
わかもののまちサミット
若者参加のまちづくりに関わる⼈のネットワーク



改めて、
なぜ⼦ども・若者の参加が重要か︖



欧州の若者政策の考え⽅

⼦ども期 成⼈期
（⼤⼈）

若者期
（移⾏期）

⼤⼈になる移⾏期



ポスト⼯業化社会の
若者参画（シティズンシップ）政策

⼦ども期 成⼈期
（⼤⼈）

直線的な移⾏

ジグザグな移⾏

参考︓宮本（2004）

⼯業化社会

ポスト⼯業化社会
ユースワーク政策

• 若年雇⽤政策
• 若者参画政策



年 内容
1985年 国際世界⻘年年
1989年 ⼦どもの権利条約を国連が採択
2001年 欧州委員会「若者に関する⽩書」
2002年 欧州評議会「若者分野における欧州協⼒の枠組み」

2003年 欧州評議会地⽅⾃治体会議「地⽅・地域⽣活における若
者の参加に関する欧州憲章（改正版）」

2005年 欧州委員会「欧州の若者の懸念に答える」

2009年 欧州委員会「欧州若者戦略」
欧州評議会「若者政策の新たな枠組み」

2015年 欧州若者報告書2015

欧州の若者政策の展開

出典︓⼩林（2010）、宮本（2012）を元に筆者作成

シティズンシップの実現が掲げられる

参加する権利

若者の参加

若者の参加を強調



国連⼦どもの権利条約

⽣きる権利

守られる権利 参加する権利

育つ権利



⼦どもにやさしいまちとは︖
1. ⼦どもの参画︓⼦どもの意⾒を聞きながら、意思決定過程に加わるように積極的参加を
促すこと。

2. ⼦どもにやさしい法的枠組み︓⼦どもの権利を遵守するように法制度的な枠組みと⼿続
きを保障すること。

3. 都市全体に⼦どもの権利を保障する施策︓⼦どもの権利条例に基づき、⼦どもにやさし
いまちの詳細な総合計画と⾏動計画を定めて実施すること。

4. ⼦どもの権利部⾨または調整機構︓⼦どもたちの将来を⾒据えて、地⽅⾃治体の中に優
先すべきことを保障する永続的仕組みを構築すること。

5. ⼦どもへの影響評価︓⼦どもに関わる法律や施策、そして事業について実施前、実施中
そして実施後に⼦どもへの影響を評価する制度化された⼿続きが保障されること。

6. ⼦どもに関する予算︓⼦どものために適当な資源と予算が使われているかが調査される
ことを保障すること。

7. ⼦どもの報告書の定期的発⾏︓⼦どもたちと⼦どもの権利についての実情について⼗分
なモニタリングとデータ収集が保障されること。

8. ⼦どもの権利の広報︓⼤⼈や⼦どもの間に⼦どもの権利について気づくことを保障する
こと。

9. ⼦どものための独⾃の活動︓⼦どものオンブズマン、⼦どものコミッショナーなど、⼦
どもの権利を促進するために活動しているNGOや独⽴した⼈権団体の⽀援をすること。

出典︓（公財）⽇本ユニセフ協会「ユニセフの⼦どもにやさしいまちづくり事業」ホームページ
https://www.unicef.or.jp/cfc/about/about05.html



前提となる権利
⼦どもの権利条約第12条「意⾒表明権」

1 締約国は、⾃⼰の意⾒を形成する能⼒のある児童がその
児童に影響を及ぼすすべての事項について⾃由に⾃⼰の意⾒
を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意⾒
は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるも
のとする。

2 このため、児童は、特に、⾃⼰に影響を及ぼすあらゆる
司法上及び⾏政上の⼿続において、国内法の⼿続規則に合致
する⽅法により直接に⼜は代理⼈若しくは適当な団体を通じ
て聴取される機会を与えられる。



Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming 

his or her own views the right to express those views freely in 
all matters affecting the child, the views of the child being given 
due weight in accordance with the age and maturity of the child.

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the 
opportunity to be heard in any judicial and administrative 
proceedings affecting the child, either directly, or through a 
representative or an appropriate body, in a manner consistent 
with the procedural rules of national law.

「意⾒」とはviews



⼦ども議会・若者議会
全国⾃治体⼀⻫調査
【調査概要】
n調査対象︓全国の市区町村

10-30歳の⼦ども・若者を対象に含んだ「⼦ども議会（会
議）」「若者議会（会議）」など、継続的に取り組んでい
る⼦ども・若者による会議体

n調査期間︓2018年11⽉-12⽉
n回 収︓1,196⾃治体（回収率68.7%）
n対象事業︓1,221事業

※早稲⽥⼤学卯⽉盛夫研究室との共同調査



おおよそ 16 歳から 30 歳までの若者が主体
となって参加する会議体を「若者議会」及び
「若者会議」と定義する。
⾃治体によって対象年齢や⽬的、事業名も異
なっていることから、広い定義設定とする。
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わかもの会議の定義
（ユースカウンシル）

⼟肥（2019）



事業数（構成⽐）
現在取り組んでいる 431事業（34.8%）
過去に取り組んでいた 302事業（24.4%）
取り組んでいない 505事業（40.8%）

N=1238

⼦ども議会（会議）・若者議会（会議）
全国⾃治体⼀⻫調査

●⼦ども議会（会議）・若者議会（会議）の取り組み状況

全国の６割の⾃治体が⼦ども議会（会議）・若者議会（会議）に、

取り組んでいる/取り組んでいたことが明らかになった。



事業の開始年

事業を開始する⾃治体が
ここ数年で増加傾向に︕

第１期 第２期 第３期



⼦ども議会・若者議会の年表

年代 出来事

第１期 1994年以前

第２期 1994年から2014年 1994年4⽉ 国連⼦どもの権利条約に批准

2000年12⽉ 川崎市が国内で始めて「⼦どもの権利に関する条
例」を制定（その後、奈井江町、多治⾒市、⽬⿊区、芽室町、
名張市、⿂津市、岐⾩市、⽩⼭市、射⽔市など多数の⾃治体が、
⼦どもの権利に関する総合条例を制定）

第３期 2015年から2018年
（現在）

2015年6⽉ 選挙権年齢が18歳以上に引き下げられる改正公職
選挙法が公布（2016年6⽉に施⾏）

2015年9⽉ 「まち・ひと・しごと創⽣法」が公布（2016年4⽉
に施⾏）

2015年10⽉ ⽂部科学省初等中等教育局⻑から「⾼等学校等に
おける政治的教養の教育と⾼等学校等の⽣徒による政治的活動
等について」の通知が出される。



⼦ども議会・若者議会の多様な⽅法
⽅法 種類

実施背景 ⼦どもの権利、シティズンシップ教育、18歳選挙権の実現、
⼈⼝流出対策（地⽅創⽣）

募集⽅法 公募型、学校推薦型、（無作為抽出型）

実施回数 単発イベント型、複数回議論型

議事内容 架空テーマ、地域課題

意⾒交換型、提案型、プロジェクト型

主催者 ⾏政（地⽅⾃治体）、議会、⺠間団体（⻘年会議所など）

担当課 教育委員会、企画系、市⺠協働系、⼦どもの権利系

30



意⾒反映（権利性）

⼤

⼩

⼤

⼩

⼦ども・若者参加のねらいの違い

ハイブリッド型

教育型 こなし事業

リアル議会型

学び（教育性）



• ⼦ども・若者の社会参加施策は、⼈⼝減少時代の地⽅⾃治
体のスタンダードになりつつある。
• しかし、ただ参加の仕組みをつくれば良いわけではない。
• どの⾃治体もやり⽅に右往左往しており、とりあえず「⼦ども議

会」が多い印象もある。
• ⼦ども・若者の社会参加の⽅法を⽰し、中間⽀援の仕組みを早急に
整えなければ、⼀時の流⾏りで終わってしまう。

• 困難系⼦ども・若者 vs 元気系⼦ども・若者の２元論を越え、
ひとりの市⺠を育てるという視座に。
• 「⼦どもの権利」をベースに、対象としての⼦ども・若者から、権

利⾏使主体としての⼦ども・若者観に⽴脚する。

• 若者の参加を⽀える担い⼿「ユースワーカー」を育てる。

⼦ども・若者の社会参加施策の⽅向性



⽇本ローカル・ユースカウンシルPJT
若者のまちへの参加を当たり前にする



わかもののまちづくり
ハンドブック

【ハンドブックの構成】
Step1 仲間を集めよう︕
Step2 みんなで話そう︕
Step3 活動を始めよう︕
Step＋α さらに活動を広げよう︕
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