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子ども発達支援事業部 
 

今年度は保護者の力を借りて自治体と連携していく方法を模索していきたいと考えてい

る。 

① 今年度は昨年度のような自治運営の文化が残っているので、新しいメンバーで自治を

してみる挑戦の一年となる。学習や具体的な活動を軸にして「みんなで楽しくやって

みることができた」という経験の積み重ねを行う。 

② 昨年成立した教育機会確保法を利用するための地域連携も作りながら、次のフォーラ

ムの開催を準備している。 

③ 今年度も留学生を受け入れ、国際交流の学びが得られるよう実施している。 

④ 学びの内容についても研究･学習していくために、コスモに限らず協同ネットでの｢学

び｣について再検討し、子ども部門としてどのように進めていくのかの確認作業を継

続して進める。 

⑤ 今年度の中学生は学年とのまとまりを重視しつつ、共通の課題に取り組む授業にも力

を入れる。その中で、仲間意識を育みつつ学ぶ集団の形成を目指す。特に中学 3 年生

は､進路についても共通の課題として話し合えること高校受験を一緒に取り組める仲

間関係を構築する。 

⑥ アミークスの個別指導は集団での学びへ移行をさらに進め、 終的には学年集団とか

さねられるようになる。 

⑦ 困窮者に広がった学習支援の取り組みを充実させるとともに、学ぶ意味を考え進路を

切り開く活動につなげる。その為にも､保護者との連携を強める活動を進める。 

 

年間の日程 

 4 月 種まき（農業体験） 

 5 月 代掻き（農業体験）・フォーラム・田植え（農業体験） 

 7 月 夏期講習（前半）・冒険旅行 

 8 月 夏期講習（後半）・夏の学校 

 9 月 夏の取り組み報告会・みたかこども祭り 

 10 月 稲刈り（農業体験） 

 11 月 脱穀（農業体験） 

 12 月 受験生を励ます会・冬期講習 

 1 月 冬期講習 

 3 月 プロジェクトアドベンチャー・進級進学を祝う会・スキー合宿 
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コミュニティーベーカリー風のすみか  
 

よりおいしいパンの充実を図り、売り上げ増加を目指していきます。価格の見直しや、

売れるパン作りと売り方の追及をするため、改善案が出やすい環境を作り工房店舗スタッ

フはもちろん研修メンバーがチームとなっての職場作りの追及をしてきます。 

ニローネすみか農場との連携を図り一体となった事業展開を進めていきます。 

  

取り組み内容 

１．よりおいしいパンの追及 

 国産パンの充実とニローネの野菜を使ったパンの開発をし、価格の見直しを行う。 

 月１回以上の工房ミーティングを確保し、新作パンや工房店舗の改善点を出し合える

環境を整える 

   

２．魅力的な店舗づくりを目指して 

 チラシや読み物、看板内容などにこだわり等のアピールを充実させ集客を増やす。 

 気になる他店へ行って見たり、面白い取り組みをしている方に会ってみたりと、パンに

こだわるお店や職人から刺激を取り入れる。合わせて良い食文化を追求する人や団体と

の交流も図っていく。コミュニティーベーカリーとしてオープンカフェの充実を図る。 

   

３．地域や団体内の事業部との関わりの強化 

 月１回ニローネに行き農作業や加工品づくりをしながら連携のためのミーティングを

進める。 

 新しく入った若者の職人を中心にパン作りとは直接つながらなくても協同ネットへの

研修にできるだけ参加してもらい協同ネットスタッフとしての自覚を育む 
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ニローネ風のすみか農場 
 

◇どう追及し、実現するか 

①大きな柱の一つである風のすみかとのコラボレーションを進める。 

～すみかスタッフが月に 1 回農場で協働作業を行い、連携する。トマトソースやバジルソ

ースの作成や商品開発、作付け計画の会議などを行う。 

また、月 1 回にすみかマルシェを開催し、自社農場のアピールと物販を行う。 

双方の行き来で、モノの行き来と現場の現状の把握が確保されるのが狙い。 

 

②月 1 のイベント開催を行う 

～相模原ニローネプロジェクトチーム主催の定期イベント開催で一般の消費者を誘致する。 

若者はそのイベントに関わり、受け入れの側に回るプログラムを整備し、将来的には賃金

を受け取ることの出来る仕組み作りの足掛かりにする。 

まずは古民家の改装を行い、快適な空間を作り出す。 

貸農園事業に関しては、今後ニローネに集客していく中で、そこのお客さんに営業をかけ

ていく。まずは来てもらって魅力のある場作りをしてから、次のステップで貸農園事業

をスタートさせていく流れが自然。 

 

③加工品販売や会員勧誘 

～すみかクラブの会員やイベントの告知、ジャム販売の店舗など外部の営業を強化する。 

橋本の商店街への営業活動、あじさいメイツとの連携強化を行い、イベント集客やジャム

販売の顧客獲得を行う。 

 

◇今年度は、プロジェクトグループとの定期会議が月に 1 回、すみかスタッフとは 2 回話

し合いの場を確保することが出来る為、円滑なコミュニケーションを行い、農場の資源

を活用し‘また訪れたい！！’という魅力ある場作りをしていきたいと思います。 

 

 

 

 

農産物出荷表 

２０１６年結果 

＆ 

２０１７年目標 
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三鷹若者事業部         
 

１．居場所での出会いと学び合いづくり―プログラムの精査を引き続き進める。 

①居場所へのつなぎ 

・居場所やプログラムを紹介する冊子を作成・活用する。 

・居場所側の受け入れ体制を工夫し、新しいメンバーが参加しやすくする。 

②居場所会議や日々の振り返りを充実させ、サポステと三居場所との連携を強める。 

③プログラムの精査 

・勉強会やパソコン講座といった既存の「入口」プログラムの、機能の検証と工夫。 

・10 代後半や女性の入りやすいプログラムづくりを進める。 

・企業家との出会いの会も盛り込むなど、若者にとってよりリアルな社会と出会うプログ

ラムをより充実させる。 

・語りの場を引き続き整備し、中身もより深めていくとともに、発信の場も作っていく。 

 

２．中間的就労システムモデルの構築 

①自前の研修システムの充実 

・「風のすみか」「DTP ユースラボ」ともに、持続可能なあり方を法人全体で追及していく。 

・DTP ユースラボにおいて、受注業務を捌いていける体制を構築していく。 

②企業・事業所とのネットワークづくり 

現状では、若者からの企業実習に対する強いニーズに応えきれていない。他事業部およ

び NPO わかもの就労ネットワークとの連携を強化しながら、若者を企業によりスムー

ズにつなげるための構造を固め、具体的な動きを作っていくことが、何よりもまず急務。

さらに、企業と一層密な関係を構築するとともに、若者のつなぎや、つないだあとの継

続やステップアップのあり方について、企業家、若者も含めて議論を深めていく。 

 

３．取り組みの周知と地域ネットワークの構築 

①広報媒体の整備 

・facebook の活用をより進める。地域への発信も引き続き追求する。 

・上記「居場所へのつなぎ」に用いる冊子を、外部への取り組みの発信にも利用できるも

のとし、積極的に活用する。 

・若者の発信の機会を設け、広報だけでなく若者の学びとしても意味ある取組みをつくる。 

 

４．その他 

① 「協同ネットを支える親の会」立ち上げを検討する。 

② 「スタッフの勉強会」を実施し、上記のような課題にともに向き合う基盤をつくる。 

③ 子ども部門との接続に向けて、連携のあり方や具体的方法について検討する。
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相模原事業部 
 

 

 

（１） 就労支援にとらわれない若者支援の模索と制度化 

協同ネットの目指す支援とは、困った時に人を頼ることも含め、若者自身が生きや

すいように現実を組み替えていく調整力や交渉力を取り戻すことにある。就職に向

けたノウハウ提供的なものというよりは、何らかの取り組みに仲間とともにチャレ

ンジしていく成長・発達の機会保障こそ主眼といえる。しかし制度上はノウハウ提

供的な就労支援モデルが台頭しており、サポステ事業の限定化、あるいは形骸化が

進んでいる。私たちの支援モデルの有効性を行政に示し、一入札業者を超えて役割

と信頼を獲得していく必要性がある。 

 

（２） 相模原市近隣自治体への周知と連携の推進 

SYSS に限らず私たちの事業の潜在的なステークホルダーは、近隣自治体にも多数お

り、行政及び居住者への周知を推し進める事で、私たちの事業の有効性や重要性を

より明確に証明していく必要がある。 

 

（３） 面接などによらない新しい地域企業との出会い方の構築 

今日の就職とは、書類審査と面接による採用試験にイメージが画一化・固定化され

ており、他のルートの有効性や普遍性へのイメージに乏しい。職業体験などを通じ

た採用ルートの確立と普及が求められる。練馬事業部などの先行モデルを参考にし

つつ取り込めるものは積極的に取り込んでいく。 

 

（４） 課題集中校などと連携した早期支援のモデル作り 

ドロップアウトや卒業から孤立してしまう事への予防的支援として、サポステ事業

においても定時制及び通信制生徒の一部が支援対象となっている。SYSS では昨年度

から引き続き、津久井高校定時制、厚木清南高校通信制での高校生居場所カフェを

運営し教職員と一定の関係性と築いてきたが、さらにもう一歩踏み込んだ取り組み

を構築し、具体的な支援実績を創出していきたい。また近隣の他校への周知も SSW

などとの連携を図りながら進め、制度にとらわれず柔軟に対応していきたい。 

 

平成 28 年度は、まず全国的に、地域若者サポートステーション事業が一般競争入札

制度に組み込まれ、平成 29 年度以降の事業の安定的運営に大きな影を落としている。

また市内においては、子ども若者未来局の新設により、事業の再編・新設が進むこと

が予想され、その動向に注目しておく必要がある。またこれと呼応する動きとして市

内各地に「子ども食堂」や「無料塾」が立ち上がり始めており、子ども・若者自立サ

ポート事業をはじめとして、市政と市民活動の繋ぎ手として事業部は新たな役割も期

待され始めている。私たちは子どもや若者の発達保障を目的に、それぞれの事業も進

めつつ、以下のことを追求していかなくてはならない。 



 

27 

（５） ニローネを中核とした集客力のある取り組みの創出 

昨年度不振に終わった集中訓練プログラムであるが、今年度は改めて内容の改変な

ども含め、実績作りが重要になってくる。また実施と同時に次期を睨んだ明確な短

期的・中期的ビジョンをもった取り組みにして行く必要がある。SYSS の付加事業と

しての若者支援を超えた地域特性を活かした取り組みにしていく事で、ニローネか

ら他地域への発信力や集客力をつけていく必要もある。さらに広域に広がっている

事業部の相互プログラムが実現できるハブ機能の担い手としての期待もある。 

 

（６） 日常に学びのある新しい居場所プログラムの構築 

限られた人的・環境的資源の中でもマンネリズムにとらわれず、行く度に新鮮な出

会いと発見のある「場づくり」こそが、利用者の求心力となり、取り組みが取り組

みを産む好循環にもなりだしえる。そのためには各職員がこれまでに獲得してきた

生きた知恵、つまりは「学び」を作り出す事が、より一層求められる。 

 

（７） コローレの子ども・若者自立サポート事業の総合拠点化 

コローレに事務局機能を確立し、広域に広がった該当事業の窓口として、事業全体

の把握、情報の集約と発信、対外的な機動力の強化などを図る。また他の居場所に

先立って、（８）〜（１０）の取り組みを開始・推進し先行モデルを確立する。 

 

（８） 地域の類似活動との連携関係の構築 

「無料塾」や「子ども食堂」といった地域の取り組みを把握し、連携関係を積極的

に構築し、行政とのハブ役を担って行くことで、新しい公共性とこのことに基づく

新たな役割を確立していく。 

 

（９） 居場所事業・高校生居場所カフェ・中三勉強会の段階的接合あるいは乗り入れの強

化 

居場所事業を中心に中高などの学生を対象とした 3 事業は、個々の学年や状況に応

じて間断のない支援プログラムの提供を整備していく必要があり、今年度は具体的

な事例を創出していくことが求められる。 

 

（１０） 事業間での合同企画と利用者の相互利用の実現 

ニローネなどを活用した事業間の合同企画は平成 29 年度も様々に継続しつつ、ピー

ス＆コローレ、ホッと＆ぽると、各区居場所＆各区勉強会など、比較的近い事業間

の相互プログラムを日常的に創出して行くことも望まれる。また SYSS は在学期間中

の一部が対象者として改めて認められたことを踏まえ、コローレとの連携を強化し

ていく。 
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練馬事業部 

  

活動概要（課題に向けた来年度の取組み・ねらい） 
 28 年度報告でも触れたように、各委託事業それぞれは順調に活動できているも

のの、委託事業の性質による縦割り課題が生まれ始めています。 

 そのひとつは、高校進学後の不登校生徒への支援が届かないという課題です。義

務教育年代への学習支援を行い、進学率は上昇したものの、高校の定着率に関して

は具体的に関わることができずにいます。サポステも高校在籍生徒への支援は禁止

されており、中退、あるいは中退が目前迫った状況下でしたサポステを利用できま

せん。義務教育年代に関わる事業は、およそ６００名いる不登校児童生徒へのサポ

ートで手一杯になっており、うまく高校に馴染めなかったり、学習が難しい若者た

ちがつまずき、移行期の狭間に落ちそうになっています。 

 練馬事業部は行政とのパートナーシップをさらに強化するとともに、参加する会

議や委員会等での発言を通して、練馬区内の若者支援の方向性にも影響を与えて行

きたいと考えています。少年期から青年期の移行期を支えるとともに、その後の自

立支援までもが地続きでつながれるような仕組みづくりを目指します。 

  

 

活動目標（箇条書き） 

 【事業部全体の目標】 

行政・地域・企業と連携し、不登校支援や就労支援をネットワーク化し、 

『子ども・若者がその人らしく働きやすい地域社会』の構築を目指す。 

 

■不登校児支援事業（教育委員会・福祉事務所委託事業） 

     1. 特に義務教育年代で、支援を必要とする子どもの掘り起こし 

     2. 不登校生徒と芸術・身体表現・言語表現等を通し自己肯定感獲得を目指す  

■学習支援事業（教育委員会・福祉事務所委託事業） 

   １. 勉強会に参加する生徒自身が納得のできる進路決定を目指す  

   ２. 行政や塾産業と協力し、連携して勉強会における「仲間づくりの意味」と、 

    彼らに必要な学習支援のあり方再検討する。 

  ■若者の自立・就労支援 

1. 多様なインターンシップの仕組み化を目指す。 

①地域のキーパーソンや商店との繋がりを活かし、「利用者のニーズに合わ

せた」オーダーメイド型インターンの構築を目指す。 

②中小企業家同友会所属企業と連携し、複数の企業間を行き来したりもで

き、その上で働く経験もつめるようなネットワーク型インターンの構築を

目指す。 

2. 家族会の発足
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世田谷事業部 

1. 宿泊事業 年間８０件の宿泊団体の確保/区内、国内外の若者との交流の拠点となるプログ

ラム展開 
通信会員制度（地域サポーター）がスタートし、より多くの区民への情報発信が可能にな

りつつある。「宿泊体験レポート」のようなのげ青での宿泊の楽しさを伝える記事を通信

に掲載するなど、広報活動を充実させる。若者の交流プログラムも次年度に向けて検討

中。 

2. 若者自主企画事業 ノゲセイトライアングルプログラムを推し進め、より利用者主体の活

動および運営が行われるセンターを目指す 
まだ、企画提案・実施に不慣れな若者が多く、プロジェクト実施をサポートするスタッフ

負担が大きい。経験者・リーダー層の成熟が必要か。同時に若者たちに「どこまでもとめ

るのか」も考える必要がある。また、次年度は卒業、就活のためにガクボラに参加できな

い学生が多くいるため、担い手となる若者の募集が急務となる。 
 

3. 福祉的就労事業  フリースペースやプログラムを「誰もが参加できる」条件・文化を拡

充、「一歩を踏み出す」若者のサポートの場とする。 
H２８年度、いわゆる「生きづらさを抱えた若者」がトライアングルから生まれたプログラ

ムに参加したり、フリースペースでの利用者同士の交流を進めるなかでエンパワーメント

され、就労移行支援への参加、特別支援系の専門学校へと進学を決めるケースが散見され

た。２９年度もユニバーサルな学びの居場所を追求する。同時に、若者総合支援センター

と共同し、居場所と就労を埋めるプログラムを推し進める。 
 

4. 地域ネットワーク事業 地域懇談会等発信活動：４回 地域年間行事参加：年間１０回程

度 通信会員の拡充 
H２８年度、地域との課題が大きくクローズアップされた。提言にもあるように、若者たち

が社会に開かれていくためには、地域サポーターの支えの中で、施設自体が地域に開かれて

いく必要がある。新たに設置した入口近くの掲示板を活用し、センターの活動を伝えるとと

もに、地域サポーター制度の活用、地域の季節行事に準備段階からの参加をしていくなど、

今年度をきっかけにつくられたつながりをより太くしていく取り組みを行っていく。 

・H２９年度の野毛青少年交流センターは、今年度の「ノゲセイトライアングル」をベースにさら

に発展させていくことを主眼としていきたいと考えている。具体的にはプログラムへの参加者を

増やし、より主体的な運営ができるようになるようユースワーカーがサポートしていく。 

・これまで「福祉的就労事業」として行ってきた「のげ青カフェ ココイル事業」に関しては、い

ったん白紙に戻し、本館・別館における活動の中にその要素を包含することで実施していきたい。

具体的には「のげ青トライアングル」の中で利用者が計画している「青少年食堂」へのお手伝い

としての参加や、フューチャーハブにおける本の管理補助などの様々な活動を想定していく。 

宿泊事業に関しても、本体事業プログラムとのより一層の連動を行っていくとともに、２８年度

以上の宿泊団体数を確保していく。 


