
地区センカフェ事業報告書

特定非営利活動法人サードプレイス
独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業



この事業は、平成29年度独立行政法人福祉医療機構
ＷＡＭ助成（社会福祉振興助成事業）の助成金により
実施しました。

■団体の概要

■事業のキーワード

■事業概要

■取り組んだ課題

■取り組みに期待した効果

■事業実績

■事業の成果

■取り組みの工夫

■今後の展開

■課題

■提案
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特定非営利活動法人サードプレイス

こどもたちにはサードプレイスを
おとなたちには、こどもたちと出会える場を

地域で暮らす子どもたちや大人に対して、子どものサードプレイス（居場所）
づくりや「生き抜く力」を身につけるための体感・体験・学習に関する事業を
行い、子どもたちの未来が明るくなり、豊かで充実した地域づくりをおこなっ
ている。

団体所在地：神奈川県横浜市鶴見区
連絡先：090-5999-7040
ＵＲＬ：https://www.n-thirdplace.com/

会員になる
活動に共感し金銭で応援いただく「賛助会員」を募集しています。
■賛助会員
入会金 個人 0円 団体 0円
年会費 個人 1口 3,000円（1口以上） 団体・企業 1口 10,000円（1口以上）

寄付先
子どもたちの居場所づくりの活動資金のご寄付をお願いいたします。

■銀行振込でのお申込み
銀 行：横浜銀行 鶴見支店(361)
口 座：普通 6174966
名 義：特定非営利活動法人サードプレイス 代表理事 須田洋平

トクヒ）サードプレイス ダイヒョウリジ スダヨウヘイ
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■事業のキーワード

「居場所」 「公共施設」 「ポピュレーションアプローチ」

■事業概要

①必要なサポートが届いていない子どもを発見する
②居場所がない子どもたちが過ごせる場所を作る
③居場所にアクセスしてくる子どもに必要なサポートを実施する

ことを目的に、

・子どもたちの生活圏域に家庭・学校以外のサードプレイスとしての
居場所を作る。

・横浜市には児童館がないため、その役割を担っている地区センター
に子どもの居場所を作る。

公共性のある子どもたちの居場所分類
サードプレイス作成
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子どもの貧困対策、外国につながり
のある子どもの学習支援、こども食堂、
子育て支援などに取り組む中で、鶴見
区内には支援の場が足りていないと
実感している。

子どもと大人が出会う接点も少なく、
適切な支援やサポートが子どもに届い
ていない要因と考えられる。その
「接点」としての、「子どもの居場所」
を地域の中に増やしていく必要性がある。

ー豊富なようで足りていない、子どもへの支援ー

行政の委託事業や学校・国際交流ラウンジ・NPOほかボランティ

ア団体により様々な支援が行われている。しかし、予算・利用条
件・定員・そもそも活動が知られていないことにより、サポートが
必要な子どもたちに手が届いていないエリアもあり、充足している
とは言い難い状況。

貧困や虐待予防など、すでに課題として表面化している家庭や子
どもの対応に追われてしまい、根本的な解決のための取り組みや、
予防的な取り組みが充分でない。
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・子どもたちが信頼することのできる大人たちに囲まれ、地域の
人々が子どもに寄り添うことのできる場があることで、サポー
トが必要な子どもを発見することができる。

・カフェ型の居場所として実施することで、課題を抱えた子ども
が集まる場所という新たなスティグマを生まないよう、ポピュ
レーションアプローチの要素を組込んでいく。

・学習支援やこども食堂などの取り組みも実施することにより、
子ども自身の生き抜くチカラや自己肯定感を育むことができる。

・子どもの貧困などのリスクへの気付きを促し、リスクの高い子
どもへの適切な支援が可能になる。また、早期発見によりリス
クの低い段階での対応も可能になり、予防的な機能を持たせる
ことができる。

・具体的な数値目標は、単年度で出るような成果は見込めないた
め提示することはできないが、成果指標として居場所カフェな
どで使われる質問項目を使い、居場所利用者の様子の変化を残
していく。

家庭 学校

地域の中の子どもの居場所

生活・学習
情報共有

地区センカフェ事業のイメージ

メリット

学校：新しい情報を収集できる場が増える
放課後の過ごしについての情報が得られる
学校では話せない悩みなど

家庭：学習・体験のフォロー（補完）

子どもを中心に包括的な見守りができる
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①地区センカフェ（こどもたちのための居場所カフェ）実施
平成29年6月～平成30年3月

・目的：さまざまな課題や困難を抱える子どもたちが安心できる場を作る
・内容：居場所カフェを実施する。学習支援・食の支援については必要に応じて実施。

試験期間前学習サポート
短期集中算数・数学教室
トークフォークダンス

・実施日：毎週火曜日 15：00～18：00
・実施回数：47回
・参加人数：1,080名
・実施場所：横浜市寺尾地区センター
・対象：地区センターが設置されている中学校区に

在住・在学の小・中・高校生
・スタッフ構成：事業担当・支援員・学生スタッフ・

ボランティア
・連携団体：公益財団法人よこはまユース

－視察、ヒアリング、アドバイス

鶴見大学ボランティアサークル

－ボランティア募集、連絡

公益財団法人あすのば

－ヒアリング

Warm place・パステルゾーン育児の会
－研修会の実施

参加者人数内訳
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②居場所カフェスタッフの研修会

・目的：居場所に関わるスタッフ・ボランティアの資質向上を目的に研修会を実施。

子ども支援を通して抱えている悩みや課題を共有する。事例検討を実施する。

・内容・実施日・研修参加・視察：

7/5 ようこそカフェ（学校内カフェ）の視察

7/24 公益財団法人あすのば ヒアリング

8/4 発達支援の必要な子の理解

8/7 企業ヒアリング・マッチング会

8/23 森のお茶の間 ヒアリング 子供の未来応援基金

9/16 コミュニティづくり研修 子育て支援とコミュニティ

11/3 全国地域福祉ファンドレイジング基礎研修会

11/10 発達支援の必要な子の理解

12/29 多文化ソーシャルワーク研修

1/18 トークフォークダンス視察（小倉）

2/19 子どもの貧困ファンドレイジング研修（山口）

3/18 トークフォークダンス

・延べ参加者数（従事者数）：30名
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◆形にできた成果
・地域の人が、「こどもたちの居場所」と
いう取り組みに興味を持ってくれるように
なった。

・ここに来れば誰かいる。話し相手になって
くれる。話ができる。

・子ども同士で新しい遊び方の発見がある。
・地区センターで育った青年（先輩）と子どもたちとの交流 ロールモデル
・カフェ内のルール作りができる ルールを学べる 自由だけど、どこまでが自由？
・毎回、地区センカフェが楽しみになっている
・子どもの知り合いが増えた（大人と子どもが出会えた）
・子どもたちは、学校（校区）を超えた友達ができた
・街中で声をかけられるようになった。
（街の中に自分のことを知っている大人がいるという認識が持てる）

・学校の先生とつながることができた
・名刺を持つことで、外の団体や活動とつながることができた（スタッフとして）
・実施会場（地区センター）のスタッフが、回数を重ねるごとに協力的になってきている。
・部屋の調整を、実施会場（地区センター）側から提案してくれる。
・ちょっと気になる子の情報を学校と共有できた（学校での指導に活かせた）
・事業後半、2月3月の進級を控えた時期になり、少しずつ家庭のことや学校のことなどの悩
みを打ち明けてくれる子が出てきた。

・3月からその声（勉強の遅れを取り戻したい。）に寄り添った企画をスタートすることが
できた。

・実施会場（地区センター）のスタッフの働きかけで、平成30年度から公益的な活動が認め
られ、「優先予約団体」として会場を予約できるようになった。

◆形にできなかった成果
・居場所の実施日に、毎回同じ子どもが来るわけではな

かった。子ども自身に居場所に対し て、特定の目的
があって来ている訳ではない。子どもと出会い、関係
を築いていくことで必要なサポートにつないでいける
と考えていたが、困り事を抱えている子が居場所に来
ているわけではないので、「必要なサポート」を見い
だすことが難しかった。

・話を聞いて把握したニーズに、「親が帰ってくるのが
20時過ぎ。それまで、一人でいなきゃけないのがさみ

しい」というものがあったが、利用会場のルール（小
学生17時・中学生18時退館）があり、声に応える取り
組みを具体化することができなかった。
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・ネーミング
中高生にはカフェだからこそ入りやすい
「居場所」と名乗ると入ってきづらい

・スタンプカード
居場所に来る目的づくり

・プチこども食堂
ちょっとお腹が満たされるだけでもいい

・クリスマス会
子どもたちが企画をして実施する

この言葉が入ると、
中高生は入りづらいらしい
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◆関係性を構築し、深めていくことで課題を発見する確率が上がってくる。
→自分の困りごとを知らない大人に話すことはない。1年、2年と関係を続けていく
ことで「この人にならこの話をしてもいいかも」と子どもたちが思い始める。

◆いろいろな状況や環境、言い分、意見を置いておき、第一に子どもに寄り添うこと
ができる大人になれるかどうか
→コストパフォーマンスは良くないかもしれない。数年以内に予防の効果として成
果が可視化できるかもしれない。

◆助成金を投入して、なかなか成果や効果が見えない事業をやるべきなのか？
→この問いは持ち続ける

◆ここに行けば誰かいる、という関係性を作っておく。
→お菓子を食べに来ているだけ、飲み物を飲みに来ているだけのように見えるが、
お互いを認識し合っている。この関係性こそがセーフティネット。

◆居場所の効果の明確化
→学校との情報共有の事例などをもっと蓄積して、地域の中に子どもたちの居場所
があることがどう子どもたちの成長に効果があるのかをまとめていく

→学習支援や食の支援などを、もっとイベント化して実施する。活動の認知がまだ

まだ低いので、周知のための方策をもっと実践する。子どもたちが安心して過ご
せる場の雰囲気を残したまま。

◆対話の機会を作る
→子どもたちや保護者の思いをまちづくりに届ける仕組みがない
→コミュニケーション、対話、アドボカシーの機能を持つ。



11

◆実施時間
・中高生が参加できる時間での開催をしたいが担い手の負担が大きい
・小学生も17時以降の居場所利用をすすめたいが、実施会場からの許可が下りな
い。
・17時以降の開催ができても、居場所があるからこそ親の帰りが遅くならない
か？
→学童や保育所は有料だからこそ、親が急いで迎えにくる。

◆オープンな場と支援

・支えが必要な世帯（ターゲットアプローチ）と一般世帯（ポピュレーションア
プローチ）を区切っていないため、アプローチの方法が難しい。

◆行政の壁
・行政の連携や学校との連携（教育委員会）
→学習支援などで協働をしていきたいという連絡をしても、「前例がない」、
「特定のＮＰＯを優先することはできない」という理由で連携が進まない。

・年１回募集する協働事業提案などにしっかりと企画書を作って提案をしていく
必要がある。

◆公共施設の意識
・同じ課題意識での取り組みが難しい。公共施設には、独自のミッションがある。
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公共施設の中に居場所を作ることを目的に実施をしてきた。

子どもたちにとっては、クラブ活動、塾、習い事も居場所やサードプレイス
になりえる。頼れる先がいくつもあることが大切。その中で、公共施設「地区
センター」にこそ子どもたちの居場所が必要だと提案していきたい。

理由としては、

①不特定多数の人が出入りをしていて、ここに来たからと言って「何か悩み
を抱えてる人」「何かサポートを受けなければいけない人」という判断
がされないから。

②ほぼ毎日（休館日を除く）開館していて、関係性ができていればいつでも
頼ることができる。

③5年～10年の期間で見たときに、子どもたちにとって自分の成長を見せに
帰ってこれる場所になる。

子どもたちの居場所としてとても重要なことは、そこに在り続けること。地
区センターは、指定管理者や運営スタッフが変わってしまうことがあっても、
どこかに行ってしまうことはない。

そのため、地区センターが子どもたちの居場所としての役割を担うことがで
きると
・予防的機能
・初期対応機能
・包括的に育ちを見守る機能

を持つことができる。

今回は、助成事業として実施したが、公共施設（地区センター）の指定管理
料の範囲内で十分にできること。子どもたちへの関わり、寄り添いについては、
私たちのような日常的に子どもたちと関わっている団体、個人がフォローアッ
プすることで十分対応可能である。

公共施設「地区センター」での『子どもたちの居場所の取り組み』を推奨する。


