青少年のビジョン
ディーセントワークは、我々が直面している複数の危機に取り組む結果として、抽出的および搾取的な作業
現実からの変革のための強力なツールであると信じています。私たちは市民、学生、コミュニティビルダー、
興味のある探検家、保護者、活動家、協力者、チェンジメーカー、起業家です。しかし、私たちは平等の価
値観と原則を取り上げています。有意義かつインパクトのある仕事。評価され、経済的な安全保障を有する。
等しい賃金。社会の利益のために自分自身を表現し、技術を使用することができます。競争よりもむしろ協
力。等しい所有権;民主的権利と私たちの仕事と生活条件に影響を与える参加文化。
いつものようにビジネスが失敗しました。しかし、私たちはお互いがあり、より広範な連帯運動があり、一
緒に未来のビジョンを変えていくためには、有意義で包括的かつ重要な動きを探求し、想像し、構築する必
要があります。本当の体系的な影響を得るには、連帯の力を活用する必要があります。ソーシャルベンチャ
ーを社会的インパクトのための手段として使用し、環境を破壊しないように環境を維持し、ケアしたいと考
えています。私たちは自力を得る機会が必要です。私たちの物語、知識、資源を共有する。私たちは一緒に
集まって、より深く掘り下げてより高いものを目指すこの動きの継続を確実にするためのスペースが必要で
す。
推奨事項
私たちは、青少年の空間と参加は、運動の空間と並行して構築されてはならないと考えています。 SSE の
将来の重要なステークホルダーとして、
「若者」はそれ自身で扱うべき問題ではなく、プログラミングで触れ
られたテーマのすべてではないにしても、ほとんどがプロジェクト、意見、ビジョンを持つ世代です。 GSEF
2018 には、若い人たちが私たちが期待していたよりもはるかに少なかった。 SSE は、彼らと GSEF が若者
に包括的かつ魅力的になるにつれて、青少年の組織への参加が拡大することから直接的に恩恵を受けるであ
ろう。
このように、私たちは、SSE の構造と GSEF 協会は、スピーカー、スポークスパーソン、およびイベント出
席者としての青少年のより高い参加の目標を策定すべきだと考えています。参加者の年齢に基づいてデータ
を収集し、35 歳未満の参加者に対して数値目標（35％を推奨）を設定し、資金調達で支援する必要がありま
す。また、忘れ去られた若い若者たちである 25 歳以下の人たちの参加を促進するための目標も設定する必要
があります。
さらに、私たちは、世界的な運動におけるこの若者の統合には、声を出さなければならないと考えています。
世界中の若手 SSE リーダーが GSEF 2020 で有意義な参加を得た場合、プログラムには若者の集まりが参加
して協力関係を醸成する必要があります。我々は若者指導者の国際的なネットワークがこの会合から出て、
イベント前とイベントの間の GSEF 協会の活動に貢献することを願っています。私たちはまた、国内および
地方の SSE 構造が、自分たちの若者のためのスペースを作って、彼らに力を与えることを願っています。
最後に、私たちは、SSE の恩恵を享受する若者の大多数、そして生計を変えるためにそれを使用している若
者の大多数がグローバルサウスにあり、彼らは特に私たちの運動において過小評価されていることを認めな
ければなりません。この主要選挙区の国際的な出来事にアクセスするための大きな障壁に直面して、GSEF
の将来の版および世界銀行の SSE のグローバルサウスからの若者の参加を奨励し、支援するために、特定の
努力と資源に影響を与えるべきである。

Youth vision
We believe that decent work is a powerful tool for transformation from extractive and exploitative work
realities, as a result tackling multiple crises we are facing. We are citizens, students, community
builders, curious explorers, parents, activists, cooperators, change makers, entrepreneurs - you name it!
But we come together around values and principles of equality; meaningful and impactful work; being
appreciated and having economic security; equal pay; being able to express ourselves and use our skills
for the benefit of society; collaboration rather than competition; equal ownership; democratic rights and
cultures of participation to influence our work and living conditions.
Business as usual has failed us. But we have each other and the wider solidarity movement to together
explore, re-imagine and build a meaningful, inclusive and critical movement to demand change and
create visions of the future together. We need to tap into the power of solidarity to have real systemic
impact. We want to use social ventures as a vehicle for social impact and to sustain and care for our
environment - not to destroy it. We need opportunities to self-empower; share our stories, knowledge and
resources. We need spaces to come together and ensure the continuation of this movement to dig deeper
and aim higher.
Recommendations
We believe youth spaces and participation must not be built in parallel to the spaces of the movement. As
a key stakeholder of the future of SSE, “youth” is not an issue that is to be treated on its own – it is a
generation that has projects, opinions and visions for most if not all the themes touched in the
programming. Significantly less young people attended GSEF 2018 than we expected. The SSE will
directly benefit from greater youth participation in its structures, as they and the GSEF become more
inclusive and attractive to young persons.
As such, we believe that SSE structures and the GSEF association should formulate goals of higher
participation of youth both as speakers, spokespersons and event attendees. Data should be collected on
participant ages and a numerical target – we suggest 35% - should be set for participants under 35 and
supported with funding. A goal should also be set to foster participation of those under 25, the often
forgotten “younger youth”.
Furthermore, we believe this integration of youth in the global movement must come with a voice within.
If a significant participation of young SSE leaders from around the globe is achieved for GSEF 2020, the
program should include a plenary of youth to foster collaboration. We hope an international network of
youth leaders can emerge from this meeting that will contribute to the work of the GSEF association
before and between events. We also hope national and local SSE structures can make space for, and give
power to, their own youth.
Finally, we must acknowledge that the majority of youth who stand to benefit from the SSE and who are
using it to change their livelihoods are in the Global South, and that they are particularly
under-represented in our movement. In the face of significant barriers to access to international events
for this major constituency, specific efforts and resources should be affected to encourage and support
participation of youth from the Global South in future editions of GSEF and in the global networks of the
SSE.

