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令和４年度子供・若者社会参画推進事業 

第５回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について 

１．実施の趣旨 

（１）今回実施の背景

来年４月、「こども家庭庁」という新しい国の組織が作られます。それは、こども・若者

にかかわる取組を、日本の社会の中心において、こども・若者の目線で、こどもの権利を大

切にして、すべてのこども・若者がその命を守られ、自分らしく健やかに安心して過ごすこ

とができるようにするためです。 

 こども家庭庁では、これまで大人中心となっていたこの国や社会を、こども・若者中心に

変えていく大胆なチャレンジに取り組むこととしており、その際、何よりも大切にするのは、

こども・若者のみなさんの意見です。 

※「こども」とは、心身の発達の過程にある者、大人として円滑な社会生活を送ることができるようにな

るまでの成長の過程にある者を指し、若者も含む概念です。以下に記載する「こども」は、広く若者も

含みます。

そこで、こども家庭庁がこどもの視点に立って国の政策をつくっていくためには、政府は

何を大事にするべきか、どのような取組が必要なのかについて、こども・若者の意見を聴き

たいと考え、ユース政策モニターへの意見聴取を行いました。 

聴取した意見は、国の政策をより良くするための検討に活用します。 

２．実施内容 

（１）実施時期・会場

日時：令和４年 11 月 19 日（土）14:00～16:00 

会場：中央合同庁舎８号館１階講堂  

WEB 会議システム（Webex を使用） 

（２）テーマ

「こどもの居場所」、「こどもの意見」について

【論点】 

① こどもの居場所について

・学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所はどこか

・その場所にいるとどんな気持ちになるか

・もっとこんな居場所があったらいいなと思うのはどんな場所か

② こどもの意見について

・ふだん、どのようなツールから情報を得ているか

・ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできているか。できている場合、どのよう

に伝えているか



令和 4 年度第 5 回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について        

・ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるときについて 

・こどもや若者がもっと自分の意見を伝えやすくするためには、どんな仕組みやツール、

環境があると良いか 
 
（３）参加者 

・ユース政策モニター：27 名 

（小学生４名、中学生９名、高校生７名、大学生・大学院生２名、正社員・正職員３名、専

業主婦（夫）・家事手伝い１名、その他１名） 

・内閣官房こども家庭庁設立準備室職員：７名 

・内閣府青少年企画担当職員：２名（事務局対応） 
 
（４）実施方法 

＜タイムスケジュール＞ 

14:00-14:12 

開会、オリエンテーション（12 分） 

・事務局説明（内閣府青少年担当） 

・テーマと流れについて説明（内閣官房こども家庭庁設立準備室） 

14:12-15:22 

グループワーク（70 分） 

・自己紹介、発表者決め 

・意見交換、発表の準備 

15:22-15:27 休憩（5分） 

15:27-15:57 

発表（30 分） 

・グループごとに意見発表 

・全体で意見交換 

15:57-16:00 

閉会（3分） 

・総評（内閣官房こども家庭庁設立準備室） 

・事務連絡（内閣府青少年担当） 

 
＜グループワークから発表までの流れ＞ 

１．自己紹介・発表役の決定【5分】 

２．論点①について意見交換【25 分】 

  ・順番に意見を発表 

  ・お互いの意見について、不明点の質問や異なる見方の提案などをして、議論を深める 

３．論点②について意見交換【30 分】 

  ・同上 

４．発表の準備【10 分】・休憩【5分】 

５．Aグループから順に発表（各班 3分程度） 

（論点①、②それぞれの最後の項目について） 

  ・個人の意見としてどんなものがあったかを簡単に紹介 

  ・グループでどのような議論になったかを報告 
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６．全体で質疑応答・意見交換 

３．グループワークで出された主な意見及び発表内容 

Ａグループ 

グループ構成：５名 

（小学生４名、内閣官房こども家庭庁設立準備室職員１名） 

 
論点①こどもの居場所について 

【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・公園。遊んだり、眺めたりできる。一人でも友達とも 

・交流館（児童館・公民館）。本を読んだり友達と遊んだりする。１週間に３回くらい行く 

・図書館。本を読んだり本を借りたりできる。週に１回行く 

・友達の家 

 

【その場所にいるとどんな気持ちになる？】 

・本を読んでいると気持ちよくなる 

・また来たくなる 

・落ち着いてリラックスができる 

・走ったりすると頭に酸素が入って気持ちよくなる 

・自然を眺めると落ち着く 

・楽しい 

 
【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・いろいろな人が集まる場所（色んな世代が集まる） 

⇒年上・年下色んな人と交流できるといい 

・いろんなスポーツができる体育館 

⇒あるけど簡単には行けない。お金がかかる  

・図書館。近くにあるのは大きいけど、こどものコーナーが少ない。幅広い本があって、図

書館の隣でキッザニアのようにお仕事体験ができるといい 

・ゲームができる場所（室内で）があるといい 

・思いっきりボールが蹴れる場所 

⇒公園は壁に当てたらだめなど制限が多いから 

 
論点② こどもの意見について 

【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・テレビ（ニュース） 

・友達 

・パソコン 

・グーグル（ネット） 
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・新聞 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・伝えることはできている（4人とも） 

・親や友達に伝える 

・対面でお話する 

・学校の先生  

・知り合い 

・手紙やメール等、文面 

・電話、LINE 通話 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・伝えにくいと思うときもある（3人） 

・聴いてくれる時もある（お母さん） 

・親の機嫌が悪い時に言いにくいと感じる 

・他の人が（先生とかに）話していて、無視されているのを見ると自分も無視されるかも

と思って言いにくい 

・授業中に静かな場面を壊して伝えるのもみんなの時間を壊しているようで、説明に時間

がかかりそうでしにくい 

 
【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

・言った事を知られたくないから秘密を守ってくれると良い 

・対面は緊張する。文面も書くのがめんどう 

・単刀直入にたった一言で伝えられるようにしてほしい 

・気軽に言えるようにしてほしい 

・何を言っても否定されないような空間 

・ネット、SNS 

・本当に言って大丈夫かの不安があるからそれをサポートしてくれる人がいる・文章があ

るといい 

・知り合いじゃない方が簡単に言いやすい（一生に一度しか会わないくらい） 

・急に言っても聴いてくれる・受け入れてくれる人 
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（発表資料） 
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Ｂグループ 

グループ構成：５名 

（中学生４名、内閣官房こども家庭庁設立準備室職員１名） 

 
論点①こどもの居場所について 

【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・図書館 

・塾の自習室 

・教会 

・カラオケ 

 

【その場所にいるとどんな気持ちになる？】 

・勉強をやろうという前向きな気持ちになる 

・周りの勉強している子たちを見てやる気が出る 

・お菓子がもらえたり教会の人と話せたりして楽しい 

・楽しい。ストレス発散になる。もっと歌いたくて帰りたくない 

 

【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・ゆっくり漫画を読んだり、友達とゲームをしたりできる場所があるといい 

 →ゆっくりできて安心する 

・同じ趣味を持った子としゃべることができる場があるといい 

 →同じ趣味を持っている子とお話することで、話題が尽きず、楽しい気持ちになる 

・図書館の読書灯が点々としていて暗いので、明るくなると勉強しやすい 

 →勉強がはかどる。集中できる 

・家でできないような楽器を気軽に習えるような場所があるといい 

 →気軽に始められるので新しいことにチャレンジしやすい 

・家の近くにショッピングモールがあると行きやすい 

 →放課後に遊べる場所があると思うと、学校生活も楽しくなる 

・学校の校則で SNS の利用が禁止されていて、ネットで同じ趣味の友達は作れないので、現

実世界にそういう場があればうれしい 
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論点② こどもの意見について 
【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・LINE ニュース 

・Yahoo!ニュース、インスタグラム 

・テレビ、中高生新聞 

・親から聴く 

・先生から聴く 

・Google で調べる 

・図書館で調べる 

・辞書で調べる 
 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・仲のいい友達や親には直接伝えることができる。学校の先生には言えない 

・家族、仲の良い先生に伝えることができる（直接伝えたり LINE で伝えたりする） 

・仲のいい塾の先生や友達には直接伝えることができる 

・学校の雰囲気が意見を言いやすい雰囲気のため、自分の考えを伝えることができている 

 

【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・伝えた意見が相手と違ったり、嫌な思いにさせたりするのではないかと思って、伝えられ

ないことがある 

・言っても否定されたりきちんと考えてくれるのか分からない、先生の印象が悪くなったり

するのではないかと思う 

・相手から正面から全否定されると言いづらくなる 

・相手が安心できない人だと言いづらい 

 

【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

そもそも、どのように国や自治体に伝えていいのか分からない 

→以下のように、周知等を図ればいいのではないか 

・言いたいことがあれば、Twitter などで「#政府」などを付けて意見を言う。そのことを

学校で周知すればいいのではないか 

・インスタグラムの DM も言いやすいが、ストーリーでアンケートを実施すると答えやすい

のではないか 

・SNS が使えない場合もあるので、Web にアンケートを作って、そのことをポスターにして

人が集まるところに貼る 

・学校の授業で月１回程度、アンケートに答える時間を設ければいいのではないか 
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（発表資料） 
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Ｃグループ 

グループ構成：４名 

（中学生３名、内閣官房こども家庭庁設立準備室職員１名） 

 

論点①こどもの居場所について 
【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・遊べる公園、放課後等デイサービス、スイミング・習い事、部活 

・生徒数の少ない学校に通っている。部活の吹奏楽は楽しい。習字の習い事や塾には同い年

の子がいて、安心できる 

・仲のいい人といるとき。特定の場所じゃない。学校とか友達の家とか、オンラインでも、

知っている人がいると安心できる今日はみんな初対面：ちょっと緊張 

・フォートナイトなどのオンラインで友達と遊べるゲーム 

・無登校、フリースクールに小学３年生からいる 

・放課後等デイサービス：障害を持ったこどもたちが放課後に過ごすことができる居場所 

 

【その場所にいるとどんな気持ちになる？】 

・楽しい 

・安心できる 

・言いたいことがすぐ言える 

・その場所だからこその友達がいる 

・フリースクール：こどもの意見を大事にしている。こどもがいろいろ決めている。言い

たいことをすぐ言えるから楽。他の場所、小学校ではみんなに流されることがあった 

・学校の先生には言いにくいことがある 

・学校：かしこまった場所、友達と一緒だと他愛ない話ができる。初対面だとしにくい。

楽に過ごせる 

・仲の良い人：気を遣わないで話せる 

 
【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・不登校の子：保健室登校。友達に会うのも保健室に行かなければいけない。カウンセリ

ングルームなど、先生以外の第三者がいて、間に入ってくれる人がいると良い。保健室：

本当は風邪やけがの人がいくところでは。かわいそうだと思う。保健室には行くが、行き

づらい。今のカウンセラーは毎日いるわけではなくて利用しにくい 

・自分の家の近くにもこども食堂が欲しい。学校：規律がある場所、過ごしにくい。こど

も食堂は絶対に行かなければいけない場所ではない。いろんな人が交わる場所。いろんな

意見が飛び交う。食事をしながら笑顔になれる。農家の方とも協力して、地産地消。そん

な場所があると良い 



令和 4 年度第 5 回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について        
・地方：こどもが減っている。空き教室がある。自由に使えるようになると良い。今は空

いていても自由に入れないし、先生が管理していたりする 

・今は思いつかない 

 
論点② こどもの意見について 

【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・YouTube、TikTok、SNS、ゲーム 

・SNS：Twitter でニュース アカウントをフォローもしているし、フォローしていなくて

も流れてくる情報もある 

・携帯、インスタや Twitter はやっていないので、LINE ニュース。よく見る記事から引っ

張ってくれるので、自分が気になる記事が見られる 

・自分の携帯は持っていないので母の携帯でインスタ（母のアカウント）、LINE ニュース、

テレビで朝の情報番組などを見ている 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・フリースクールでなら意見を言える。でも、ずっとフリースクールにいるわけではない。

他の場面は難しい 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・家の近所や他の場所で人に会うと、そこでの関係性を壊したくない。立場の違い、上下関

係があると言えないなと感じてしまう 

・先生に対して学校や先生の嫌なことは言いにくい。ママに言う。傷ついたとき。他の先生

には言えるけど、やはり言いづらい 

・集団生活。中学の学級の問題。立場が上の人、スクールカースト上位の人の話が強く出る

と、自分の意見を言いづらい。中学生：人間関係が複雑。保育園や幼稚園から続いている 

・先生：担任の先生は良いが、学年主任の先生が来ると、大人の間でも立場の違いがあるの

だと感じる。校長と担任の違いなど。大人の立場も考えてしまう。大人の上下関係も気にす

る 

 

【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

・カウンセリングルーム。学校と先生の間に入ってくれる誰かがいると良い 

・一人一台配られるパソコンがある。それを使って、アプリでカウンセラーと話せると良い

対面だと話しにくいこともある。スクールカウンセラー：特別支援学級の子のところにいる

ことが多く、自分は話をするのが難しい 

・相手の顔を見て言う：上下関係を考えてしまう。アプリとかで誰が言っているか分からな

いようになれば気楽に送れる。素直な考えを言える 

・学校に行っていない間の教科書代や給食費。 お金が止まっている。そのお金を本人に渡

すかほかのことに活用できると良い。フリースクールの助成金とか。 
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ほかの県では実際にある事例 

・学校の先生：意見を言いやすい先生は生徒に向かってため口。壁のある先生は敬語。お互

い敬語。ため口の方が楽 

・相談ツール：ゲームや LINE があると良い。接しやすい 

 
 
（発表資料） 
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D グループ 

グループ構成：６名 

 （高校生５名、内閣官房こども家庭庁設立準備室職員１名） 

 

論点①こどもの居場所について 

【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・図書館（自分と同じような人がいて安らぐ） 

・地域の施設（公民館）で地域の人と話す、学校以外の人と話す 

 地域センター（支所）（新たな発見がある、新たな意見を聞ける） 

・図書館（自習室がついている、自由な時間に勉強できる、他の人ががんばっている姿を見

て元気をもらう） 

・地域センター（小学生がメイン、高校生が小学生に勉強を教える、職員も教えている、学

校後に立ち寄れる場所）（楽しかった、同年代のこどもたち、おもちゃ、本もある） 

・公園（小学生では体を動かしてすっきりする、友達と遊べて楽しい） 

 
【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・駄菓子屋さん（公園で不審者が出るかもしれない。限られたお金で、同年代のこどもた

ちが集まってコミュニティが広がる。） 

・先輩後輩のつながりが途絶えてしまうので、教え合うことから少し上か少し下の年代の

人たちと繋がれるとよい 

・他人とコミュニケーションをとる（話す）のが難しい子でも安心できる場所があるとよ

い。年配・高齢者・退職者の人たちにカウンセラーのように対応してもらうなど 

・図書館に自習室を作ってほしい・席を増やしてほしい 

 

論点② こどもの意見について 

【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・街中にある掲示板＠公民館 

・テレビ 

・SNS 

・学校からのプリント（興味がないことも） 

・町内放送（コロナ、迷子、帰宅時間等に気を付けよう、など） 

・回覧板、町内会広報物（プリント等） 

・新聞 

・町内施設の張り紙 

・Twitter 

・インターネット（Yahoo ニュース） 

・YouTube（農水省のばずまふなど） 
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【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・市議会議員に投書したところ、電話で詳細を確認してくれた（中学の公民の授業でルー

トを知った） 

・市の子ども会議に参加。市の担当者に意見を伝えることができた。これまではこどもた

ちでテーマを決められたが、今はテーマが決まっている。こどもたちが気軽に市町村・都

道府県の職員に伝えられるとよい 

・公民館のプログラムで、学校で言う機会があって言ったが、上に伝えます、で終わった

（フィードバックなし） 

・友達に伝えると伝えてくれる。SNS で共有 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・誰に伝えたらいいか分からない 

 
【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

・学校と提携して、役所の人に直接伝えた方が良い。役所の人が来て、説明して、その場

でこどもから意見を言う。また、感想を提出する。 

・今回のように、行政の人にこどもたちから直接伝える機会があると良い。行政が積極的

に話を聴きに行くのが良い。 

・どこに言えばいいか分かると良い。こどもたちから行政に声を上げる窓口を１つにし

て、そこから担当課に振り分けてくれると良い 

・役所の人は忙しいと思うが、こどもたちの声を聴くことをメインの仕事にする人がいる

と良い 

・SNS での投稿や Twitter の投票機能も良い 

・学校のタブレットを活用して意見を出す 
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（発表資料）  
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Ｅグループ 

グループ構成：５名 

 （高校生２名、大学生・大学院生１名、その他１名、内閣官房こども家庭庁設立準備室職

員１名） 

 

論点①こどもの居場所について 

【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・習い事の場所、公園、公民館（子供会） 

・Twitter など SNS 

・図書館 

・オンラインイベント 

・子ども食堂、福祉センター 

・意見の合う人のいる場所 

・新しい人間関係が生まれる場所、新たに自分を表現できる場所 

・自分が受け入れられる場所 

 

【その場所にいるとどんな気持ちになる？】 

・受け入れてもらえる、安心できる 

・つながりを感じられる 

・共通の話題、親近感 

・つらいことがあっても、慰めてもらえる、いてもいいんだという気持ち 

・いろんな価値観を共有することで、頑張ろうという気持ちになれる 

・孤独感を払しょくできる、充実感 

・水族館→新しいことを学べる 

・好きな本に囲まれていられる、新しい発見がある 

 
【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・高校生の居場所はあまり聞かない。受験などで苦しい思いをしている人が安心していら

れる場所 

・人口が少ない地域では高校生の居場所はより少ない 

・習い事など、いろいろな年代の人がいて新たな発見がある場所 

・自分から行かなくても、手を差し伸べてもらえる場所 

・高校生が運営するたまり場。いろいろな世代が集まる場所 
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論点② こどもの意見について 
 
【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・テレビ、市町村の SNS アカウント 

・省庁の SNS 

・YouTube  

・議員の SNS 

・自治体の広報誌（意外と影響力有） 

・学校のプリント 

・大学教授、つながりのある大人から 

・保護者 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・自分の悩みは言いにくいが、政策などについては学校のディスカッションなどで言えて

いる。場を与えられれば言いやすい 

・授業中などの場では言いやすい 

・学校のアンケート（匿名） 

・自分のこと、悩みなどは匿名の方が言いやすい 

・文章なら伝えやすい 思っていることをしっかり伝えられる。手紙など 

・オンラインアンケート 

・今後も関係性が続く中で自分の悩みなどを話すのは難しい 

・新たな人間関係の中では言いやすい 

 
【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・関係性の続く人の中 

・一方的に伝えるのは言いにくい。反応があるほうが良い。対話形式が良い 

・ネガティブなことは直接言いにくい。匿名、書面など感情が分からない方法が良い 

・大勢の前で言う 

・自分がよく知らないことへの意見を問われたとき 

 
【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

・近い考えの人が集まれる仕組み、みんなの意見として伝えられる機会 

・不安定な状況にあるこどもも含めて広く意見を聞ける仕組み。学校などで 

・電話、チャットなど意見を伝える方法が複数あるといい 

・誰でも来ていい場所をつくって、そこで意見を言う手助けができるといい 
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（発表資料） 
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F グループ 

グループ構成：6名 

 （大学生・大学院生 1名、正社員・正職員 3名、専業主婦（夫）・家事手伝い 1名、内閣官

房こども家庭庁設立準備室職員１名） 

 

論点①こどもの居場所について 
【学校や家以外に、「居場所」と聞いて想像する場所】 

・地域の図書館 

・スポーツ少年団、スイミングスクール、塾。（かかわりが違う人） 

・誰ともかかわらない場所 

・ネット上の場、ゲーム、チャット、SNS 

・地域が居場所 

・集中できる時間 

・お寺など宗教的な場 

・スポーツ少年団などタテや斜めの関係のある場 

・面と向かって話しにくいが誰かと話せる 

 

【その場所にいるとどんな気持ちになる？】 

・図書館（色んなことをしていた。本は当然、映画も。課題もやっていた。気楽に色々で

きた。） 

・何か過ごしにくくなっても、別のコミュニティがあると気分転換 

・自分一人だけで邪魔されずに好きなことができる 

・自分をさらけ出せる。気楽に話せる 

・わずらわしさもありながら、お付き合い、行事、助けてくれるし安心感ある 

・何かをやっているときに居場所という感覚があった 

・干渉してほしいというわけでもないが、周りに信用できる人間がいる場は大事 

 

【もっとこんな居場所があったらいいなと思う場所】 

・ほっといてもらえる場、出入り自由も OK。否定されない場 

・無料で、気軽に利用できる。気軽にコミュニティに入れる。かつ、学校から遠い 

・仮想的な場、申請や審査がない。児童相談所等ともぱっと見は関係ない 

・遊びができる、見守ってくれる大人がいつつ、干渉しない 

・生涯学習の場（博物館、美術館、図書館）こういうところで自由に過ごせるところがい

い 
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論点② こどもの意見について 

【ふだん、どんなツールから情報を得ている？】 

・SNS が主。深堀したいときは検索機能を使って、各府省のサイトに行く 

・支援制度を調べたいときは、NPO 等のサイトを見る。例：「もやい」のフローチャート的

なもの 

・YouTube（ある程度有名人）とテレビ 

・NPO の同僚から情報シェア 

・知り合い。官報等、テレビ等の情報は話半分 

・検索して官報。こどもで考えると TikTok や YouTube のまとめ動画 

・ゲーム内のチャット 

・小さい時を思い出すと学校だより。一応読んでいたかな 

 

【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えることはできている？どのように伝えている？】 

・中学生くらい、市長とお話する会でやったくらい 

・できているかと問われると選挙 

・道路の危険情報を自治体へ 

・政策に関してはなかなか 

・パブコメは敷居が高い 

・このユース・ラウンド・テーブルに参加する前は興味がなかった 

・知り合いに偶然議員関係がいれば、できるかな 

・つながりは感じられない 

・知り合いや、ロビー活動で議員に近い人に情報を送って、依頼 

・内閣府や内閣官房の LINE に答えるくらい 

・たまたま目についたところに書くくらい 

 

【ふだん、自分の気持ちや考えを伝えにくいと感じるとき】 

・敷居が高い 

・言ってもな～と思う 

 
【どんな仕組みやツール、環境があればこどもや若者は意見を言いやすい？】 

・目安箱。個人が特定されない形。意見挙げやすく。紙でもネットでも 

・どこに問い合わせれば良いのか、交通整理が重要。その上で、リアクションがないと、

「どうせ言ってもな」と感じてしまう 

・リアクションがある場がいい。顔の見える関係性での対話の場だと「どうせ言っても

な」という感覚は緩和される 

・万人に分かりやすい通じやすいツールでないと 

・知識がなくとも投稿できる。個人情報を入れずに 
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・匿名がいい 

・時間が自分のタイミングがいい 

・聞かれたことが役に立っている認識を 

・一般人でも、属性分けくらいは必要か。フィードバックは必須 

・誰もが答えられる。配布物も必要か。YouTube で連絡先を書いてあるとよい 

 

（発表資料） 
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４．いただいたご意見の活用について 

 

ユース政策モニターのみなさん、今回はたくさんのご意見をいただき、ありがとうござい

ました！ 

こども家庭庁設立準備室、また来年４月にできるこども家庭庁が「こどもまんなか社会」

を目指し、こども・若者のための制度や政策をより良くするためには、みなさんからのひと

つひとつの声や意見がとても重要なものになります。 

今回いただいたご意見は、こども家庭庁設立準備室で実施している、こどもの居場所づく

りやこどもの意見を聴く・反映させるための調査研究（※）における検討に活用します。検

討の結果は、報告書にまとめ、ウェブサイトなどに公開させていただく予定です。 

こども家庭庁では、今後もこども・若者向けの取組を企画してまいりますので、ぜひまた

協力していただけるとうれしいです。 

 

（※） 

こどもの居場所づくりに関する調査研究 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_ibasho_iinkai/index.html 

 

こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ikenhanei_process/index.html 

 

 

内閣官房こども家庭庁設立準備室 


