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若者ぷらっとホームやいぱる

Report.1

①若者プロジェクト

　

　NP0法人わかもののまちでは、2017年2月より焼津駅前の若者地域交流拠点「若者ぷらっとホームやいぱる」（以

下、やいぱる）の管理運営の委託を受けています。やいぱるは、焼津駅前通り商店街に設置されている10代・20代の

地域交流拠点であり、静岡福祉大学のサテライトキャンパス及び放課後子ども教室と併設されています。

　やいぱるでは、①若者プロジェクト、②地域との交流、③安心安全な居場所の提供、の３つ柱を掲げ、若者の様々な

「やりたい」を地域との繋がりの中でカタチにしていくことを目的にしています。2017年度も引き続きやいぱるの運

営を担い、若者の居場所の運営及び若者の地域参加の促進などに取り組みました。2017年は設置１年目ということも

あり、施設の認知向上に力を入れ、中学生・高校生・大学生などを中心とした若者の利用者の定着化を図りました。

　なお、「若者ぷらっとホームやいぱる」の運営は、１名のチーフスタッフと大学生と若手社会人を中心としたボラ

ンティアスタッフによって担われています。

若者の「やりたい」をプロジェクト化し、実現までの過程をサポートします。

若者プロジェクトは、若者発案のプロジェクト、スタッフ企画、地域連携プロジェクトの３種類があります。

バケツゼリー作り

女子高生たちが中心となり、バケツ

ゼリーづくりイベントを企画しまし

た。中にフルーツを入れたり、固め

方に試行錯誤しました。

若 者 発 案

お化け屋敷

学校の文化祭でお化け屋敷が企画で

きなかったという経緯から、やいぱ

る全館を使い、高校生が中心となっ

てお化け屋敷を企画しました。焼津

市のYaizu Week関連事業として

も実施され、小学生を中心に200

名ほどの来場がありました。

若 者 発 案

トントン相撲世界大会

トントン相撲を経験したことがない

スウェーデンとドイツの留学生たち

に日本の文化を知ってもらうために

トントン相撲世界大会を高校生が企

画しました。

若 者 発 案

のげせい視察・交流

東京都世田谷区にある野毛青少年交

流センター（通称：のげせい）にや

いぱるの活動のアイデアを得るため

に視察に行きました。

若 者 発 案

本報告書では、紙幅の関係上、すべてのプロジェクトを紹介していません。



若 者 発 案 若 者 発 案

ユースサマーキャンプ

夏休みを利用して、若者がつくる若

者のためのサマーキャンプを企画し

ました。スイカ割りや水風船、ゲー

ム大会など、盛りだくさんの２日間

を過ごしました。この活動は、

キリン福祉財団の『キリン・子ども

「力」応援事業』の助成をやいぱる

の利用者が受けて実現しました。

若 者 発 案

岡崎市”ここやる”から学ぶ

岡崎の商店街で「岡崎市空き店舗撲

滅運動 ここdeやるZone-ここやる

-」に取り組んでいるゲストをお招

きし、まちづくり講座を開催しまし

た。岡崎市での事例報告のあとに実

際にまちに出て、焼津の商店街につ

いて考えるワークショップも実施さ

れました。

スタッフ企画

大人の話を聞く会 vol.1

若者から色んな仕事や生き方につい

ての話を聞きたいと要望があり、そ

の第１回目としてデンマークにも留

学経験がある焼津のまちづくり団体

Hyggeの吉田恵美子さん（元教員）

をお招きしました。

スタッフ企画

路上ライブ

やいぱる前のスペースを利用して、

路上ライブを開催しました。若者だ

けでなく、通りがかりの方も立ち止

まり、音楽を楽しみました。

やいぱる卒業式

３月で高校・大学を卒業する利用者、

スタッフの卒業式を、利用者と共同

で企画実施をしました。卒業式には

やいぱる大人サポーターも招待し、

やいぱる関係者で卒業生を送り出し

ました。

スタッフ企画

水風船大会 

高校生が中心となり、小学生から大

学生までを対象とした夏の水風船大

会を企画しました。水風船をやった

あとの片付けもしっかりしました。

若 者 発 案
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②地域交流の促進

地域連携プロジェクト

地域団体や地域住民からの依頼や相談に合わせて、地域連携プロジェクト

を実施しています。2017年度は、「オータムフェストinやいづ」と「デ

ンマークエグモントホイスコーレンとのアート交流」の２件の地域連携プ

ロジェクトを実施しました。

焼津鰹FES

「焼津鰹FES」は、2015年より実施している若者が企画・運営

する音楽フェスです。鰹FESは、「練習はたくさんするけど披露

の場がない」、「自分たちのパフォーマンスで焼津を盛り上げた

いけど、そのステージがない」という若者たちのつぶやきを聞い

て、「だったら自分たちでつくっちゃおう！」と、焼津にゆかり

ある10代・20代の若者4人から始めた音楽フェスです。第２回

目となる今回から実行委員会形式に形を変え、一緒に鰹fesをつ

くりたい実行委員を募り、約10名の高校生・専門学生・大学生・

若手社会人などで企画・運営を行いました。

【焼津鰹フェス2017 協賛企業及び団体】

長者の森、肉の石割、株式会社ナイン、

カラデメンテラボKINE、ca f f e  maco、

焼津駅前通り商店街進行組合、山正亭、高塚建材

　若者地域交流拠点としてやいぱるを中心に若者と地域の交流の促進に取り組んでいます。大人サポーター制度のほか、地域団体や地域住民

からの依頼や相談に積極的に対応し、連携プロジェクトを実施しています。

地 域 連 携

デンマーク人とのアート交流

焼津のまちづくり団体Htggeが受

け入れたデンマークエグモントホイ

スコーレン（国民高等学校）の修学

旅行のプログラムの一環として、や

いぱるの若者との交流アート活動を

行いました。その後は、バブルサッ

カーでの交流もしました。

地 域 連 携

オータムフェスト in やいづ

焼津市で毎年開催されている「オー

タムフェスティバル」に出店しまし

た。お菓子のつかみ取りやスーパー

ボールくじなど、子ども向けのブー

スを企画しました。
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大人サポーター制度

若者の活動を応援する大人を「大人サポーター」として任命しています。大人サポー

ターは日常的にやいぱるを訪問し、やいぱるを利用する若者の良き話し相手やサポ

ーターとして関わっています。また、不定期でスタッフと大人サポーターのネット

ワーク会議を開催し、連携体制をつくっています。

現在は12名の方が「大人サポーター」の登録をしています。

【大人サポーターの内訳】

現役教員、元学校教員、会社員、保険会社自営、NPO関係者、商店街関係者等

③安心安全な場の提供

男女比

59%
女子

 41%
男子

累計利用者数　907名

登 録 者 数 138名

利用者内訳

16%
社会人

11%
大学生

69%
高校生

3%
中学生

　やいぱるを利用する若者が、日常の生活の中で一息つけるアットホームな空間づくりを目指しています。定期的に研修や情報共有会議を実

施するなど、大学生を中心としたスタッフの日常的な関わりの力の向上に取り組んでいます。
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　全体としてやいぱる利用者は、女子の比率が高い傾向にあり、

高校生が主になっています。様々な高校の高校生が利用しており、

高校生同士の交流の場にもなっています。

　登録者数に比べて、累計利用者数の数が多いことからもわかる

ようにリピート利用が高い傾向にあります。



若者による静岡県知事選公開討論会

っV

Report.2

　2017年６月の静岡県知事選挙にあたって、静岡市、浜松市の若者団体（NPO 法人わかもののまち、浜松若者社中）が共同で実行委員会を

組織し、静岡県中部・西部の２地域で候補予定者を招いた公開討論会を若者主催で開催しました。公開討論会の目的は「県政に若者の声を届け

ること」です。具体的には、公開討論会で若者の関心の高いテーマについて県知事候補に質問をすることで、①普段あまり注目されることがな

い若者関連政策の世論喚起、②若者世代の投票の判断材料のひとつとすること、③候補予定者が若者関連政策をマニフェスト化すること、を目

指しました。今までの公開討論会は「やって終わり」のものが多かったですが、この公開討論会は「若者の声を届けること」が目的であること

から、選挙期間中には若者の県政への意見を取りまとめた「若者マニフェスト 2017」を記者発表しました。

Step1. わかちじキャンペーン

Step2．若者マニフェストワークショップ

Step3. 公開討論会の開催

Step4. 若者マニフェストを記者発表

若者の声を集める。

若者の声を整理する。

若者の声を届ける。

さらに届ける。

実行委員会のメンバーの声だけでなく、静

岡県内の若者が県政について何を考えてい

るのかを知るために、公開討論会の開催ま

での約１ヶ月間で静岡県内各地の10代、20

代の若者を対象に「県政への思い、意見、要

望」を、街頭、SNSなどを通じて、約450名か

ら集めました。また、この活動は県知事選の

啓発活動としても機能しました。

集めた意見を整理することを目的に、公開

討論会の前に「若者マニフェストワークシ

ョップ」を浜松市、焼津市の２地域で開催

しました。公開討論会で登壇する質問者も

参加し、ワークショップを通じて候補者に

する質問を練り上げました。若者マニフェ

ストに盛り込む内容についてもこの会で議

論しました。

公開討論会では、中高大学生、若手社会人な

ど中部・西部の若者代表者が各３名登壇し、

県内で集めた若者の意見を踏まえた質問を

候補予定者にぶつけました。候補予定者か

らは「若者のたまり場を各地域に整備した

い」「若者の声を反映させるコーディネー

ターを配備したい」という若者関連政策に

関する発言を引き出すことができました。

公開討論会の２週間後に県政に対する若者

の意見を集約した「若者マニフェスト2017」

を記者発表し、約20の報道機関からの取材

がありました。また、現在も若者マニフェス

トで発表した内容の実現に向けて、県内の若

者団体間の連携や知事への働きかけを続け

ています。
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得られた成果

「マニフェスト大賞 最優秀マニフェスト推進賞-市民部門-」を受賞！
「マニフェスト大賞プレゼン研修大会 特別賞 月刊ガバナンス賞」を受賞！

【審査委員講評】

静岡県知事選挙にあたり、静岡市、浜松市の若者団体が共同で実行委

員会を組織し、２地域で候補予定者を招いた公開討論会を開催した。

選挙期間中には若者の県政への意見を取りまとめた「若者マニフェス

ト2017」を記者発表した。「やって終わり」の公開討論会が多いなか、

「若者の声を届けること」を目的としていることが意義深い。「自分

たちの声が届かない」という無力感に対し、若者自らが挑戦した意欲

的な試みであり全国でも拡がることを期待したい。

　第12回マニフェスト大賞で「若者の声を届ける」公開討論会が評価され、応募件数2,597件の中から「マニフェスト推進賞-市民部門-」

で最優秀マニフェスト推進賞を受賞しました。また、表彰式の前日に開催された受賞者によるプレゼン研修会では、特別賞である「月刊

ガバナンス賞」を受賞しました。

・一連の活動による報道回数は、30回を超える。（約1ヶ月）

・公開討論会には、世代を問わず西部・中部の両会場を合わせて、600名程度の来場があった。

・街頭、学校、SNSなどを通じ、約450人の若者からの意見を「若者マニフェスト」として発表できた。

・クラウドファンディング、カンパなど約25万円の市民寄付に支えられ、活動することができた。

・候補者から「若者と地域を繋ぐコーディネーターが必要」「若者の溜まり場の整備を考えたい」という若者政策に関する発言はあったが、

　現状は実現していない。

【取材メディア】

◯新聞社：静岡新聞、朝日新聞、中日新聞、産経新聞、毎日新聞、日本経済新聞、

◯テレビ局：テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、SBSテレビ、NHK静岡
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その他のプロジェクト

Report.3

わかもののまちでは、その他にも様々なプロジェクトに取り組んでいます。

静岡市高校生まちづくりスクール サポーター派遣

　静岡市が平成29年度より取り組んでいる「高校生まちづくりスクール」にサポーターを派遣しました。

この講座では、静岡市内の高校生が自分自身の興味関心から、市内の市民活動・まちづくり団体にインターン

し、まちと自分との繋がりや自分自身の理解を深めて行くことを目的に実施されています。

　また、この事業はNPO法人わかもののまちの前進組織である「わかもののまち静岡実行委員会」が静岡市

に対し、提言した「わかもののまち静岡提言書」を踏まえて事業化したものです。

子ども・若者どまんなか会議2018

　焼津駅前地域交流拠点若者ぷらっとホームやいぱるの年間報告会を兼ねて、「子ども・若者どまんなか会議2018」を開催しました。名前

の通り、子ども・若者を真ん中に据えて地域の未来を考えるイベントで、中高大学生はもちろん、若者ぷらっとホームやいぱるの大人サポー

ターなどを中心に約70名が集いました

　どまんなか会議は２部構成で、第１部で若者ぷらっとホームやいぱるの活動報告、ゲストでお招きした卯月盛夫さん（早稲田大学教授）、東三

河High School Meet ing（愛知県新城市）の高校生３人から話題提供をしてもらいました。話題提供のあとは卯月さんがコーディネーターを

お願いし、やいぱると東三河High School Meet ingの高校生がそれぞれ登壇し、トークセッションを実施しました。第２部ではワークショ

ップのひとつの手法であるオープン・スペース・テクノロジーを活用し、今参加者が話したいテーマについて小分科会をつくり、話し合いを

しました。
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外部講師・ファシリテーター派遣実績

開催月 イベント名 演題 主催団体

７月 神奈川第32回生徒会会議 高校生が社会を変える 神奈川県高校生徒会会議

形式

講演

７月
地域コミュニティフォーラム

中部ブロック
効果的な選挙啓発を

考える
（公財）明るい選挙推進協会ワークショップ

１１月 研 究 会 ドイツにおける若者政策
シティズンシップ

教育研究会視 察 報 告

１２月 同志社大学政策学部政策トッピクス
子ども・若者を主語にする
地域づくりと欧州の若者政策

同志社大学講 演

１２月 静岡ロータリークラブ 例会
若者がアクティブに参画する
まちは、未来の”発展可能性

都市”である。
静岡ロータリークラブ講 演

１月 静岡大学人文社会科学部政治思想Ⅱ わかもののまちをつくる
～”私”発のまちづくり～

静岡大学講 演

５月 焼津市明るい選挙推進協議会 選挙啓発作戦カイギ 焼津市明るい選挙推進協議会ワークショップ

６月 フォーラム「若者が集まり、その力を
存分に発揮するには」

若者ぷらっとホーム
やいぱる

相模女子大学事 例 提 供

静岡県知事選挙 啓発キャラバンチームに参加

　っv静岡県知事選挙にあたり「『行くしかない！』6・25静岡県知事選挙 

啓発キャラバンチーム」の委嘱を受けました。啓発物品の配布やテレビやラ

ジオでの啓発活動などに従事しました。
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2017年度 会計報告

Report.4

Ⅰ経常収益
１ 受取会費

正会員受取会費 16,000
賛助会員受取会費 25,000 41,000

２ 受取寄付金
247,820
196,110 443,930

３ 受取助成金等
678,000
500,000 1,178,000

４ 事業収益
自主事業収益 566,806
委託事業収益 803,844 1,370,650

５ その他収益
雑収入 25,004 25,004

経常収益計 3,058,584

科目 金額

受取寄付金
事業受取寄付金

今期受取助成金
前期受取助成金繰越

活動計算書

Ⅱ経常費用
１ 事業費

⑴人件費 645,510 645,510
⑵その他経費
旅費交通費 330,424
印刷製本費 200,938
消耗品費 381,154
通信運搬費 7,420
支払手数料 1,512
保険料 97,190
賃借料 132,870
その他事業費 10,551 1,162,059

⑶助成事業繰越額 826,035 826,035
⑷支払報酬 64,800 64,800
事業費計 2,698,404

２ 管理費
⑴人件費 0 0
⑵その他経費
消耗品費 7,866
支払手数料 1,650
通信運搬費 13,302
印刷製本費 3,090
旅費交通費 15,233
その他管理費 30,999 72,140

管理費計 72,140
2,770,544

当期経常増加額 288,040

288,040
115,500
172,540
118,954
291,494

前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
税取引前登記正味財産増減額

経常費用計

科目 費用
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貸借対照表



2017年度を振り返って・新役員体制

Report.5

2017年度を振り返って

　2017年度は「挑戦」の１年間でした。とくに本報告書の中でも大きな比重を占めている「若者ぷらっとホームやいぱる」と「若者による静

岡県知事選公開討論会」は私たちにとって大きな挑戦になりました。

　まず、「若者ぷらっとホームやいぱる」の運営は、若者が運営する若者施設ということもあって、大学生や若手社会人のボランティア確保

や運営体制の確立、若者との関わり方など、頭を悩ますことが多くありました。しかし、ありがたいことに多くの若者がやいぱるを利用して

くれた他、運営にも参画してくれたことで、スタッフだけでなく若者の力も借りながら、やいぱるをつくっていくことができました。決して

綺麗で順調なプロセスだったわけではありませんが、若者たちとともに手探りでやいぱるを運営してこれたことこそが一番の成果だったと考

えています。まだ悩みはつきませんが、「若者がつくる若者の拠点」のコンセプトを忘れずに、若者たちの声を聴きながら運営していきます。

また、2018年度は「地域に飛び出す１年間」と位置づけ、積極的にやいぱるの外に出て、地域連携のプロジェクトにも取り組んでいきたい

と思います。

　次に、「若者による静岡県知事選公開討論会」です。以前から選挙時に何か取り組むことができないかと検討していましたが、良いアイデア

が思いつかず、動き出せずにおりました。そんな中、静岡県知事選挙という私たちの最も身近な選挙において、外部評議員の後押しも受け、

県内２会場での公開討論会の自主開催に踏み切ることができました。候補予定者のおふたりが登壇を快諾してくださったことや、ともに実行

委員会を組織した浜松の若者団体「浜松若者社中」や、主に公開討論会の撮影や動画作成において後方支援をしてくださった「Open Data 

しずおか」「CODE for SHIZUOKA」の力も大きく、両会場で600名を超える方が会場に足を運んでくださりました。また、この取り組み

が評価され、「マニフェスト大賞最優秀賞マニフェスト推進賞-市民部門-」を受賞することもできました。公開討論会の開催は、選挙時のみ

の取り組みではありますが、ひとつ挑戦してみることで選挙や政治家への新しい働きかけの形を考える考える良い機会にもなりました。

　また、活動をはじめて３年目、法人運営２期目ということもあり、組織体制の見直しを考える１年間でもありました。様々な議論を重ねてき

ましたが、「わかもののまち静岡実行委員会」の設立時から大きな支えをしてくださっていた外部評議会を2017年度で解散することとし、外

部評議員の皆さんにはサポーターとして継続して関わっていただくことになりました。加えて2018年度からは役員を一新し、次のページのよ

うな役員体制で取り組んでいくこととなりました。組織体制の転換に合わせて活動の見直しを行い、静岡のみならず全国的に活動を展開して

いけるよう、法人名を「わかもののまち静岡」から「わかもののまち」に変更することになりました。どのように「わかものまち」づくりに向

けて、歩みを進めていくかのビジョンはまだ不透明な部分もありますが、引き続きご支援・ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

NPO法人わかもののまち 代表理事　土肥 潤也
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新役員体制
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役　職 氏　名 所 属 組 織 な ど

代表理事

副代表理事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

土 肥 潤 也

奥 野 裕 太

川 中 大 輔

水 野 翔 太

小 野 航 汰

酒 井 美 奈

大 石 康 晴

早稲田大学大学院 修士課程在籍中

静岡県立大学 学部生

シチズンシップ共育企画 代表、龍谷大学 教員

名古屋わかもの会議 創設者・総合統括 

静岡県立大学 学部生

常葉大学 学部生

aalt株式会社 代表取締役



15History of Wakamachi

わかもののまちの歴史

2015

2016

静岡市内の学生団体が中心となり、
「わかもののまち静岡実行委員会」

を発足しました。

2000人分の署名を集め、
静岡市長に提言をしました。

実行委員会から
任意団体「わかもののまち静岡」

として団体化しました。

100人でまちの未来を考える
「静岡わかものフェスタ」を開催！　2015年の「わかもののまち静岡」提言書を受け、

静岡市連携事業「静岡市わかもの会議」が発足。

設立１周年・NPO 法人化記念
「わかもののまちづくりフォーラム」を開催！

わかもののまち焼津のスタート！
「わかもののまち焼津フォーラム」を開催

焼津駅前の若者地域交流拠点
設立準備会議がスタート。
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「NPO法人わかもののまち静岡」は、「NPO法人わかもののまち」に生まれ変わりました！
静岡のみならず、より広く「わかもののまち」づくりに取り組んでいけるよう新しい体制で活動をしていきます！
法人名変更に伴い、ロゴも一新しました。新しいロゴのイラストは「ひよこ」です。以前の卵から生まれ変わるという新しさと、
あるがままの等身大のひよこ（若者）がまちに参画することに意味を込めて、高校生の女の子にデザインしvてもらいました。

新しく生まれ変わる

「わかもののまち」

2018

2017

焼津駅前に若者の秘密基地
「若者ぷらっとホームやいぱる」が
2017年2月にオープンしました！

若者の音楽フェスティバル
「焼津鰹フェス」を開催！

やいぱるがオープンから１年！
子ども・若者どまんなか会議を実施しました。

浜松の若者団体「浜松若者社中」と連携し、
若者による静岡県知事選公開討論会を開催

公開討論会の取り組みは
マニフェスト大賞最優秀賞を受賞！

“わかしず”から”わかまち”へ。
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