置しました。生活福祉科が開設されたこともあ
り、平成13年にボランティア班が発足し、井戸設置活動はボランティア班に引き継がれ、最初の訪問から約
25年にわたりカンボジア支援や文化交流を継続してきました。平成9年から31年まで井戸を毎年1基、計24
基を設立しました。ボランティア班発足の平成13年からはカンボジア支援だけでなく、地域福祉活動として社
会福祉施設での交流やイベントの手伝い、高校周辺のごみ拾いなど、多岐にわたり地域へ貢献する活動を
行っています。平成30年からは上田千曲高校敷地内にある戦争遺跡を小学生に案内し、また、小学校で
「語り部」として戦争の史実を伝えるなど、平和学習にも取り組んでいます。

主な活動内容
○カンボジア井戸設置活動
平成9年から24年にわたり、毎年1基、計24基の井戸を掘ってきました。渡航費負担を考え、現在生徒は
渡航しておらず、年に一度同窓会や顧問教諭が現地へ赴き井戸の設置を行っています。生徒は学校内や地
域のイベント等で募金活動や物品販売を行い井戸の設置資金（1基10万円）を集めています。「現地へ
足を運ぶ」ことを大事にしています。ただお金を渡すことは簡単ですが、しっかり井戸が設置されたか、過去に設
置した井戸がどのような状態かを現地で確認し、募金等に協力してくれた人にしっかり報告する責任があります。
そのため、令和2年、令和3年は新型コロナウイルス感染症の影響で渡航できず、井戸を設置できずにいます
が、これまでの活動でつながりのできた現地の旅行会社等に仲介してもらいオンラインでの設置や状況確認が
できないか模索中です。
また、地元上田市民にも広く知られるようになっており、イベント時には「とてもいい取組だよ」「頑張っている
ね」といった声をかけられることも多く、地域の人々からも評価されています。令和元年には、同じ上田市にある
上田高校もカンボジアでの井戸設置活動に参加し、この活動は他校へも広がりを見せています。
○地域福祉活動
高齢者施設でのボランティア（音楽ボランティア、お話しボランティア、イベント補助など）、障害者施設との
活動（物品作成手伝い、物品販売など）、福祉行事の手伝い、地域活動（ゴミ拾い、バリアフリー調査な
ど）を実施しています。実施に際しては、「地域とのつながり」を大事に活動しています。社会福祉施設をはじ
め、様々な団体と交流があり、その数は24団体にものぼります。交流先の団体より新たな依頼がくるなど、つ
ながりがきっかけとなり活動の幅が広がっています。継続的な活動だけでなく、子供カフェへの寄付など、一時的
な支援活動も行うなど、小さな活動を多く積み上げています。団体との交流やイベントへの参加だけでなく、学
校周辺の美化活動や街をよりよくするための取組も行っています。
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う え だ ち く ま



選考委員のコメント
「生活福祉科」の生徒を中心に、幅広いボランティア活動が行われています。平成9年からのカンボジアに

毎年1基（累計24基）の井戸を設置する活動をはじめ、社会福祉施設での交流やイベントの手伝い、地
域のごみ拾い、戦争遺跡の小学生への案内等、その活動は多岐にわたります。身近な地域から国際的な支
援活動まで幅広い視野をもって、継続性のある地道な活動が着実に進められており、今後のますますの発展
が期待されます。

受賞者による活動の紹介

私たちの活動の柱は「カンボジア井戸寄贈活動」「地域での福祉活動」「平和学習のサポート活動」の3つで
す。なかでも、「カンボジア井戸寄贈活動」は、25年前から受け継がれる我が校の伝統的活動です。井戸を1
本掘るための資金は10万円。この資金を集めるため、私達は文化祭や福祉のイベントなどで地域の皆さんに
募金の呼びかけをします。掘った井戸の写真をパネルで展示したり、カンボジアの子供達が作ったブレスレット、
フェアトレード商品、私達が作成したミサンガを販売したりと、活動に興味をもっていただけるよう工夫しています。
また、当校には福祉を学ぶ学科があり、その強みを活かした「地域での福祉活動」が活発です。そして、社会
福祉協議会や福祉施設などから様々なボランティア情報、依頼をいただき、そこから新しい活動へと発展する
こともあります。「平和学習のサポート活動」はそのひとつで、近隣の公民館から「高校の敷地内に残された戦
争遺跡を紹介して欲しい」と依頼を受けたことがきっかけでした。いまでは平和学習のひとつとして小学校からお
声をかけていただくようになっています。時代は移り変わります。「今まで受け継がれてきたこと」を大切に、そして
「今だからこそできること、したいこと」を柔軟に考え、これからも私たちらしく活動を続けていきます。
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○戦争遺跡案内（平和学習）
上田千曲高校内の戦争遺跡をボランティア班の生徒が、地域の小学生に案内しています。また、かねてより
イベントなどで交流のあった上田市城南公民館の「夏休みこども平和教室」で説明係を引き受け、以降ボラン
ティア班が案内を担当しています。平成31年には小学校に「語り部」として子供たちに戦争の史実を伝えまし
た。今後、近隣に住む戦争体験者から話を聞き、戦争体験を伝えていく活動を考えています。
現上田千曲高校は太平洋戦争当時、上田飛行場となっており、毎日軍用機が飛び回っていました。その
ため、米軍機の標的となり幾度となく空襲を受けており、高校の敷地内には、その戦争遺跡が多く残っていま
す。日本にいると「戦争」は他人事のように、「平和」は当たり前のように感じてしまいますが、カンボジアの実態
について教員や先輩から学ぶことにより、生徒の意識が変わり、カンボジアへの支援という平和学習へとつながっ
ています。

国際交流の様子 戦争遺跡案内をする生徒高齢者施設での交流



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～

八上真也
大阪府守口市/大阪府推薦

https://kadoma1010start.wixsite.com/kadoma1010

受賞者の概要
八上真也氏（大阪府庁福祉部在職中）は、大阪府立大学在学中に創設した「KADOMA中学生勉
強会」の代表として、「子どもの貧困」状況にある生徒に、今後のロールモデルになる大学生と学ぶ無償の機会
を提供するボランティア活動の先進モデルを創り出してきました。企画から運営まで全て大学生主導で行い、
経済的理由等で学習塾に通えない子供たちの学習を支援すると共に、兄姉のような大学生たちと楽しく語ら
い勉強する「居場所」を創っています。また、多くの大学生と身近に出会うことで自身の将来の選択肢や多様
な価値観に触れることもできます。さらに、教員や福祉行政職等をめざす大学生にとっても、自らのキャリア形
成となっています。生まれ育った門真市の行政や団体・市民から評価され、各種助成金による運営を実現し
ています。地域密着の地味な取組ですが、他の大学等への波及も生まれており、「誰一人取り残さない」未
来社会づくりに貢献する活動と言えます。

主な活動内容
○居場所・学習支援事業「KADOMA中学生勉強会」
門真市内のニーズのある中学生を対象に無料の居場所・学習支援事業を実施しています。全13大学38
名の大学生サポーターが、生徒たちのロールモデルとなるようマンツーマンで指導（大学生1名に生徒1名～2
名）しています。また、文化的体験も補えるよう、クリスマス会や卒所式など各種イベント行事も開催していま
す。さらに、月1回程度大学生ボランティア向け座談会を開催し、現場の第一線でご活躍されている教員や
市職員、ＮＰＯ代表らを招き、ボランティアの育成にも取り組んでいます。
活動の特徴として、運営から企画・イベントまで全て「学生」主導で活動をしています。また、勉強会は塾の
ような雰囲気ではなく、生徒たちが勉強会に行ってみたいと思えるような「居場所」になるように工夫しています。
学力向上だけでなく、子供たちが多くの大学生と出会い、会話をすることで少しでも自身の選択肢や価値観
が広がるように心がけています。サポーターの多くは、将来、公務員や教員など「公」の仕事を目指す大学生で
あり、キャリア形成の視点ももっています。
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「普段の勉強会」の様子

「座談会」の様子

「卒所式」の様子

やかみ し ん や

八上 真也 氏



選考委員のコメント
「子どもの貧困」は今や日本全体の課題です。世帯別収入における学習機会の格差等の問題は顕在化

してきました。
どんな事情があっても子供たちが学べる環境をつくりたいという強い思いから生まれた地域密着の学習活動

は、子供たちの学びを補償するだけでなく、未来の地域の担い手づくりの一環にもなっています。
大学生にとっても今の社会問題を向き合う実践をふまえながら、自身の進路や生き方を見つめ直す機会

にもなっており、大変有意義な実践として評価いたしました。

受賞者による活動の紹介

平成30年、大阪府立大学在学中にKADOMA中学生勉強会を創設し、多くの大学生仲間に助けていた
だきました。同時に「大学」という資源（ボランティア、資金援助、関係機関への橋渡しなど）を活用させてい
ただいたことが、活動を続けられた要因であると考えています。また、立ち上げ当初から重視してきたのは「活動
の見える化」です。公式HPやSNSは、毎週更新を行い、ボランティア募集や助成金申請等にも大きな影響を
与えることができました。さらに、生徒募集や情報共有においても、中学校や地元市役所、社会福祉協議会
とも連携を強化することができました。現在は、33名の中学生を対象に全15大学から40名の大学生ボラン
ティアが居場所・学習支援（毎週水曜日と隔週土曜日）を行っています。大学見学や音楽鑑賞、クリスマ
ス会などのイベントも開催をしています。活動当初は、大阪府立大学後援会からの資金援助のみでしたが、
令和3年度は、5団体・32名の方から総額約200万円の支援をいただき、学生ボランティアへの謝礼・交通
費やイベント費用、教材購入費に充てさせていただいています（なお、自治体等からの助成はありません）。
最後に、一番重要なことは「信念を曲げないこと」だと思います。これからも「門真の子どもたちが、どんな環境に
生まれても学べる「居場所」づくり」に尽力していきます。
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「クリスマス会」の様子 「生徒・保護者説明会」の様子

「ボッチャ体験会」の様子

大学見学（大阪府立大学）



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～

Lovers～難病患者・家族を支える会～
熊本県熊本市/熊本県推薦

https://www.kumamoto-hsu.ac.jp/
代表者 清家佳歩・部長、中村朱里・部長

受賞者の概要
医療系大学（熊本保健科学大学）の学生ボランティアとして、難病や障害を有する方々（小児を含
む）及びその家族に対して、当事者会が主催する旅行に同行し身体介助を行うほか、クリスマス会などの季
節イベントの運営や楽器演奏、また会が発行する機関誌の制作や発送の補助など、多岐にわたるサポートを
14年にわたり継続的に行ってきました。その他、市内で開催される音楽イベント（オハイエ熊本）や障害者ス
ポーツイベント、医療講演会の会場設営を含めたボランティアも継続的に行ってきました。いずれも自発的、継
続的な活動であり、活動を通じて人とのつながりを大切にし、自らの意見を持ち、人として成長を続けることも
目的としています。地域からの信頼も厚く、特に難病団体の支援に関しては地域の紐帯の一端を担う活動を
行っています。

主な活動内容
○難病兼障害当事者及びその家族への支援等
交流会での楽器演奏のほか、各地方会への移動の際の旅行同行（車椅子介助ほか）等を継続的に
行っています。このほか、熊本SCD/MSA友の会（当事者およびその家族）の継続運営に欠かせない会報
誌の印刷や発送作業などのサポートを継続的に行っています。
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「患者会サポート」の様子 「学園祭」の様子

ラバ ー ズ



選考委員のコメント
本団体は、社会参加が難しい重度の障害や難病を抱える方々とケアする家族に対するサポートを長年にわ
たりボランティアで行っています。医療職を養成する熊本保健科学大学で身体介護やコミュニケーション支援な
どを学ぶ学生が車椅子介助などの身体的サポートだけでなく、心理的サポートも行っているのが特徴です。医
療系大学ならではの専門性の高い地域貢献活動として全国的にも注目を浴びており、今後益々の活躍が
期待されています。

受賞者による活動の紹介

私たちの活動は、大学のサークルという形態で活動し継続してきました。大学では実習もあり、カリキュラムも
密なため、学業との両立は決して簡単ではありませんが、将来医療職に就く学生として、「『誰かのため』の活
動は自分自身の学びになる」と意識することで、それが活動の原動力となり、ここまで継続することができました。
当事者会と旅行する際は、当事者会のバスに同行し、旅費やその他必要な経費は学校から支給される活動
費を使用しています。活動及び継続のコツとしては、新しいことに積極的にチャレンジしつつ、何事も急いですぐ
に形になる結果を求めず、長期的な視点に立つことが重要だと考えています。ボランティア活動は自発的なも
のですが、相手の立場を理解し、自分たちがしたいことではなく相手が望んでいるであろうことを考え、実行する
ことが重要だと考えています。そのためにも、無理をしすぎず、当事者やご家族の希望に沿う形で長い時間をか
け、ゆっくりと関係性を構築していくことが結果的に双方にとってよい結果につながると思います。これまで先輩た
ちが培ってきた地域との繋がりを後輩たちにも継承していきながら、活動を継続していきたいと思います。
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「コロナ禍でのリモート演奏会」（2020年）

「医療的ケア児家族交流会
（本学）」の様子
（2014年）

「医療的ケア児作品展示
（熊本大学五高記念館）」の様子

（2013年）

県外の難病児とのリモート協奏（2012年）



チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

市原市国分寺台地区社会福祉協議会
千葉県市原市/清永奈穂（㈱ステップ総合研究所所長）推薦

http//:www.ichihara-shakyo.or.jp/sb05_top.html
代表者 船山慶子・会長

受章者の概要
長年にわたり、「支え合いのある地域づくり」を理念として、活動を続けている団体です。特に近年は、〇安
心・安全な地域づくり事業（体験型安全教室を地域ボランティアと専門家が実施、地区町会を通して事業
参加を呼びかけ、地域での子供に対する防犯意識が高まりつつあることが確認でき、地区全体での防犯意識
の向上にもつながる）、〇子育てサロン（地域に在住する乳幼児を持つ家庭を対象に、親同士の語り合い
の場や、学習の機会を提供する。傾聴講座を受講したスタッフが子育ての悩みなどを丁寧に聞くことにより、育
児への不安やストレスを軽減する。）、〇地域食堂事業（地域在住の小・中学生と独居高齢者を対象に
月1回食事を通して、異年齢の交流を図り、相互の見守り体制を構築する。）などを行い、各事業が包括
的につながる「支え合い創り」を強化しています。

主な活動内容
○子育てサロン
子育て中の親の孤立を防ぎ、親同士の語り合いの場や、学習の機会を提供して育児への不安やストレスを
軽減する目的で実施しています。親同士が気軽に話せる場の提供と、傾聴講座を受講したスタッフが、子育
ての悩みなどを丁寧に聴くことで、育児の不安やストレスの軽減に貢献しています。手作りおもちゃ講習会や、
豆まきやクリスマス会など季節ごとの企画を用意し、地域の高齢者との交流も図ります。コーヒータイムを設けて
いることから、参加者同士がゆっくり話をすることができ、仲間づくりやストレスの軽減に役立っています。人材育
成を兼ねたスタッフ向け各種講座を開催し、ボランティアスタッフの増加に繋がりました。
○地域食堂
様々な事情から、夕食をひとりで食べている子供や高齢者を対象に食事を通して異世代の交流を図り、相
互の見守り体制を構築する目的で実施しています。地区公民館を会場とし、遊びの時間と食事の時間を共
有します。遊びの時間には宿題やテスト勉強をする子供もいることから、中高生の学習支援ボランティアで対
応しています。実施目的が分かりやすいことから、ボランティア参加者の増加や食材の寄付も毎月あり、社会
関係資本拡大に繋がっています。
〇高齢者サロン
地区内在住の独居或は高齢者のみ世帯を対象に孤立を防ぎ、参加者同士の相互見守り体制構築と異
世代交流活動などの社会参加の機会を提供し、生きがいづくりに貢献しています。スタッフも地域住民である
ことから、日常的なつながりに発展し、見守り体制構築に向けた取り組みも始まっています。小学生との交流
で、昔遊びや餅つきなど高齢者と子供との交流の機会が増え、登下校中の小学生に声をかけるなど、異世代
間のつながりへと発展しています。
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子育てサロンの
様子地域食堂の様子

こ く ぶ ん じ だ い



選考委員のコメント
本団体は、地域全体の総合的な社会扶助に関する多様な活動を実施しています。具体的には「支え合い
のある地域づくり」を理念として掲げ、安全・安心な地域づくり事業、子育てサロン、高齢者サロン、地域食堂
事業、バリアフリー交流会、体験型安全教室等の多様な事業を展開しています。さらに各種事業が包括的
につながり、地域全体の学び合い・支え合いを強化している点が非常に高く評価できる点です。

受章者による活動の紹介

私たちは地域に住むすべての人が繋がり合うまちづくりを目指しています。日々の活動も、支援する人と支援
される人という考え方をせず、人と人が繋がり合いながら、自己肯定感を持ち他者を労わる気持ちを育めるよ
うになることを大切にしています。子供、高齢者、障碍者と対象を分けることなく活動参加者の出会いの場と
なり、お互いの違いを認め合い補い合いながら一緒に暮らしていくことの大切さへの気付きを促すことが活動の
目的です。ほとんどの活動の参加費は無料としていますので、地域の人すべてが財政協力、ボランティア協力、
物資の提供、会場提供など、様々な形でまちづくりに参加できるような仕組みとして、参加者をお客様にしな
いことと、町会を通しての世帯会費年額200円と1口1,000円の賛助会費を財源としています。活動を通し
て、赤ちゃんがお年寄りや不登校の子供に元気を与えることや、地域で子供を守り育てることの大切さが浸透
してきていることを実感しています。地域食堂で知り合った高齢者と子供たちが登下校時に挨拶を交わす姿や、
小・中学生がボランティア活動を楽しみにしてくれていることからも、誰もが人との繋がりの温かさを感じ、自分の
居場所を見つけ出してくれたことをとても嬉しく思いながら、明確な活動目的とその共有の大切さを感じていま
す。
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○体験型安全教室
地域小学生と、地域住民対象に体験型安全教室を開催し、いざという時に自分で身を守る力や、地域を
信じて助けを求める方法、異変に気付く力などを身につけることを目的としています。夏休み前に、地区内3小
学校で低学年対象に実施し、地区内の町会を通して地域住民の参加も募り、情報の共有に努める。毎年
実施していることからスタッフ向け養成講座も開催し、地域での安全教室指導チームが発足しました。同じ内
容の講座を大人と子供が一緒に体験していることから、地域での日常的な見守り活動へと発展し、より安全
なまちづくりに繋がっています。

体験型安全教室の様子高齢者サロンの様子

バリアフリー交流会の様子 子育てサロンの様子



チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

社会福祉法人絆の会
栃木県芳賀郡芳賀町/栃木県推薦

受章者の概要
町からの委託を受け、子育て支援センター及び冒険あそび場を運営する団体です。中でも「プレーパークしも
たか」は栃木県で2か所しかない冒険あそび場の一つで、冒険あそび場の認知度がほとんどない地域だったのに
も関わらず、今では活発に活動を展開しています。多世代での交流の場とするため、個人、地域のボランティ
ア団体等にボランティア協力をしてもらっているほか、地域連携活動を推進する地元中学校の生徒を平成27
年から受け入れており、卒業後も高校生・大学生ボランティアとして交流の輪が広がっています。令和2年まで
の6年間でボランティア受入延べ人数は1438人にのぼります。子供たちの「自由な遊び」をモットーとし、火育
や伝統行事の伝承にも力を入れています。火おこし、焚火はもちろん、五節句を中心に、今では消えかけてい
る「ぼうじぼ」「川ぴたれ」「節分祭」など様々な地元の年中行事を、地域を巻き込み実施しています。

主な活動内容
○火おこし体験
手作り舞い切り、火切り板、火口やスチールマッチを使って火がおきる原理を学ぶことを通じて、古来から伝わ
る生活の知恵を直接体験し、生きる力を育んでいます。
○ぼうじぼ打ち
地域住民のボランティア、中学生ボランティア、ジュニアリーダースに協力していただき、ぼうじぼづくりを参加者
一人一人に丁寧に伝授することで、伝統行事を体験し、郷土への理解を深め、多様な世代間交流を図りま
す。
○節分祭
参加した子供たちは、節分の意味や由来を学んだ後、豆まきや恵方巻つくりを通して、五感を使った直接体
験を図ります。
〇川ぴたれもち
芳賀町固有の風習について「はが民話の会」の協力により、民話語りをしていただき、参加した子供たちは、
郷土への理解を深めます。
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代表者 大根田安利・理事長

「舞切り火おこし」の様子 「ぼうじぼ打ち」の様子
「中学生による

読み聞かせ」の様子



選考委員のコメント
本団体は子育て支援センター、及び冒険遊び場を運営し、多世代の交流の場づくりを行う社会福祉法人
です。プレーパークによる体験を通じた遊び・学びの場を提供する他、地域の伝統文化の継承や青少年ボラン
ティアの育成にも取り組む点が高く評価できます。特に、高校生・大学生ボランティアの育成には熱心に取り組
んでおり、過去6年間の実績は延べ1,400人を超えることは特筆できる点です。今後は多様な地域の資源を
活かした体験を通じた学びの創出と共に、更なる青少年のボランティア育成を期待します。

受章者による活動の紹介

「プレーパークしもたか」は、スタッフ4人の人件費、消耗品費等合わせて400万円前後の委託金を芳賀町
から受けて運営しています。「立ち上げる会」を作った当初から行政との協働を視野に入れ、行政職員にも研
修や視察に参加してもらい、活動を理解してもらう努力を重ねてきました。また、NPO法人に個人ボランティア
の受け皿になってもらい、保険にも加入して年間を通して活動しやすいシステムを構築し、多世代の交流を実
現するためにボランティアの受け入れにも力を入れています。冒険あそび場として遊びを通して自らの限界に挑
戦し、身体的、精神的、社会的な面などが成長できる環境作りに努めているのはもちろんですが、食育・火
育・行事育も積極的に取り入れています。特に減少傾向にある年中行事を地域の高齢者を講師に招き実
体験する行事育は好評で、地域を知ることで郷土愛も育まれています。学生ボランティアも好評で、中学生か
ら高校生、大学生へとうまくバトンが渡っています。それを見ている小学生もいつか自分もボランティア活動がし
たいという気持ちが高まっているようです。現在はNPO法人、ボランティア団体、地域中学校の協力のもと、子
供だけではなく保護者を含めた地域の居場所となっています。
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「豆まき」の様子

「炭おこし」の様子

「スチールマッチ火おこし」の様子

「民話語り」の様子
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劇団Kプロ J r．
愛媛県今治市/愛媛県推薦

http://kpro2020.livedoor.blog/
代表者 白石美香・代表

受章者の概要
子供たちが文化芸術に親しむことは大きな効果があるにも関わらず、学校教育では「音楽」活動にとどまるこ
と、地域に文化芸術を担う団体が少ない現状でした。この課題解決に向け、アマチュア児童劇団を結成しま
した。今治市で唯一の児童劇団として、長きに渡り地域に演劇文化の定着と演劇教育による人材育成に取
り組んできました。定期的な発表会を目指し、レッスンを重ねる中で、創造性と感性、コミュニケーション能力な
ど心身の形成を促すと共に、自らの可能性と仲間とのつながりを育む活動となっています。今治市は若者の定
着率が低い中、劇団卒業生とのつながりを大切にしています。また、地域性に溢れるオリジナル脚本により、子
供たちは自らを取り巻く地域や未来について考え、郷土への愛着と親しみを育むきっかけとなっています。

主な活動内容
○第12回公演「いつかあの木の下で」に向けて
演劇による芸術文化の創造を目指し、毎年、定期公演を続けています。一般市民の観劇評価をフィード
バックし、次の公演につなぐ中、リピーター等のファンが増える等、継続について評価が寄せられています。令和
2年は新型コロナウイルスの感染拡大で、安全対策を徹底する等の試行錯誤の運営となりましたが、公演に
は多くの来場があり、地域への活動の認知、支援者の存在を感じています。
本公演は約1時間の創作演劇で、子供たちを2組に分けての2回公演としました。上演後のアンケートでは、
「本格的な演技に驚いた」「子供たちの一生懸命な表現に涙が出た」などの評価が寄せられました。子供たち
は練習の成果を十分に発揮し、コロナ禍を乗り越えた意義深い舞台となりました。公演後は早速入団を希望
する小学生がおり、次の芝居へ向けたスタートにつなぐことができました。演じる子供たち、鑑賞する市民双方
のすそ野拡大を感じています。
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第12回公演「いつかあの木の下で」の様子
第12回公演「いつかあの木の下で」

稽古の様子

ケ ー プ ロ ジ ュ ニ ア



選考委員のコメント
東京中心に文化芸術活動が展開される中、愛媛県今治市という地方都市で本格的な演劇活動が学べ
て実践できる場を提供しています。地域で演劇活動に興味があるものの実際の活動にアクセスしにくい子供の
励みとなるだけでなく、地方活性化にも貢献できると考えられます。運営は大変だと思いますが、この活動が持
続的なものとなり、東京や大阪発信とは違うオリジナリティのある芸術活動が生まれていくことを期待します。

受章者による活動の紹介

当劇団が13年間の活動を通して築いてきたものは、年長者と年少者の繋がりです。小学校低学年から中
学生までが常に在籍し、一つの舞台を作るという活動の場において、劇団は縦割り学級のような空間です。年
長者は年少者に自分の演じる姿を見せ、時に手助けすることで、責任感と思いやりの心を持ち接しています。
また年少者は年長者の演技をお手本とし、自発的に演技に向かい合うきっかけとなっています。こうして卒業し
ていき、また小さなメンバーが入ってくることにより、団員たちは成長を続けてきました。現在のレッスンは、身体の
準備運動、腹式呼吸の訓練、発声練習に加え、主にコミュニケーション能力を伸ばすことを目的としたゲーム、
即興演劇を基礎に週一回行っています。公演台本が決まると、台本読み合わせ、立ち稽古、通し稽古と、
本番に向けての練習が始まります。公演準備は約半年を要し、メンバー同士の絆が深まっていくのもこの頃で
す。毎週のレッスン、公演は、姉妹団体である未来演劇Ｋプロジェクトがスタッフとしてサポートし、公演費用、
運営費は毎月の会費（3,500円）を充てています。過去に愛媛県の文化活動活性化支援助成金を受け
た公演も何度かあります。
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ピアノとのコラボレーション

小学生製作の台本

高野山御詠歌との共演

混声合唱団 響との共演



チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

国分アンビシャス広場委員会
福岡県太宰府市/福岡県推薦

http://www.f-icq.com/ambitious/
代表者 藤田彩子・代表

受章者の概要
福岡県の県民運動である青少年アンビシャス運動として、地域住民が公民館、集会所、小学校の空き教
室などを活用し、放課後や休日に気軽に立ち寄ることのできる子供の居場所づくり（アンビシャス広場）に取
り組んでいる団体です。国分アンビシャス広場委員会は平成13年に開設され、「和ごま」(けんかごま）の活
動を取り入れ、高学年の子供が中心となって低学年の子供たちの指導をすることを通して、異年齢の子供社
会づくりに成功しています。平成15年に太宰府市の5つのアンビシャス広場が集まって発足した太宰府市アン
ビシャス広場連絡協議会の中心的な役割を果たし、協議会では19年から、子供たちが創意工夫しながら挑
戦する力を育むため、「折り紙ヒコーキ大会」を開催しています。現在では各地域の予選を勝ち抜いた約200
名の子供たちが参加する「福岡県大会」が開催されるまでに発展しており、県内のアンビシャス広場の交流・
連携に貢献しています。

主な活動内容
○和ごま（けんかごま）
「和ごま」(けんかごま）の活動を通して、自ら創意工夫し、目標に向かって粘り強く取り組む子供の育成が
期待できます。また、ちびっ子指導員制度を取り入れ、和ごまの指導員試験に合格した高学年の子供が中
心となって低学年の子供たちの指導をすることを通して、異年齢の子供社会づくりに成功しています。本団体
の子供たちは、自分の地域の子供たちだけでなく、県内の他地域の子供たちにも和ごまの指導に出向いてお
り、子供たちの自尊心を高めると同時に、アンビシャス広場同士の交流にも積極的に取り組んでいます。この
人間関係作りは他の活動にも生かされており、子供たちは和ごまだけでなく近くの山で秘密基地づくりなどいろ
いろな遊びを自分たちで考えて遊んでおり、子供たちの自立心・創造力・社会性を育んでいます。
○折り紙ヒコーキ
太宰府市アンビシャス広場連絡協議会では、平成19年から、子供たちが楽しく創意工夫しながら挑戦する
力を育むため、太宰府市の協力を得ながら「折り紙ヒコーキ大会」を開催しています。本団体は、折り紙ヒコー
キを始めた当初から活動の中心となり、ボランティアとして太宰府市内の各小学校を巡回して子供たちに折り
紙ヒコーキの折り方や飛ばし方を教示したり、飛行距離や飛行時間の計測方法を試行錯誤するなど様々な
努力を続けており、大会が地域に定着することに貢献してきました。太宰府市から始まった大会は、その後県
内各地域に広がっていき、現在では各地域の予選を勝ち抜いた約200名の子どもたちが参加する「福岡県
大会」が開催されるまでに発展しています。
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「折り紙ヒコーキ
福岡県大会」の様子

「けんかごま」の様子 国分アンビシャス広場HP

こ く ぶ



選考委員のコメント
多世代や異年齢の子供の放課後や休日の居場所づくりの活動として評価しました。また、20年に及ぶ継
続した活動は子供・若者育成支援において非常に重要な価値を創り出しています。特に「和ごま競技」「折り
紙ヒコーキ大会」は、他団体においても参考になるものです。公民館や集会所・小学校の空き教室の活用も
生涯学習の視点からも重要な取り組みです。子供の目線や主体性を大切にした関りを継続して発信してほ
しいと思います。

受章者による活動の紹介

地域の子供の居場所づくり、昔あった子供社会を再生させることを目的とした広場です。広場開設は土曜
日の午後です。広場の目的を「子供たちが社会をつくり、自立心、社会性、創造力を育むこと」としています。
そのために、子供たちが自分自身で考え自分たちで遊び、大人は手を出さないようにしています。大人がするこ
とは、目標に向かって努力し成し遂げた子はほめること、危険なことをする子は厳しく叱ることだけです。子ども
社会にはリーダーが必要です。そこで「和ごまのちびっこ指導員」制度を活用しています（ちびっこ指導員は、
「和ごま」普及協会が認定する制度）。この指導員がリーダーになり和ごまを中心にした子供社会ができてい
ます。遊びはコマだけではなくいろんな遊びをしています。広場は会員制ではないため誰でも来たいときに来るこ
とができる広場です。集まる人数は通常20～30名程度です。子供たちが受け身になってしまうイベントはやら
ないことにしています。自治会は、会場費、広報紙の印刷代を無料にして、さらに活動費として年間4万円を
補助してくれています。広報紙は学校が配布。保険は太宰府市負担。イベントをやらないからボランティアの負
担は少なく、経費がかかりません。広場の子供たちは、自立心、創造力が育まれ、折り紙ヒコーキの県大会で
は毎回上位を独占しています。正月、広場20周年記念写真展を開催して広場OBが一部集まりました。皆
立派に成長しており広場の効果を確信することができました。
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アンビシャス通信Vol.63（特集記事）

広場OBとのけんかごま対決

アクロス福岡でちびっこ指導員が
和ごまの指導をしました。



チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

特定非営利活動法人静岡県防犯アドバイザー協会
静岡県静岡市/

清永奈穂（㈱ステップ総合研究所所長）推薦

代表者 船山恵子・理事長

受章者の概要
犯罪のおきにくい、安全で安心なまちづくりを基本理念とし、地域ぐるみの自主的な防犯活動を県内隅々ま
で行き渡らせるため、地域における防犯まちづくりの啓発活動をしています。県の事業における講師として積極
的に活動し、健全なまちづくり、地域安全等の増進に寄与することを目的として、会員が常に最新の犯罪情
勢や、子供たちへの指導方法などに関して学びを深めながら地域に根差した取り組みをしています。平成25
年より子供の体験型防犯講座「あぶトレ！」に力を入れて活動していますが、これは「犯罪」に巣くう病根はそ
の多くが大人の規範意識の低下に起因し、相手や周囲に対する思いやりの心が薄れているとの会員一同の
思いから、未来を築いていく子供たちに犯罪に対する嫌悪感や、地域に対しての愛着心の形成を重要なこと
と考え、県内の小学校での防犯講座の講師を担当しています。

主な活動内容
○子供の体験型防犯講座「あぶトレ！」
子供が犯罪に遭わないための知識や、万が一犯罪に遭遇した時に自分の身を守る方法を、実際に体験し
ながら学ぶことで、子供たちが犯罪に巻き込まれないよう自衛心を養い、防犯意識の向上を図っています。
平成25年の「あぶトレ！」講師養成研修4校から開始された事業も、26年主任講師養成研修を経て、会
員の多くが講師・主任講師の資格を得ました。「あぶトレ！」の目標である、発達段階に沿っての体験型防犯
講座も県内に知れ渡ってきました。
不審者の特徴（はちみつじまん）知らない人にはなしかけられる・ちかづかれる・みつめられる・つきまとわれ
る・じっとまってられる・こんな人に注意。
危ない場所の特徴（ひまわり）ひとりだけになるところ・まわりから見えない見えにくい場所・わかれ道やうら
道・りようされていない家や公園。
講座では、これらの言葉を子供たちがしっかりと覚えるように努めるとともに、ランドセルを捨てて走ることや、不
審者が何メートル前から狙いをつけるかの距離を体験しながら学んでいます。
令和2年度はコロナ禍のため実施校が減ったが、平成27年度から本格的に実施後は年々開催校が増加
しています。新型コロナウィルス感染症対策として、「あぶトレ！」研究班を立ち上げ、今まで大声で叫ぶ練習
はクラス対抗戦の形をとっていましたが、数人で入り口で叫ぶ方法を取るなど工夫しています。模擬体験が少
なくなる分、質問の時間を増やし自分たちで考え、発言する機会を増やし他の児童の応援をする形を取って
います。また、座学部分は令和2年4月に静岡県くらし交通安全課で制作された「あぶトレ！」DVD（制作に
当協会も 協力）を使用するほか、体験部分は不審者からの声掛けに、きっぱり断る体験のみ実施など、学
校と綿密な打ち合わせをして学校の要望に応える形で実施しています。
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「あぶトレ！」の様子



選考委員のコメント
まず、「あぶトレ！」という子供が親しみやすいネーミングであることです。また、子供の学年に合わせて「自分
の身を守る」「友達も守れる」などと指導のレベルを変えたり、不審者を見分けるポイントを合言葉にしたりと、
防犯指導に子どもが興味をもつ工夫が凝らされており、とても実践的な内容になっている点を高く評価しました。

受章者による活動の紹介

当協会は、静岡県内の市町に在住する会員により平成19年に活動を開始、現在会員71名です。協会
活動と自分たちが在住する市町での独自活動との二重構造で展開し、見守り活動の団体や子供の防犯教
室の団体を設立、また地域防犯団体と協働で活動し安全安心に貢献しています。自治体や自治会の協力
を得ながら、人材を募っています。また防犯活動では、活動内容の重点目標を決めていくために行政や警察と
の連携が重要です。常に新しい情報を共有しています。協会の活動としては〔子供の体験型防犯講座〕を令
和3年には県内140校で実施しました。 子供の見守り活動は、安心安全な住み良い子育てのまちづくりの
第一歩です。買い物や犬の散歩のついで（ながら見守り）からスタートできます。思いやりの活動が広がって
欲しいと願っています。多くのNPO法人が財源確保に苦慮していますが、当協会は幸いなことに会員年会費
3,000円、県の委託事業等（280万円）が財源となります。会員が県の『静岡県防犯まちづくりアドバイ
ザー』資格や『子供の体験型防犯講座主任講師』資格を取得することによって委託事業につなげ経費も賄え
ています。特殊なケースですが、当協会は県に育成された人材のNPO法人であり、官と民の防犯の橋渡し役
として活動しています。
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掛川市まちづくり研修会

中部支部子どもの安全対策

防犯in浜松キャンペーン

防犯in三島キャンペーン

親子防犯講座

子供の登下校見守り活動
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下兵庫むらづくり委員会
福井県坂井市/福井県推薦

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shisei/koho/focus/index.html
代表者 飛田善輝・会長

受章者の概要
伝統米作りを通じた勤労青少年育成、食育による児童の育成、地域コミュニティの活性化を推進している
団体です。地域の兵庫小学校、公民館や各種団体等と連携し、役割分担の下、地域ぐるみで「米づくり」と
「人づくり」に取り組み、農地・農業用施設の長寿命化、環境保全活動、景観形成活動に取り組み、成果を
上げています。具体的には、兵庫小学校と連携して将来の農業の担い手である児童に、伝統的な田植え、
草刈り、稲刈りなどを体験させて、農業の苦労と喜びを実感させ、勤労の精神を育んでいます。児童中心で
収穫したコメの食事会を開催することで、地域住民の世代間交流を実現しており、さらに「奈良興福寺への献
上米」（平成22年～）の奉納を通じて、地元農村の歴史的な由緒を伝え、次世代へ伝統農業のすばらし
さを伝承しています。
また、「きれいな農村を伝承する」という声を掲げ、清掃活動だけでなく、「一戸一鉢花いっぱい活動」「農道
への植花」を行っています。「ひまわり花摘み会」をはじめとする村起こし運動も盛況であり、次世代に美しい農
村を残そうと努力しています。

主な活動内容
○兵庫小学校体験田「育つん田」
小学校と協力し、出前講座で米づくりの流れと工夫を学習し、5月末には大人の指導下で田植えを行いま
す。小学校3年から6年生まで全員が参加し、秋（10月）には刈り取りとハサ掛けを体験します。これらの活
動を通じて、子供たちが生命を尊び育て収穫する喜びを味わうように努めています。
事業は年間を通して、地元の多くの関係者の協力を得て実施していまかすが、その結果、子供と地域の方
とのふれあいが生まれており、世代間の交流が深まっています。また、学校での食育活動にもつながり、学校内
で野菜づくり（じゃがいも、なすび、きゅうり）が開始されています。地域でも感謝祭を行い、独居高齢者にお
米をプレゼントすることで、地域の盛り上げにも貢献しています。

76

手植え体験 生長調査 収穫祭

し も ひ ょ う ご



選考委員のコメント
地元小学校など各種団体等と連携し、地域の誇りである伝統米作りを通じて、「米づくり」と「人づくり」に取
り組み、また、農地・農業用施設の長寿命化、環境保全活動など地域コミュニティの活性化にも成果を上げ
ているところは、大変素晴らしいと感じました。今後の活動の更なる広がりを期待しています。

受章者による活動の紹介

当会で行われている農業体験は、地元の小学校を巻き込むことで実践されています。保護者も含め若者
世代においては、農業の機械化・食品生産の工場化によって、食べ物を身近に感じなくなり、有難さの心が
希薄化しています。そのため、農業の大変さと苦労を体験させることで感謝の精神を育てています。具体的に
は田植え、草刈り・生長調査・稲刈りとハサ掛けをあえて手作業で行い、野菜作りやさつまいもづくりも児童の
手で行うことによって、学校の授業だけでは学べない貴重な体験学習となっています。子供に興味を持たせ、
感謝の精神を育てるためには、大人の指導者の丁寧な指導と熱意が欠かせません。また、伝統農業とはどの
ようなものか、現物と図絵でわかりやすく紹介し、「一緒に汗を流して児童とともに働くこと」が大切です。一緒に
農作物を育てる過程の中で、世代間の交流が生まれ、地域の活性化につながっています。このような活動は
小学校を中心に、地域の自治会など多くの大人たちを巻き込んでいくことで成り立っています。
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ひまわり摘み運動

小学校児童の収穫体験

昔ながらの農作業体験 地産地消の食育

花いっぱい運動

一戸一鉢運動



チャイルド・ユースサポート章【子供・若者育成支援部門】

山下明
東京都立川市/東京都推薦

受章者の概要
街頭補導活動をはじめ、非行少年を生まない社会づくりにおける立ち直り支援活動、少年非行防止活動、
少年を取り巻く有害環境浄化活動等に積極的に参加し、少年の善導に尽力してきました。
特に、平成25年からは、農業を通じ、非行少年等に対し、命の大切さや育てることの難しさ、収穫の喜び
等を体験させることで、情操面における教育的効果、社会生活における忍耐力の向上、将来の就労等に有
利になる技能の習得などに資する立ち直り支援活動に取り組んでおり、地域における再非行抑止対策に貢
献しています。

主な活動内容
○農業体験活動
様々な問題を抱える少年の立ち直り支援には、少年が継続して活動できる場所(居場所)が必要です。本
活動は、収穫のみならず植え付けから出荷準備までと作業に継続性を持たせることで、収穫に格段の達成感
が得られ、情操面の教育効果や忍耐力の向上を目的に推進しています。
春季と秋季に分け、春季は4月にとうもろこし、枝豆、玉ねぎの植え付け、除草や間引きを行い、7月に収
穫、出荷準備までを少年らが手がけています。秋季は9月に白菜、大根、落花生の植え付けを行い、除草や
間引きを行い、12月に収穫、出荷準備を行います。春季も秋季も収穫時には収穫した作物による食育も
行っています。(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年以降は食育のみ行っていません)
同氏は参加した少年等に対し、様々な作物の栽培方法、農家の苦労や販売できる野菜を作ることの重要
さを理解させ、その指導は社会の仕組みにまで及びます。参加少年は保護者と参加することも多く、本活動を
きっかけとして、親子のコミュニケーションにより家族との絆を深め、また、進学先を農業高校にするなど進学・就
学意欲にも良い影響を与えており、少年の立ち直りに寄与しています。
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親子で指導を受ける様子

親子で出荷作業をする様子 農業指導の様子

やました あきら

山下 明 氏



選考委員のコメント
目まぐるしく変化する現代社会は一部の若者を追い詰めています。この中で傷ついた子供たちの居場所づく
りを農業を介して提供する活動は、その若者だけでなく社会的にも大きな意味のあるものです。それを個人とし
て行っている同氏の活動は言葉で言うほど容易ではないと想像できます。この点でもこの活動は高く評価でき
ます。運営は大変だと思いますが、この活動が地域にも広がり持続的なものとなることを期待します。

受章者による活動の紹介

私は、北多摩西地区立川分区所属の保護司として活動する傍ら、平成21年4月から、警視庁委嘱少年
補導員として少年補導活動に取り組んでいます。補導活動をする中で、様々な問題を抱えた少年の健全育
成のため自分ができることとして、農地を提供し、農業体験をしてもらう立ち直り支援活動を通じて、農作物の
生育過程の面白さや収穫の楽しさ、又は作物を育てることの難しさについて指導していこうと考えました。活動
は一年を通して、春はとうもろこし、枝豆、玉ねぎ、秋はほうれん草、落花生、白菜、大根等の種や苗植えか
ら草取り、間引き、収穫、出荷準備、販売と全行程について実践し、参加した少年に農業や販売などの社
会生活に対する興味を持ってもらい、継続して参加してもらえるよう工夫を凝らしながら実施しています。これら
の活動で心掛けていることは、それぞれの少年の環境や特性に応じた対応が必要であるため、保護者の理解
を得ながら警察の方と連携して、参加する少年にどのように接するか事前にしっかりと打ち合わせをした上で指
導しています。現在はコロナ禍で、多くの少年を集めた活動が困難な状況ですが、そのような中で、自分自身
ができることを模索しながら、今後も立ち直り支援活動に取り組み、多くの少年を明るい未来に導けるよう協
力していきたいと思います。
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収穫物の販売の様子草取りの様子参加少年の名札を立てた様子

食育の様子収穫の様子農業指導の様子



チャイルド・ユースサポート章【子育て・家族支援部門】

アルフレッサ ファインケミカル株式会社
秋田県秋田市/秋田県推薦

http://www.alfresa-fc.co.jp/index.html
代表者 大島由庸・代表取締役社長

受章者の概要
高い技術力を育み、安心・安全・誠実なモノづくりを通じて、世界の人々の健康で豊かな生活に貢献するこ
とを経営理念としています。従業員一人ひとりが、その個性と能力を十分に発揮できるよう、個人のライフスタイ
ルに応じた働き方を実現するため、雇用環境の整備や働き方の見直しのほか、従業員の多能工化への取組
を積極的に行っており、その結果、従業員からは仕事と育児・家庭を両立できる職場環境づくりが進んでいる
と評価されているほか、県内の製造業としては早期に子育てサポート企業（くるみん）に認定されています。
また、こうした取組が評価され、県や市から表彰されており、県内企業のロールモデルとしてその取組が広く周
知されています。さらに、人口減少や少子高齢化が急速に進行している秋田県において、インターンシップの受
け入れを積極的に行うなど、将来の秋田を創る高校生・大学生の県内定着・回帰に資する活動を行っており、
他企業の模範となっています。

主な活動内容

○仕事と育児・家庭を両立できる職場環境づくり
リフレッシュ休暇や育児短期休暇制度など多様な休暇制度の整備や、フレックスタイム勤務制度の導入、
就業時間の短縮などを実施しているほか、育児休業制度について従業員のライフスタイルに応じて柔軟に取
得できるよう、対象者について法定を上回る規定としていることに加え、男性の育児休業の取得を促進するた
め、管理職への研修会や社内メールによる周知などを実施し、意識の醸成を図るなど、仕事や子育て、家庭
生活を両立しやすい雇用環境の整備に取り組んでいます。また毎月、労働時間管理委員会（半期に1回
は拡大労働時間管理委員会）を開催し、労使双方で労働時間の縮減等に向けた検討を実施しています。
このような取組の結果、平成28年度から令和2年度における、リフレッシュ休暇取得者は16名、育児休業
取得者は3名（うち男性1名）、育児短期休暇取得者は7名（いずれも男性）、子の看護休暇取得者は
14名（うち男性10名）などとなっています。また、1人あたりの時間外労働の平均は6.4時間、年次有給休
暇の平均取得率は73.6％となりいずれも前年同期に比べ改善しているなど、これまでの取組の成果が着実
に現れています。また、令和2年度に実施した従業員向けのアンケート調査では、78.1％が年次有給休暇を
取得しやすいと回答しているほか、男性の育児休業については、57.9％が男性が育児休業を取得しやすいと
回答しており、平成29年度に実施した調査から16.7％向上するなど、活動の対象者である従業員も取組
の成果が実感できていることがわかります。
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育児休業取得マニュアル（男性版） 「くるみん認定式」の様子



選考委員のコメント
秋田県で人口減少や少子高齢化等の課題に対し、①個人のライフスタイルに応じた働き方を推進している
点、②職場内で情報やスキルを共有し、育児休業等を取得しても≪多能工化≫により問題なくカバーできる
体制を実現している点などを評価しました。引き続き、多様な外部機関等とフィードバックを循環し合える関係
性を継続・発展させ、そこに必要な対話と行動をしていくことにより県内外のモデルとなることを期待しております。

受章者による活動の紹介

従業員一人ひとりが、その個性と能力を十分に発揮できるよう、個人のライフスタイルに応じた働き方の実現
に取り組んでいます。具体的には、「フレックスタイム勤務」制度を導入し、従業員が柔軟に出勤時間や退勤
時間を設定することを可能にしています。また、「育児短期休暇」制度を創設し、育児を目的とした5日間の
特別休暇を有給で付与しており、対象となる男性従業員の多くがこの制度を利用しています。職場の雰囲気
や人手不足などにより、従業員（特に男性従業員）の育児休業の取得が進まないという課題を抱えている
企業等も多いと思いますが、弊社では、管理職への育児休業に関する研修会や社内メールによる周知などを
定期的に実施し、意識の醸成を図っております。また、従業員のスキルの習得状況や担当業務の業務量など
を見える化し、教育を行うことにより、1人の従業員が複数の業務を担えるような体制（多能工化）を目指し
ながら、業務の効率化に取り組んでいます。この結果、従業員が育児目的の休業や休暇を取得した場合で
も、その担当業務をカバーすることができ、実際に男性の育児休業の取得につながっています。このように、制
度の導入や従業員の意識改革だけでなく、業務の見直しを合わせて行うことが個人のライフスタイルに応じた
働き方を実現するためのポイントであると考えています。
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「工場見学」の様子

「インターンシップ」の様子

企業のホームページ

「ワークショップ」の様子



チャイルド・ユースサポート章【子育て・家族支援部門】

子ども自然体験村運営委員会
兵庫県淡路市/兵庫県推薦

http://boukennomori.web.fc2.com
代表者 小南広之・代表

受章者の概要
平成15年9月に、子供の冒険ひろば「淡路島冒険の森」を開設。森、竹林、原っぱ、庭先など約1,000坪
の広さがあり、のびのび遊べる環境です。子供たちが自然と触れ合い、冒険心や挑戦心がわくよう、昔の農家
の母屋と納屋、牛小屋、屋敷森を利用しています。森には竹の展望台、すべり台、ハンモックやブランコなど手
作りの遊具を設置。震災で傾いた母屋を再生して囲炉裏や土間を作り、田んぼだったところを原っぱにして木
の滑り台やジャンプ台も作っています。また、遊具だけでなく、どんぐりや貝殻を使った自然の素材を使った工作
などを行うなど、多様な遊びを提供しています。冒険ひろばには、地域の住民のみならず、遠方からの参加もあ
ります。特に、若い移住者が増えたことにより、乳幼児を連れた夫婦などの定期的な参加者もおり、地域のつ
ながりや交流、子育ての悩みの共有の場となっています。この他、島内の小学校1・2年生の自然体験学習の
実施、市内の各放課後子ども教室の受け入れなど、地域と協力・連携した活動も実施しています。

主な活動内容

○子どもの冒険ひろば「淡路島冒険の森」開設
平成15年度に子どもの冒険ひろば「淡路島冒険の森」を開設しました。以降、子供たちが思い切り遊べる
ような遊具を用意しているほか、日本の四季を楽しむために季節ごとのイベントも用意しています。
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餅を焼く様子 たけのこの皮むきをする様子



選考委員のコメント
子供たちの主体性や好奇心を大切にする冒険の森を17年にわたり運営し、自然体験活動の場や家族、
子育てグループが集う場として利用され、現在も年間25回の開催に1,000人近い参加者を得ている継続性
が評価されました。大都市圏からのアクセスも良いためか、遠方からの利用者も含め規模も大きくなり続けてい
ることから、今後の発展も期待されます。

受章者による活動の紹介

私たちは、子供が自然と触れ合い、冒険心や挑戦心が育つように、古民家と屋敷森を活用して、平成15
年「プレイパーク淡路島冒険の森」を立ち上げ冒険遊び場を始めました。活動資金は主に兵庫県の補助金で
まかなっています。古民家のリフォーム等には個人（発起人）の私財を充てました。運営委員は6名で、現在
は70歳代の5名がプレーリーダーとして活動しています。森には竹の展望台、竹の滑り台、ジャンプ台、ブランコ、
ハンモックなど手作りのスリル満点の遊具を作りました。阪神淡路大震災後にリフォームした築150年の古民家
に、土間や板の間、いろり、薪ストーブを設置しました。広場では、海、里、山から集めた貝殻、どんぐりや木の
実、流木等の自然素材で工作するほか、コマやけん玉、羽子板等昔の遊びも出来ます。森には四季折々に
サクランボ、クルミ、スモモ、ビワ、ヤマモモ、カキ、クワ等が実り季節を味わえます。淡路島の田舎なので、車での
参加者が多く、親子で時には3世代で遊びに来ます。子供だけでなく親世代も自然体験が不足で、祖父母
世代から「自然との接し方」が伝授されたりします。始めてから20年近くたち、かつて森で遊んだ「子供」が子供
を連れてきたり、新しい移住者家族の交流の場となったり、繋がりが広がっています。
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冒険の森で遊ぶ様子



令和３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

[委員]

伊熊 公一

久保田 崇

小林 明子

澁谷 隆

中邑 賢龍

宮原 淳二

山田 泰久

●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

[委員] 

棚田 一論

仲間 玲子

藤川 大祐

村宮 汐莉

文教大学人間科学部教授

社会福祉法人荒川区社会福祉協議会

掛川市市長

BuzzFeed Japan 編集長

一般財団法人日本青年館公益事業部長

東京大学先端科学技術研究センター教授

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

一般財団法人非営利組織評価センター業務執行理事

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

日本青年団協議会事務局長

一般社団法人すたんどばいYou理事長

千葉大学教育学部教授

静岡大学学生

（敬称略、委員は五十音順）
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