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子ども発達支援事業部 
  
■ フリースペースコスモ 
①⽗⺟と協同の学びづくり 
 新たに保護者とスタッフが対等な⽴場で運営について協議する場「運営会」を設置し
た。これは、⽗⺟の⼿づくりの居場所であるコスモの原点にかえるもので、プログラムの
計画や報告を⾏い、相互に成果を確認し合うことができた。 
「教育機会確保法」が成⽴したことによってコスモと地域の⾃治体が協⼒して⼦どもの学
び育ちを保障する必然性が⽣まれている。 
②⽣活から始まる体験的な学習の充実 
 ⽣活からはじまる体験的な学習のさらなる充実を重点課題とした。⼦どもたちが「コス
モで○○を学んでいる。学べた。」と⾃信を持てれば、コスモをもう⼀つの学校として認
識し誇りを持って通うことが出来るという⾒通しに基づくものである。 
 週 1 回の「スタッフ企画」を定番の学習企画とすることを始め、実験、漢字、ことば、
算数、平和、百⼈⼀⾸、地理・世界、いきもの、料理、⽣産…など⼀⼈⼀⼈が、「⾃分」
からはじまる様々な学習にであうことができた。しかし、まだそれが⼦どもたちのコスモ
っ⼦としての⾃信には⾄っておらず、スタッフの教科研究によるさらなる⼯夫が必要とさ
れている。（ｺｽﾓ） 
③ 感想や振り返りのミーティングがしやすい応答性のある場づくり 
 昨年度はメンバー間相互の安⼼感と信頼関係が育っていたと判断し、より安⼼と信頼を
深めるために⼀⽇の終わりにその⽇の感想をシェアし合う「良かった会」をはじめた。そ
れによってメンバー間のやり取りが活発となった。中 3 メンバーを中⼼に⼦どもたちが⾃
分たちで企画の計画・実⾏ができ、⾃治に基づくコスモの運営を⾏うことが出来た。 
④ 20 余年の実績を地域へ広く伝える 
 卒業⽣に聞き取りを⾏い、彼ら・彼⼥らの学びを分析した。団体の居場所スタッフの研
修的意味合いも持たせ、各事業に共通の多様な到達⽬標を獲得した。6 ⽉には三鷹市役所
でフォーラム「⼦どもたち若者たちは学校外でどのように⽣き、学んできたか」を⾏っ
た。コスモ卒業⽣と汐⾒俊幸⽒が登壇し、定員を超える来場者となった。⼤きな反響があ
り、市役所職員や地域の連携先、地域の保護者などへのアピールが実現した。 
⑤ 開所⽇の増設 
 全国のフリースクールの平均開所⽇数に近づけるため、これまで週 4 ⽇開所としていた
ところを、週 5 ⽇の開所に改めた。料⾦の⾒直しも⾏い、会員数が約 2.5 倍に増加した。
今年度も引き続き同じ体制を維持するが、ボランティアの学⽣の確保が課題となってい
る。 
⑥ 外国⽂化や外国語に触れ、国際理解を深める 
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 韓国を訪問し、現地のフリースクールとの交流を⾏った。海外に⾃分たちと同じように
フリースクールで学ぶ⼦たちがいることを知る機会になった。その準備の過程で韓国語を
⾃主学習したり、現地で会話にチャレンジすることができた。初めて海外に⾏くというメ
ンバーも多く、今まで恐れていた異⽂化や外国⼈が親しみの対象となった。 
 また、ICU 留学⽣との交流を⾏い、楽しく⾃然に英語を⾝に着ける機会を作った。ま
た、留学⽣と⼀緒の時間を過ごす中で、「⼤切なあの⼈の背景にある⽂化」に触れ、多様
な価値観や⽂化が⾝近で親しみの持てるものになった。 
 
■学習⽀援教室 

① ⼩学⽣ 
 前半に宿題などの学習課題、後半は総合学習に取り組んだ。ほぼ⽋席をしない⼦もいる
が、⼩学⽣の何名かは他にいくつか習い事をしており、習い事が忙しくなるとも⽋席が多
くなる。しかし、学習⽀援教室が学習をする場であると同時に、⼦どもたち⾃⾝にとって
「⾏きたい」と思える居場所になっており、少々来ない期間があっても通所が継続されて
いる。 
 また、合宿などの体験的取り組みへの参加希望は強いが⽇常は通所しない⼦の中には通
信教育などの学習⽀援を利⽤している⼦もいる。つまり⼩学⽣では⽇々の学習以上に様々
な活動へのニーズが⼤きいと感じられる。また、不登校気味で放課後の外出が難しく不定
期に通所する⼦、低学年なのに遠距離のため保護者の送迎がないと通えない⼦もいて問題
が⼤きい。 
 今年度もこの学習形式は続けていくと同時に、総合学習の内容の充実をはかりスタッフ
での検討を加えていく。 

② 中学⽣ 
 1 年⽣はほとんどが新規の⼦どもで、昨年度から継続の 1 名も来所が不安定だったた
め、年度当初はほとんど⼦どもがいない状態だったが、次第に⼦どもが増え、2017 年に⼊
ってからは集団で学習に取り組むことができるようになった。しかし、⼀⼈⼀⼈の学習の
理解度にかなりばらつきがあり、共通の内容に取り組むことが困難だった。 
 2 年⽣は出席率が⾼く、安定して⼈数が揃っていた。しかし、学習に取り組むまでに時
間がかかる、集中が続かないなど課題も多くあった。それでも、試験前は授業⽇以外の⽇
にも来て学習に取り組み、⾃分の課題に向き合っていた。さらに、夏以降は全体と通して
学習に取り組む姿勢に変化が出てきて、とても集中して取り組めていた。来年度は 3 年⽣
に進級し、受験⽣になるためこともあり⾼校受験をリアルなものとして受け⽌め始めたこ
とが影響していたと思われる。 
 3 年⽣は新規 2 名が⼊ってきたことで集団が⼤きくなり、夏期講習では受験に向けて学
習に取り組むことが出来た。夏合宿では⾼校⽣やスタッフの⼒を借りながら肝だめし、フ
ァイヤーストーム等の取り組みの企画・運営を⾏った。夏以降は私⽴⾼校への推薦⼊試を
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⽬指す⼦と、中⾼⼀貫校に在籍しているため⾼校受験をしない⼦がいたため、少⼈数での
学習になってしまった。しかし、冬期講習ではお昼ご飯を⼀緒に⾷べるなど多くの時間を
共に過ごすことができ、信頼関係を育むことができた。今年度は基礎学⼒の部分がしっか
りしていたため、昨年度より難易度の⾼い学習内容でも最後まで集中して取り組むことが
できた。結果として全員が志望校に合格することができた。 

③  ⾼校⽣ 
 部活やアルバイト等を始めた影響で来所が減る。⾼校⽣全体として定期試験前になると
学習に来る⼦どもが増えるが、定期試験が終わると来所が途絶えることが多かった。学校
等に⾃分の居場所ができていることが理由としては考えられるが、⼀年を通して⾼校⽣の
⼈数を安定して来所を促すための取り組みづくりが必要。 
 
■コスモアミークス 
 ⼩学低学年は保護者による送り迎えが困難で数回の来所後、通所が途絶えてしまった
り、前年度担当 CW が通所に付き添って何度か通所できた⼩学 4 年⽣は７⽉までは⺟親の
送迎で来所し、夏休み中には訪問も⾏った。しかし、9 ⽉以降は通所が出来ていない。⼩
学 5 年⽣は個別を⾏いながらクラスへの参加を促したが、9 ⽉以降は通所が減り、年度途
中での退会になった。中学１年⽣は３名を個別ではあるが同じ部屋で⾏うことで⼩集団に
近づいた。しかし、1 名は夏休み前までは通所が続いたが、夏休みから通所できなくなっ
た。学校への登校も不安定になっている。2 名の通所は安定している。そのメンバーに誘
われる形で、1 名が 11 ⽉頃から通所するようになった。中学 3 年⽣の 1 名は全寮制の学校
に通っているが、夏や冬の合宿には参加を続けている。⾼校 3 年⽣の 1 名は通学が困難に
なり、10 ⽉に⾼校を中退した。その結果、若者⽀援へと移⾏した。 
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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きました。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した。 

 

取り組み内容 

１． 研修生からスタッフへ 

元研修生が転職し工房のスタッフとして戻ってきました。また研修生から店舗スタッ

フとしてパートで働き始める若者が生まれ、彼女は OB 会にも参加し「すみかで働い

ていて、今とても毎日が楽しい」と語ってくれ、協同ネットの「良い仕事・働き方」の

モデルとなっております。また 2016 年の学校外の学びフォーラムをきっかけにすみか

の職人として入職した若者も自分の体験から若者と共に良い職場・研修を作っていき

たいと５月からがんばっています。 

 

２． よりおいしいパンの追及 

 国産パンの売り上げが増加し、国産パンや食事パンを中心としたラインナップのシフ

トすることができた。売れるパンだけに厳選し、具材を増量するなどで価格改正を行っ

た。 

 国産パンを使ったサンドウィッチの充実とバンズ専用生地を開発し、バンズを使った

コロッケパンやハンバーガーを作ることができた。固定客も多くなり、お目当てにして

来店する方が増えた。 

 特にハンバーガーはバンズやパテの試作を繰り返し、みんなで作り上げる取り組みに

なった。 

 月１回以上の工房ミーティングを試みたが、生産量が上がってくる時期と体制が変わ

ったこともあり、あまり行うことができなかった。 

 

２．若者たちと魅力的な店舗づくりを目指して 

 集プロメンバーとポップのデザイン、看板枠の色を変更した。ポップはサイズを大きく

し、パンの情報が多く入るようになった。ＰＣで作ることができるようにし、誰が作っ

ても統一感のあるポップが作成できるようになった。看板は目立つように黄色に塗り

替え、公園側からも見えるようにした。 

 オープンカフェのお店づくり（レイアウト）を若者たちが考え、水曜日から日曜日にか

けてカフェをやり続けることができ、固定客が増えた。 

 集プロメンバーが少なく、キッチンカーを使ってのコーヒー提供があまりできなかっ   
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た。 

 ピザ専用オーブンを使い焼きたてピザの提供をすることができた。 

 天気の良い日曜日にはキッチンカーを移動して、畳製のマットを敷き、客席数を増やす

試みをした。小さなお子さん連れの方々などに利用していただき盛況だった。 

 店舗スタッフの固定により、安定した店舗づくりをすることができ売り上げ向上につ

ながった。 

 今年度は訓練生とパン作りにも挑戦した。訓練生はすみかのパンがいかに丁寧に作ら

れているか体験できたが、もともとパン職人を目指す若者は少なく、もっとパン屋をや

りたい若者たちとすみかの研修をつなげていけるかということがすみかを中間的就労

の場として機能させていく上での課題となっている。 

 

３．地域や団体内の事業部との関わりの強化 

 コスモメンバーと夏の子どもカフェを取り組むことができた。 

 さがみはらサポステ（ニローネ）のイベントにコッペパンとコーヒーを提供。ただし物

だけの提供だったのが今後の課題。 

 全体研修などを通じ子ども事業部との連携意識が高まった。 
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ニローネ風のすみか農場 
 

１６年度は主に、農産物の生産、風のすみかへの出荷、すみか倶楽部（会員制野菜販売）

への出荷、ニローネマルシェ（毎週土曜日、５月～１月まで開催）の運営、地域イベント

（ブルーベリー狩りなど）の開催、加工品作り（ジャムなど）、週１回の体験農業プログ

ラム開催、などの活動を行いました。 

農作物の生産は計画の約７５%ほどの結果。今年度は以上のものに集中訓練プログラムを加

え、改良をおこない運営していきたいとしています。 

 

 

◇現状・課題 

16 年度→デイケア農業の色が濃く、魅力的な場作りに消極的という反省。 

17 年度→福祉スタイルでは、若者は元気にならない！新しい形（教育・都市との連携）の

農業を実践して、若者に新しいスタイルを提示していく。 
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ＤＴＰユースラボ         
髙橋薫 

 2015 年 10 月から、印刷・出版物の文字や画像データを PC で紙面に配置していく、いわ

ゆる「DTP/組版」の職場立ち上げに挑戦している。以前から若者の職場実習を受け入れて

くださっている印刷会社・光陽メディアの技術提供が得られ、東京都の子育て応援ファンド、

J.P.モルガンからの助成金により、三鷹にある若者の交流スペース「リンク」隣のスペース

と機材、人件費などを調達することができたことでスタートした。若者自身が職場を立ち上

げ、経済的にも自立しながら、働くことに喜びを感じていけたらと夢は膨らむが、今のとこ

ろは寄付や助成金がなければ成立しない。取り組みに参加した若者がそれぞれの展望を描

ける現場にしていくために、職場づくりにより一層力を入れていかなければならない。 

 

取り組み、エピソード 

 ユースラボには、PC の基礎から学ぶ PC 講座も含めて 1 週間で 35 名程度の若者が利用

している。隣の「リンク」からの行き来もあり、作業場兼交流の場として定着してきている。

この間、団体内の事業チラシや通信などのデザインと組版、連携団体のチラシや報告集の制

作も含めて作業をこなしてきたが、外部からの受注も少しずつ増えてきている。とくに、

JYC フォーラム（全国若者支援連絡協議会）からの依頼で全国若者・ひきこもり協同実践

交流会の要旨集（資料集）の制作に関わったことや当法人と関係の深い雑誌『教育』の業務

受注に向けた訓練が光陽メディアの指導のもと始まったことを挙げておきたい。これらに

よって、社会的意義があり当法人も参加している営みに仕事として参加でき、結果的にこう

した実績をアピールポイントとして今後の業務受注を進めていく可能性が広がる。 

また、4 月から企業からの助成が大幅に減ることになり、体制も新たにしていく必要が生

じている。これを機に「外」を意識した動きをはじめるメンバーもいる。連携している中小

企業に就職が決まった者は、引き続き間接的にかかわりが持てており、今後の企業との関係

もより深まっていくことは間違いない。 

 

到達点と課題 

業務受注が増えるにつれて、自分たちのペースと納期との兼ね合いを加味した受注の仕

組みや、より良い作品に仕上げるための過程の共有やチェックの仕組みなど、見えてきた課

題もたくさんある。これらをひとつひとつ乗り越えていく実践を追求したい。 

 しかし、ユースラボを担う働き手が現れない限り業務受注を安定してすすめていくこと

が難しいという現状がある。また、通過していく若者を企業ネットワークにつなげていく好

循環の構築も急務である。 
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みたか若者事業部 
 

みたか若者事業部は、みたか地域若者サポートステーション、三鷹市、武蔵野市、西東京

市の事業を連動させ、総合的な若者支援事業として展開してきました。さらに若者の交流ス

ペース「リンク」や「風のすみか」、「DTP ユースラボ」などの独自事業で新たな展望を切

り拓こうとしています。本年度は、説明会や市報掲載の定期実施により、家族からの紹介で

新規につながる若者や、アルバイトをしながら通う若者が増えたことが特徴です。親同士の

口コミや専門機関からの紹介も多数あり、家族や専門機関との日々の信頼関係構築に手ご

たえが感じられました。また、３つの居場所(三鷹リンク、西東京市 We、武蔵野市若者サポ

ート事業)の交流を活性化させる動きが定着し、若者同士が顔の見える関係で活動を紹介し

合っています。 

さまざまな出会いを経て「風のすみか」や「DTP ユースラボ」に参加する者もいます。

本年度から、そこに通うための交通費を支給する仕組みを整備しました。また、自分らしい

働き方・生き方を模索する「若者会」を結成し、働くことの不安やその背景について語り合

い、発信しはじめています。 

他方、若者を受け入れ、育てる企業ネットワークづくりも続いています。本年度は企業家

が中心となって若者と企業をつなぐ新たな NPO の立ち上げにも参加しました。 

 

１．居場所での出会いと学び合いづくり 

①入口機能の検証と実践 

・みたか地域若者サポートステーションの本年度の数値は以下の通り。 

新規登録者数…325 人／のべ相談件数…2429 件／進路決定者数…172 人 

・就労後も面談や交流スペースを利用する若者が増加したことなどから、利用者数が大幅に

増加(一昨年度 560 人→昨年度 2 月時点で 611 人) 

②居場所活動の広がりと深まり 

・ 3つの居場所合同のフットサル大会が実施されるなど、居場所間交流が引き続き活発に。

大会では、準備から当日運営までを若者が担い、彼らの達成感と自信につながった。 

・働いていても関わり続けながら自分らしい働き方・生き方を模索する場として、これまで

の OB 会と重なる形で「若者会」を結成。全国若者・ひきこもり協同実践交流会やフォー

ラムなどで取組みを発信した。 

・定期的に実施している「家族セミナー」にて、OB 会メンバーを中心に５名ほどの若者が

自身の思いを語り好評を得た。日々若者たちが思いを語れる場を形成していたことがこ

のような発信の場につながった。 

・企業実習を行っている若者たちが実習について語り合う「インターンシップ・ミーティン

グ」を月一回開催した。個別化しがちな企業実習だが、交流する場を設けることで実習に



 

15 

よる学びを深める仕組みができた。 

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模索（風のすみか、DTP ユースラボ） 

・風のすみか研修では、他店のリサーチや店舗づくり（ポップ、看板）、研修生だけで食パ

ンをつくり販売するなど、主体的に職場づくりに関われるよう意識した。卒業生が店舗ス

タッフになって 1 年たち、すみかの主体的なつくり手に成長した。新メンバーにとって

身近な「働くモデル」になっている。並行して実施される外部研修では若者の受け入れを

楽しみにし、新たな提案をしてくれる地元レストランも現れている。 

・DTP ユースラボでは、全国若者・ひきこもり協同実践交流会の要旨集をはじめ、チラシ

や冊子の業務受注がはじまった。 

・集中訓練プログラム参加者への交通費、および同プログラムを修了し引き続き通ってくる

若者に対する手当ての支給制度を開始した。 

②企業家ネットワークづくり 

・東京中小企業家同友会との連携から、NPO わかもの就労ネットワークが立ち上がり、若

者をゆるやかに職場へとつなぐ仕組みづくりに企業家とともに取り組んだ。 

・同 NPO が中心となり、全国若者・ひきこもり協同実践交流会で「ともにはたらく職場へ」

という分科会を企画・運営した。 

 

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 

・地元地域などからの認知度の向上を目指し、みたか若者支援事業部の facebook を開設し

た。地域の方のフォローも得始めている。 

・「みたか地域若者通信」毎月発行し、若者たちや関係機関などへの情報発信に努めた。 

・武蔵野市事業のフォーラムを２回実施し、活動報告の場とした。また、そのうちの 10 月

実施分を小冊子にまとめ、DTP ユースラボに依頼して作成・発行。若者の語りも収めら

れ、若者からの発信にもなっている。 

②地域ネットワークづくり 

・武蔵野市障害者福祉課が 2017 年 7 月に初開催する美術展覧会「アールブリュット展」実

行員会よりホームページ作成の依頼を受けた。実行委員と直接対話しながらホームペー

ジを制作した。メンバーシップも高まり、フォーラムにてメンバーが成果を発表した。 

・その他にも、三鷹八幡祭をはじめ、新たに武蔵野市農業ふれあい公園での農業塾事業、武

蔵野市地域の青少年問題協議会地区委員会主催イベントボランティアなど、地域参加機

会が増加した。また、西久保保育園には６名の若者が就労している。 

・近隣地域のサポーターや企業家との出会いの場として、若者や連携する企業・事業所の

方々をはじめ、地域のサポーターや若者たちの家族らが集い、ざっくばらんに語り合える

場「ヨルリンク」を開始した。 
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相模原事業部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. さがみはら若者サポートステーション事業（平成 21 年度〜） 

① 昨年度来「取り組み型」の事業運営が継続的に発展している一方で、近年、事業自

体が若年無業者への就労支援事業へ絞り込まれ、「取り組み」内容にも限界点が見え

始めてきた。 

② 事業実績は一定程度の目標数を達成しており昨年度に続き平成 28 年度も S ランク

を維持。一方で、新規利用者の減少傾向は継続。「家族セミナー」や「若者支援特別

講座」といった周知コンテンツの内容の充実を図るとともに、町田市など近隣市へ

の広報を強化。一定の成果につながった。 

③ SYSS や PS、ハローワークなどを含め、市内の就労支援機関を集めた相模原市総合就

職支援センターは、市民のワンストップサービス機能を担う一方で、各支援機関の

役割分担と連携が後手に回っていたが一定程度進んだ。 

④ 集中訓練プログラムは前期・後期と計画し、周知を行うも実施に至らず、次年度に

課題を残した。 

 

2. さがみはらパーソナル・サポート・センター事業（平成 24 年度〜） 

① 緊急雇用創出事業による事業運営が昨年度までで終了。4 つあった事業内容を今年

度は「機関連携」「居場所事業」「職業体験」の 3 つに整理した。 

② 「機関連携」や「職業体験」の連携先は、昨年度までの開拓先との関係維持を中心

に注力し、信頼関係の強化を図った。結果、各連携先から相談を持ちかけられるな

ど、地域連携のハブ機能を担うに至った。 

③ SYSS の取り組みを通じ｢橋本駅前商店街｣との連携はより強固なものになった。 

 

3. 子ども・若者自立サポート事業（平成 22 年度〜） 

｢ニローネ風のすみか農場｣から始まった相模原市との協働事業は平成 28 年度で 8 年目

となった。この間に、経済局による｢さがみはら若者サポートステーション（以後 SYSS）｣

と「さがみはらパーソナル･サポート･センター（以後 PS）」の開設と運営、各区の生活

支援課との連携による｢中学生勉強会｣開設と各区の居場所開設への広がりなど、市内の

様々な委託事業を受託してきた。事業部職員も平成 28 年度には 31 名（非常勤、年度途

中入退職者含む）を数えるに至っている。 

他方で、事業開始当初に想定していなかった課題も、それぞれの事業内で出始めており、

①事業の質量ともに安定した実施体制の構築とともに、②新しい課題への対応や、③事

業実施目的の再確認が求められた。 
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(1)若者自立サポート事業（居場所） 

① 居場所の利用から、定時制高校に進学し 4 年間通い無事に卒業するケースなどの成

果があった。現在は生活保護から外れ、住み込みで勤務。担当課と連携による一つ

の成果となった。 

② 市内に 4 箇所構えるも、利用者数の伸び悩みを各居場所共通で抱えている。事業開

始当初、中三勉強会から卒業した高校生の居場所と目指していたが、事業間の接合

がうまくいかず、改めて高校生が利用しやすい内容や開所時間を検討・調整した。

また居場所事業の支援スタッフが中三勉強会に顔を出すなど、関係づくりにも取り

組んだ。 

③ 昨年に引き続き、SSW とのつながりから、全日制・定時制高校の教員とのカンファ

レンスを開催。受け入れケースが生まれた。他方、生活困窮世帯へのアプローチは、

周知が行き届きづらく、未だつながっていない利用者の掘り起しが一つの重要な課

題となった。 

④ 地域からの支持として、相模原南ライオンズクラブより、餅つき備品や文房具等の

寄付をもらった。他にも、居場所イベントへの地域住民の参加など、少しずつでは

あるが事業の認知と活動への理解が広まった。 

 

 (2)子ども健全育成事業（中学生勉強会） 

① 中学生勉強会では、中高を通じてサポートしてきた生徒 2 名が事業開始 8 年目の本

年度、学生ボランティアとして参加するという成果がでた 

② 大学生による自治的な活動が広がり、23 年度から半ばインカレ化。組織立った体制

が構築できた。生徒との関わり方や勉強会の運営について意見を出し合う研修会を

自主的に行うなど、心強いパートナーシップを確立した。 

③ 中学卒業後も引き続き勉強会に来ている生徒

が一定数おり、高校生勉強会として、同じスペ

ースの中で、または場所を別にして実施。中学

生の学習支援と並行して、新たな場の構築が

目指された。 

＜事業情報＞

●⼦ども・若者⾃⽴サポート事業 

 中⾼⽣勉強会： 

参加者実数 108 名(中 1〜⾼校⽣) 

中三進路決定者数 37 名(38 名中) 

 ３つの居場所（ピース・コローレ・ぽると）
実利⽤者数 延べ数利⽤者数 

132 名 1,914 ⼈
 SYSS と共同した居場所（ホッと） 

実利⽤者数 延べ数利⽤者数 

128 名 1,990 ⼈
※実利⽤者のうち、⽣活保護ならびに⽣活困窮
者の利⽤は 18 名

●さがみはら若者サポートステーション事業（SYSS） 

新規登録者数 延べ相談件数 進路決定者数 

242 名 5,870 ⼈ 162 名

●さがみはらパーソナル･サポート･センター事業（PS） 

新規登録者数 延べ相談件数 進路決定者数 

143 名 2,229 ⼈ 72 名
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練馬事業部 
活動概要（本年度の到達と課題） 

 協同ネット練馬事業部の特徴は、行政との連携した不登校支援と、地域企業とのつながりを活かした

若者の自立支援です。ねりまサポステの開所時から「子どもから若者まで切れ目のないサポートを」を

モットーに、地域行政とのパートナーシップや中小企業等との繋がりを重視してきました。しかし練馬

の全委託事業それぞれは順調に活動できているものの、それは委託事業の性質による縦割りの課題が事

業部内にも生まれており、我々の活動に参加する若者がそこで、少年期から青年期へと移行していく仕

組みに課題を残しています。こうした狭間に若者が落ちないよう活動を続けます。 

  

【厚生労働省委託】  →ねりま若者サポートステーション＠練馬春日町 

 【総合福祉事務所委託】→子ども支援員（不登校訪問支援）＠練馬区全域 

            →風のアンサンブル（自立学習支援拠点）＠大泉学園 

 【教育委員会委託】  →居場所ぱれっと（義務教育年代の不登校居場所）＠光ヶ丘 

            →はじめの一歩勉強会（中３勉強会）＠光ヶ丘 

 

活動内容（上記事業の中で、特に大きな動きがあったもの） 

＊ ねりまサポステは、特に中小企業家同友会との協力・連携が強化できた一年でした。そ

のことにより、若者のインターンシップ先が広がりを見せています。 

＊ 居場所ぱれっとは、活動拠点が図書館会議室から旧学童の建物へ移転したことが大きな

変化となりました。毎日固定の居場所を得たことで活動の幅が広がっているとともに、

子どもたちの参加率は 80％を超えています。→企画『達人と出会う会（色々な職業人

と出会う会）』『ぱれっとレストラン（自分たちで企画調理・行政職員へ提供・地域通貨

獲得）』『保護者会の実施』など 

＊ はじめの一歩勉強会は、福祉事務所管轄から教育委員会管轄へと移行しました。その結

果、この無料勉強会は拡大し塾産業も参入もしました。他社との連携には課題を残すか 

たちとなっています。 

 

【ねりま若者サポートステーション】 

新規登録者 210 人/相談件数 2.644 件/進路決定者 100 人 

【不登校訪問・居場所支援】 

相談延べ 1.079 件（実数：142 人）/庁舎面談件数延べ 521 件/電話相談延べ 582 件 

【はじめの一歩勉強会進路決定】進路決定者４３名（総申込者６０名）/ 

都立全日３４校（エンカレッジ６校）/定時５校（チャレンジ３校）/私立全日３校/私立通信制１校 

スタッフ参加会議・委員会等 

  （１）練馬区生活サポートセンター運営委員（生活困窮者自立支援法） 

  （２）練馬区発達障害者支援連絡会議（障害者総合支援法・練馬総合福祉事務所） 

    （３）練馬区不登校対策会議委員（練馬区教育委員会） 

  （４）都立高校生進路支援連絡協議会 

  （５）中小企業家同友会練馬支部会会員→東京中小企業家同友会多様な働き方推進委員会 

                     →中間的就労ネットワーク研究会 
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世田谷事業部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ２０１５年度業務 

1. 宿泊事業 ３８団体６４５名が宿泊 

韓国ハジャセンターの若者との交流事業の実施やのげ青利用者発案による宿泊企画

が開催されるなど、活用がスタートしているが、まだ利用率としては目標値の４

割。更に地域の青少年団体にとって魅力ある宿泊事業にしていくためにはどのよう

な工夫が必要なのか検討が必要。 
 

2. 若者自主企画事業 ノゲセイトライアングルの実施により、約５０の自主企画と

それに伴う運営会議が開催された 
多くの企画が提案・実施され、利用者にとっての場のイメージが単なる居場所から

学びの居場所へと転換した。フューチャーハブオープニングシンポでは２本の基調

講演から若者たちが学び、区長・担当課職員との議論を行うなど、若者たちにとっ

て社会や大人のイメージを変える大きな希望となっている。しかし、プログラムに

参加する若者はまだまだ限られており、参加する利用者を増やす工夫が必要とな

る。ガクボラ制度の整理及び拡充も喫緊の課題。 

※特長的なプログラム  

ガーデンベットでの試験的な作物栽培とストローベイルベンチオーブンが完成 
「火と土のワークショップ」を開催し、作品の制作を行いながら環境にダメージの

少ない生き方・哲学を学んできた。ガーデンベッドはココイルでの作物利用が難し

い中、試験的な栽培がされるにとどまった。トライアングルで提案された「若者食

卓プロジェクト」の発展の中で、メンバーたちが食材の自主栽培を考え始めている

ことから活用に期待したい。ベンチ、オーブン等の活用の具体化も今後の課題。 
 

3. 福祉的就労事業 昨年ベースのココイルの実施と若者総合支援センターでの「きっ

かけプロジェクト」の開催 

H２８年度の野毛青少年交流センターは、本館における「新しい宿泊事業」がスタート

し、夏休みを終えた時点で２０を超える団体によって利用されるなど、これまでの年度

よりも様々な層の青少年および青少年育成団体が来館するようになっている。「火と土

のワークショップ」では韓国の青少年施設との交流を行うなど、運営開始当初の検討委

員会で提案された「国内外との交流」という点でも一歩次の段階へと踏み出すことがで

きた。今年度の特徴的な活動の一つはのげ青利用者の参加・参画プログラムである「ノ

ゲセイ トライアングル」がスタートしたことであろう。大小合わせて５０近くの利用

者提案・運営のプログラムが展開され、その様子はのげ青縁日、のげ青フェスにて生き

生きと報告された。 
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カフェを本館１階に移し、地域の父母サポーターの力も借りながら、昨年ベースのカ

フェを実施。本来、営業活動として展開していくことを計画していたが、一部批判も

あり中止。若者支援には就労をイメージできる中間的な場が必要であり、今後の対応

を模索。一方で、社会参加に足踏みしている若者の自主企画事業への参加が目立つよ

うになり、そのことの持つ意味を考察する必要がある。 

 
 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

幼児人数 3 1 1 2 2 8 3 0 1 1 2 9 33

小学生人数 246 195 307 440 446 665 433 308 308 359 373 464 4544

中学生人数 165 194 155 229 225 205 185 227 218 192 129 288 2412

高校生人数 199 291 333 194 305 164 166 155 210 220 83 144 2464

大学生～ 242 296 313 252 341 255 304 268 232 329 283 355 3470

39 歳人数 6 7 7 8 17 17 7 3 3 34 9 23 141

一般人数 0 0 0 0 162 0 0 0 42 22 224 0 450

イベント 861 984 1116 1125 1498 1314 1098 961 1014 1157 1103 1283 13514




