序
少子・高齢化やライフスタイルの多様化が進む現在、国民一人一人が豊かな人間性を育み生
きる力を身に付けるとともに、国民皆で子供や若者を育成・支援し、年齢や障害の有無にかか
わりなく安心して暮らせる「共生社会」を築いていくためには、一人一人の視点に立った地域住
民やNPOなどによる社会活動がより重要な役割を果たします。
こうした認識のもと、内閣府では、社会活動に携わる日本青年と、各国で実際に社会活動
を運営し、その中核として活躍している青年リーダーとの相互交流を通じて、国際的な幅広い
視点と社会活動を行う上で必要な知識・能力・人的ネットワークを有する活動の中心的担い手
の養成を目指しています。
地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」は、各分野の課題対応に当たって
必要となる知識・組織運営能力などの実務的な能力の向上を図ることを目的として実施いた
しました。
令和元年度は、高齢者関連、障害者関連及び青少年関連の3分野において地域における社会
活動に携わる日本青年を、オランダ（高齢者関連分野）、イタリア（障害者関連分野）及びフィ
ンランド（青少年関連分野）に派遣し、各国の制度や現状、進んだ取組などを学ぶとともに、
3か国からそれぞれ3分野で活躍する青年リーダーを日本に招へいして、日本参加青年を交え
たNPOマネジメントフォーラムや地方セミナーの開催など、様々なプログラムを実施いたしまし
た。
この報告書は、令和元年度地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」にお
ける派遣と招へいの諸活動をまとめたものです。本書を通じて、この事業の成果を御理解い
ただくとともに、一層の御支援をいただければ幸いです。さらに、それぞれ異なった文化や制
度を持つ日本と各国の本事業参加者が、事業終了後も相互の交流を通じて学んだ多くのこと
をいかして、今後とも地域における社会活動の「コアリーダー」として御活躍されることを、そし
て、そうしたリーダー同士のネットワークが幾重にも広がっていくことを願ってやみません。
終わりに、本事業の実施に当たり、御協力をいただいた関係国の政府及び関係団体の皆様
を始め、外務省、在外公館、地方公共団体、さらに訪問施設、ホストファミリーの皆様などの関
係各位に心から御礼申し上げます。
令和2年3月
内閣府青年国際交流担当室長

2

田中 俊恵

Preface
As life-style diversifies, declining birthrates and population ageing has been in progress in
today's society. Social activities by community and NPO based on individual point of view
play important roles more to establish "cohesive society," where each individual is capable to
foster humanity and zest for life, and every citizen helps to nurture and support children and
youth to live with a sense of security regardless of age as well as physical and mental condition.
Based on this awareness, Cabinet Office, Government of Japan aims to develop core leaders
who have broad global view, knowledge, skills and human network in order to conduct social
activities, by providing opportunities for interaction among Japanese youths involved in social
activities and foreign youths managing and playing core roles in social activities.
Community Core Leaders Development Program was implemented with the aim to deepen
their knowledge and develop practical skills such as competence for organizational management
that will be indispensable when tackling various social challenges.
In the fiscal year 2019, Japanese youths who were involved in social activities in three
different fields were sent to the Kingdom of the Netherlands (field of older people), the Italian
Republic (field of persons with disabilities) and the Republic of Finland (field of youth)
respectively to learn their systems, current situations and innovative efforts. Youths who are
actively involved in each field were invited from these three countries to Japan after the
Japanese delegation sending program and interacted with Japanese participants through the
NPO Management Forum, local seminars and other various activities.
This report contains the records of activities from the Sending and the Invitation Programs
under the FY2019 Community Core Leaders Development Program. It would be my pleasure
if this report could help deepening your understanding of this program and we expect your
support in the further. I hope that Japanese and foreign participants of the program that are
rich in cultural differences and backgrounds will utilize many things they learned and gained
through mutual interaction in their further social activities as "Core Leaders" of their respective
communities, and that the network will expand and flourish.
Lastly, I would like to extend my heartfelt gratitude to those who were concerned; the
governments of the said countries, organizations, Ministry of Foreign Affairs, diplomatic
missions, local public bodies, visited institutions and host families, for their support and
cooperation to this program.
March 2020
Tanaka Toshie
Director General for International Youth Exchange
Cabinet Office
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