
令和元年―２年度期 第１回 世田谷区子ども・青少年協議会 会議録 

 

■開催日時 

令和元年７月２４日（水）９時３０分～１１時３０分 

■開催場所 

世田谷区役所 区議会大会議室 

■出席委員 

森田明美 入澤充 石川ナオミ 福田たえ美 田中優子 新橋千恵子 志村ちあき 

森岡美佳 明石眞弓 藤原由佳 岡野安成 遠藤一男 土田聖一 廣岡武明 下村一

篠原健太郎 高野黎 中谷汐里 

■事務局 

子ども・若者部長 澁田景子       若者支援担当課長 望月美貴 

子ども育成推進課長 堀込章仁      児童課長 相蘇康隆 

子ども家庭課長 増井賢一        児童相談所開設推進担当課長 長谷川哲夫 

児童相談所運営計画担当課長 土橋俊彦  一時保護所開設準備担当課長 髙添純二 

生涯学習・地域学校連携課 田村朋章 

■会議公開の可否 

公開 

■傍聴人 

０人 

■会議次第 

１ 開 会 

２ 区長挨拶 

３ 委員紹介 

４ 協議会の進行説明 

５ 会長・副会長互選 

６ 審議議案 

７ 今後の検討の方向性等について 

８ 若者支援事業報告 

９ 閉 会 
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午前９時31分開会 

○事務局 

 それでは、定刻になりましたので、令和元年－２年度期第１回世田谷区子ども・青少年

協議会を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。議事に入るまでの

間、事務局として進行を務めさせていただきます若者支援担当課長の望月と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座って進行させていただきます。 

 初めに、今期の子ども・青少年協議会の第１回目ということで、皆様の机上に委嘱状を

配付させていただきました。後ほどご確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

 次に、本日は５名の委員からご欠席の連絡をいただいておりますが、２分の１以上の委

員の方にご出席いただいておりますので、会議は成立しております。ご欠席の委員は、桜

井委員、林委員、岡部委員、鈴木委員、野口委員、後藤委員、今村委員、東委員でござい

ます。 

 それでは、会議の開催にあたりまして、区長の保坂より皆様にご挨拶申し上げます。 

○区長 

 皆様、おはようございます。区長の保坂です。大変お忙しい中、子ども・青少年協議会

の委員になっていただき、誠にありがとうございます。 

 さて、「若者施策の評価検証と体系化について～区民の参加と協働を目指して」という

厚い報告書を今年の３月にいただきました。 

 こちらの協議会で議論をしていただいたことの中に、青少年交流センターを充実させて

いこうということがございまして、２月に｢アップス｣がオープンいたしました。当初の予

想をはるかに超えて、１カ月大体6000人ほどの来館者があるということで、大変にぎわっ

ております。6000人という、予想よりもはるかに多い数のうち、登録者の45％、半分近く

が小学生だということも予想外でございます。時間帯に分かれて、小学生が早い時間帯に

来て、中学生、高校生と入れ変わっていくようでありますけれども、改めて、子どもたち

の放課後の居場所のニーズが大変高いということが証明されたものと思います。また、若

者たちがデザイン、設計のコンテを描くということで、半年近く、建築設計が専門の職員

のアドバイスを受けながら描いたデザインで、原型はほぼそのとおりつくられているとい

うことで、若者の使う場所は若者が描きたいという要望を叶えたことも非常に良かったな
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と思っております。前身には千歳烏山駅前の昭和信用金庫の旧店舗を使ったオルパという

居場所がございました。こうして子ども・青少年協議会の提言、議論が、幾らか時間をか

けてではありますけれども、着実に進んでいるということをご報告しておきたいと思いま

す。 

 またさらに、その前に、第三者性、独立性を持った子ども相談機関ということも議論し

ていただきました。皆さんご存じだと思いますが、｢せたホッと｣という略称で、世田谷区

子どもの人権擁護機関が現在フル回転しておりまして、先週は文部科学省の初等中等教育

局長が自ら来て、熱心にいろいろご質問されて、こういう場所だったんですねということ

で評価をいただいたということも申し添えておきたいと思います。 

 さて、昨今、川崎でお子さんが犠牲になる、また、世田谷区在住の外務省職員も亡くな

るという痛ましい事件がございました。ひきこもり、イコール、危ないのではないかとい

う、実は統計的には全く誤った伝聞が広がり、しかし、そういった心配を裏づけるかのよ

うに、元農水省事務次官の方が自らの長男を殺害してしまうという事件がありまして、反

響としては、その行為を正当化するような声も結構ネット上には広がっていたと聞いて、

危惧を覚える次第であります。 

 区では、ちょうど５年前から、ひきこもりの状態にある39歳までの若者の支援というこ

とで、メルクマールせたがやで既に500ケース近い相談を受けているということですが、

世田谷区内全体で4400人くらいの当事者がいると想定しています。さらに、40歳以上にな

ると、そこにも4000人以上の当事者がいるだろうということで、91万の世田谷区の中で、

恐らく9000人ぐらいのひきこもりの状態にある方が、なかなか困難な課題を抱えながらい

らっしゃる。確かにメルクマールせたがやの取り組みはあるんですが、さらに区全域に広

げていけるような、やり方は非常に難しいんですが、まずは実態把握をしていこうと準備

していて、これも厚生労働省と幾つか意見交換を重ねているところでございます。 

 本日は、今後５年間の子ども計画（第２期）後期計画の策定に向けて、若者がやりたい

ことを実現していく仕組みなどについて、ぜひ皆さんのご意見、ご審議を賜りたいと思っ

ております。どうかよろしくお願いいたします。 

○事務局 

 続きまして、協議会の進行について、簡単に説明させていただきます。 

 まず、資料１、世田谷区子ども・青少年協議会についてごらんください。協議会の法的

位置づけは、地方青少年問題協議会法に基づき、世田谷区子ども・青少年協議会条例によ
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り設置された区長の附属機関となります。協議会の会長、副会長は互選により定めるとし

ており、協議会のもとには、具体的な作業や検討を行う小委員会の設置ができるとしてお

ります。後ほど、資料２、世田谷区子ども・青少年協議会関係条例・規則でご確認いただ

ければと存じます。任期は２年でございます。 

 体系図をごらんください。区長は本協議会に対し、審議すべき事案の調査、審議を依頼

します。本協議会は、２年の期間をかけ、協議会及び小委員会において委員の皆様で調

査、審議し、意見を取りまとめていただき、区長へ報告、提言していただく形で進めてま

いります。本日は、後ほど審議いただく議案を区長よりこの協議会にお受けいただくこと

になっております。 

 なお、協議会は、会議録を作成するにあたり正確を期すため、速記者を出席させること

をご了承願いたいと思います。ご発言の際には事務局よりマイクをお渡ししますので、ご

協力をお願いいたします。 

 次に、事務局の幹部職員を紹介させていただきます。 

 子ども・若者部長兼児童相談所開設準備担当部長、澁田でございます。 

 子ども育成推進課長、堀込でございます。 

 児童課長、相蘇でございます。 

 子ども家庭課長、増井でございます。 

 児童相談所開設準備担当課長、長谷川でございます。 

 児童相談所運営計画担当課長、土橋でございます。 

 一時保護所開設準備担当課長、髙添でございます。 

 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習・地域学校連携課長、田村でございます。 

 次に、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。限られた時間ですので、ご所

属とお名前だけをその場でお願いいたします。では、前期会長でございました森田委員か

ら着席順でお願いいたします。 

○委員 

 東洋大学の森田です。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 国士舘大学法学部の入澤でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 主任児童委員の明石です。よろしくお願いいたします。 
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○委員 

 青少年委員会の会長を務めさせていただいております森岡と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員 

 青少年松沢地区委員会会長をしております新橋です。よろしくお願いします。 

○委員 

 世中Ｐ連(世田谷区立中学校ＰＴＡ連合協議会)会長をしております志村と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員 

 区民委員でコンサルタントの藤原由佳と申します。今回、２期目になります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○委員 

 若者委員の高野と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 若者委員の「情熱せたがや、始めました。」に所属しております中谷汐里と申します。

よろしくお願いします。 

○委員 

 せたがや若者サポートステーションを運営しているワーカーズコープの篠原健太郎と申

します。今は、よいしごとステーションの室長をしております。私は４期目となります。

よろしくお願いいたします。 

○委員 

 希望丘青少年交流センターの下村と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 メルクマールせたがやの廣岡と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 警視庁の世田谷少年センター所長の土田と申します。よろしくお願いします。 

○委員 

 法務省東京保護観察所で世田谷区を担当させていただいております遠藤と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員 
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 世田谷児童相談所長の岡野でございます。よろしくお願いします。 

○委員 

 無所属・世田谷行革110番・維新の田中優子です。よろしくお願いいたします。 

○委員 

 区議会議員の福田たえ美です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 

 区議会議員、自民党の石川ナオミでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 では、ここで会長と副会長の選任を行います。どなたか立候補またはご推薦いただける

方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員 

 会長に森田委員を、副会長に入澤委員を推薦したいと思っております。 

○委員 

 ありがとうございます。会長に森田委員を、副会長に入澤委員を推薦するご発言をいた

だきました。その他にございますでしょうか。 

 それでは、森田委員に会長を、入澤委員に副会長をお願いしたいと考えますが、いかが

でしょうか。ご承認の方は拍手をお願いします。 

〔拍  手〕 

○委員 

 それでは、会長、副会長、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会長、就任のご挨拶をお願いいたします。 

○会長 

 東洋大学の森田でございます。何期目になるのか、私はわからないぐらいになってきま

したけれども、子ども・青少年協議会が子ども・青少年問題協議会と「問題」がついてい

た時代に、青少年が世田谷らしく健やかに育ち、次の社会の担い手になっていくような形

での、主体になっていく取り組みを検討していくような会にしたいということで、今も区

議会の方々にちょっとご発言をいただいたんですけれども、世田谷の中で区議会議員の人

たちが入っていらっしゃる委員会は、本当に少なくなってきています。実際の現場、特に

若者たち自身がどのように感じているか、あるいは、子どもや若者たちが家族や友人たち



 6 

と暮らしまで、社会はどのようにかかわっているのかということを、支援する者、される

者、そして、当事者が一緒に議論できる場はそんなにないので、そういう意味では、ここ

はとても大事な場になっていると私自身は思っています。 

 これだけ世田谷は広いので、いつも５地区と言われるんですが、５地区に広げることと

同時に、まず課題に取り組むという、先鋭的な挑戦といったことを私たちは意識しなが

ら、取り組むスピード感と、きちんと目配りをしていく継続性、そして、多様な機関や

人々とつながっていくことの重要性といった視点をここの中で明確に位置づけながら、こ

こまでやってきたということを感じております。 

 私も入澤さんもそんなに若くないですから、そういう意味では、この委員会を通じて私

たちが未来永劫できるわけではありませんので、毎期、ここでしっかり１つの方針を、当

事者たちの意見を聞きながらまとめ、次に進めたいと思っています。世田谷でのこういっ

た会議をやりながら、ある意味では、東京全体、日本全体、そして、世界の中での世田谷

の事業であるということをしっかり見据えながら、私たちは議論と施策づくりに向かいた

いと思っております。 

 いろんな機関の方たちがお集まりですので、ぜひお力をこの中で集めていただいて、い

い議論と成果が出ていくような形でのご協力をお願いしたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 続きまして、資料４をごらんください。区長より会長に審議議案をお渡しし、審議の依

頼をいたします。それでは、区長、会長、スタンドマイクの位置へ移動をお願いします。 

○保坂区長 それでは、読み上げます。 

 令和元年７月24日。 

 世田谷区子ども・青少年協議会様。 

 世田谷区長、保坂展人。 

 地方青少年問題協議会法第２条第１項第１号の規定に基づき、下記について調査、審議

願います。「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」。 

 よろしくお願いします。 

○事務局 

 会長、区長、ありがとうございました。 

 ここからの議事につきましては、会長に引き継がせていただきます。会長、お願いいた
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します。 

○会長 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 まず、事務局から資料の確認、提案事項などをお願いいたします。 

○事務局 

 それでは初めに、資料の確認でございますが、一番上を次第としてクリップ留めしてい

る資料で、資料12までございます。資料10につきましては、野毛青少年交流センターのア

ニュアルレポートが該当します。資料12までございますでしょうか。 

 そのほかに参考資料をまとめて置かせていただいておりますので、後ほどごらんいただ

ければと思います。 

 次に、今後のスケジュール、検討の体制を提案いたします。資料５をごらんください。

協議会は、令和元年度に３回、令和２年度に３回の開催を予定しております。さらに、今

期も小委員会を構成していただき、そこでの調査検討、議論を協議会にフィードバックす

る形を考えております。小委員会は、令和元年度に５回、令和２年度に７回程度を想定し

ております。お忙しい中、恐縮ではございますが、皆様の貴重なお時間をいただきたいと

思います。 

 次に、小委員会の構成です。資料３をごらんください。あらかじめ事務局で委員の方を

予定させていただきました。名簿の右、小委員会項目に米印がある13名の方でございま

す。なお、小委員会開催は全ての委員の皆様に事前通知し、意見をいただいたり、オブザ

ーバー参加いただくなど、柔軟な形をとっていければと考えております。 

○会長 

 事務局からありましたように、小委員会自体は協議会全体に公開していきますので、小

委員会の委員ではない方もお時間の都合がつけば参加していただいたり、テーマによって

は出席要請をこちらからしていくということもありますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○会長 

 それでは、この小委員会の方々にお願いするということで、皆さん、本当にお忙しい中

ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、審議議案ですけれども、本日は第１回目ですので、今後、皆さんと検討して
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いく上で、なぜこのテーマを設定したのかということについて、資料６、Ａ３判の折り畳

んだものがありますが、事務局の方々と検討いたしまして、きょう、皆さんにお願いをす

る次第です。 

 先ほど区長からのお話の中にもありましたけれども、日本の施策の中で、若者施策は実

はほとんどなかったんです。それは全体として言うと、いわゆる学校というのは、中学校

までが義務教育で、その前後というのは、年齢的な前後もありますし、学校にいる時間以

外のところはほとんどが家族や家庭、あるいは、少し年齢が高くなってからは個人の責任

という形で、今まで日本社会というのは、社会的ないろいろなインフラや関わりというこ

とをあまり問うてこなかった社会でした。 

 そして、そこから外れた子どもや家庭だけが支援の対象になるという時代だったわけで

すが、そのことが家庭や個人に責任を帰するという形では、どうにもならない社会が今や

ってきているわけです。この協議会の中ではそれほど大きな話題にはなっておりませんけ

れども、ひきこもりの状況にある人たちが、具体的には子ども施策の中できちんと支援が

なされなかった結果として、子どもたち自身が成長していく過程の中で、自分らしい人生

の中で社会とのかかわりが持てない状況にある人たちが、今、かなり上の年代まで出てき

ているということがありました。 

 この協議会自体としては、そういった問題の中で特に若者にフォーカスをして、若者た

ちの生きづらさ、あるいは、彼らのさまざまな可能性というものをこの社会が最大限に生

かし、一緒に次の世田谷をつくっていけるような施策をつくり出していくには一体どうし

たらいいんだろうかということを、随分時間をかけて議論してきたと思います。最初に私

はご挨拶をさせていただきましたけれども、子ども・青少年問題協議会という段階から、

子ども・青少年の次を考えていくような会にしようという形で、この会を進めてきまし

た。そういう意味で言うと、国の施策よりも相当前を歩いてきた気が私はします。 

 その結果、区長にもかなり協力をいただきましたし、区議会にも理解をいただいて、多

分、いろいろな議論はあったんだろうと思いますけれども、それでも行政の担当の人たち

が必死になって具体化する方法を考えてくださって、ある意味、東京、日本、そして、ア

ジア全体から注目されるような世田谷の子ども・若者支援の取り組みというものが少し見

えてきた感じがしています。 

 ただ、子どもたちにとっての１年というのは本当に大事で、問題がそこにあるんだとす

れば、一刻も早く救済しなければならないし、もっとスピード感を持って、若者たちと一
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緒に社会をつくり出していく仕組みをつくっていかなければならないと思うわけですが、

それがなかなか進まないので、年齢が高くなればなるほど、抱えている問題や考えている

方向性、あるいは、その人たちの興味関心やあり様が格段に広がっていくわけです。それ

こそ20歳になるかならないかのうちに企業を起こして、社会の中心になっていくような

方々もいらっしゃるわけですから、私たちが考えている39歳という年代は、本当に多様な

段階にある人たちと言うことができます。そうすると、私たちが考えていくことも多様

で、保護的なものが徹底して必要な人もいるし、むしろ社会をリードしてもらう人たちに

対して、私たちがその場を提供していくということもとても大事になっていきます。そう

いう意味では、多様な人たちであるからこそ、私たちが考えなければいけない課題もふえ

てくるわけです。 

 そんなことがありまして、皆さんのお手元にあります厚い報告書は苦労の産物ですけれ

ども、一体、若者施策は今後どうしなければいけないかということを若者たちと区民の方

たちが一緒に考え、いろいろな現場を訪問して、具体的にまとめていただきました。この

会議は委員が報告書を書くということでとても有名で、皆さんに書かせますので、大変な

のです。そういう意味では、子どもたちや若者たちのメッセージを一言も漏らさないとい

う決意のもとに、この協議会は多くの立ち位置にいる子ども・若者たちの意見をまとめて

きたという自負が私たちにはあるわけです。この自負を具体化していく、つまり、常に検

証と次の計画、そして、それを実施していく力強い循環の仕組み自体が動かないと、言っ

たけれども何もやってくれない、あるいは、やってくれたけれども、どうもやり方がずれ

るというふうになってしまうわけです。これを何とか調整したいということで、昨年は、

こういった検証、そして、若者施策をどう体系化するのかというところに歩みを進めたわ

けです。 

 資料６に子ども・青少年協議会の提言がありますが、平成29－30年度期に議論したのは

体系化というものなんですけれども、この中から若者支援の現状と課題で出てきたのは、

一番下の真ん中の例示、「若者の意見表明とは何か」、「政策形成過程での意見聴取との

違いは何か」、「若者の思いをどのように形にするか」といった、地域とか１つの大きな

社会、あるいは、区の仕組み、そして、自分たちがどんなふうにそこに関与できるかとい

うことが多様な形で議論されました。 

 それで、具体的に次の検討のイメージが出てきて、一番右下が今回の議論になります。

１つは、区内にも実はたくさんの活動があるし、日本全体、アジア、世界を見ていくと、
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多様な意見表明や参加、参画の取り組みがあるわけです。こういったものをもっと積極的

に世田谷区の中に入れながら、区の若者たちがもっと積極的に参加できる方法、あるい

は、意見表明とは一体どうやったらいいんだろうかということを集めて、次の新たな計画

に向けた視点をつくり上げたいということです。 

 今回の委員の方々の多くは子ども・子育て会議のほうには関わっていらっしゃらないで

すけれども、皆さんのお手元に子ども計画があります。これは36年度までになっています

が、来年がちょうど中間年になりまして、計画の後半に向かうところです。この計画の最

後のところには若者計画というのが既に入れられておりまして、この若者計画は基本的な

設計としてはそれほど変わるものではありませんけれども、法律に基づく１つの計画とし

て、きちんと位置づけていくという形でつくられるこの秋から冬にかけて具体化されるこ

とになっております。基本的な方針は、前年度まで「区民の参加と協働を目指して」とい

うところで行われてきたものの中で、出来上がっていくわけですが、この中でさらに具体

化していくというときに、今、世田谷の中で一体何が求められるのであろうか。さらに一

層、若者たちが世田谷の中で意見表明と事業参加に向かうにはどうしたらいいだろうかと

いうことをここで議論したいというのが、今回の取り組みということになります。 

 最初に私がお話をいたしましたけれども、いろんな委員会の運営の仕方があると思いま

すけれども、子ども・青少年協議会は、意見表明をきちんと受けて、そのエビデンスのも

とに、とにかくモデル事業でも必要なものはまずやってみる。そして、そのことがどのよ

うな形で全区的に必要なのか。具体的には、先ほどアップスの話などもありましたけれど

も、若者たちの居場所と言われるものをつくってみたら、実は小学生がたくさん来てい

る。逆に言うと、地域の小学生たちの居場所というものに対する新たな視点を子どもたち

自身が表明してくれていると私たちは理解しなければならない。そうすると、今私たちが

つくってきた若者施策と子どもたちの放課後施策、あるいは、ちょうど今夏休みですけれ

ども、夏休み等の企画ということで、世田谷の文化を考えてみると、もっと豊かで楽しい

ものを世田谷の中につくり出していくことが必要なのではないかということも見えてくる

わけです。 

 そのような形で、今までつくってきたものの評価を踏まえて、さらに若者たちの参加、

参画と意見表明を進めるために、これから皆さんと一緒に新たな方向性を探りたいという

のが今期の課題になっていきます。大変ですけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 
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 子ども・青少年協議会の中で３つの事業がつくられてきました。メルクマールせたが

や、せたがや若者サポートステーション、池之上青少年会館、野毛青少年交流センター、

希望丘青少年交流センター、「情熱せたがや、始めました。」が、どんな形で進められて

きているのか、今はこういう状態まで来たということを見ていただいた上で、今それぞれ

の方たちが抱えていらっしゃる子ども・若者たちの現状を考えてみて、もう１つここを押

さえなければいけない、展開させなければいけないという議論をするために、まず現状を

しっかり押さえたいというのがここからの時間になります。 

 そうしましたら、メルクマールせたがやから５分でよろしくお願いします。 

○委員 

 改めまして、メルクマールせたがやの廣岡です。５分という貴重な時間を頂戴しまし

て、事業紹介をさせていただきます。 

 まず、メルクマールせたがやは、世田谷若者総合支援センターの平成26年９月に開所に

伴いまして、若者がまず家から一歩踏み出せる場所、いわゆる相談や居場所を活動の中心

とさせていただいております。その先の就労に向けては、せたがや若者サポートステーシ

ョンがすぐお隣にございますので、まずは家から一歩というところの支援と就労に向けて

の支援と２機関合わせて総合支援センターとして活動しております。 

 運営は、開所以来、公益社団法人青少年健康センターが世田谷区より運営業務委託を受

託しております。 

 メルクマールせたがやの特徴の１つとしましてはスタッフが、公認心理師、臨床心理

士、精神保健福祉士といった有資格者とで対応させていただいているところがございま

す。こちらは区の施設になりますので、区民の方は無料でご利用いただいております。 

 主な活動としましては４つ、来所相談や訪問相談、居場所、家族会、そして機関連携を

させていただいております。来所相談では担当制の継続相談を実施しておりまして、いわ

ゆる総合相談窓口としての窓口案内だけではなく、継続支援もしているということが１つ

ございます。また、居場所につきましては、メルクマールせたがやでは、ひきこもり状態

の方も安心して利用いただけるように、利用登録制という形で、人の出入りが制限された

中で安心してつながることで、利用者さん同士も顔なじみになっていくというモデルで運

営しております。 

 今回、「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」ということでお話が

ございましたが、メルクマールせたがやでやっていることとしては、若者が自分の声を発
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していけるようになる支援をしております。ひきこもり状態であった方たちは、まず自分

が何をしたいか、どうしたいかというところから悩んでいる方が多いかと思いますので、

相談や居場所を通じて、自分はこういったことをやっていきたいんだ、こういうことに興

味があるんだということを深めていくことを中心にやっております。 

 こちらは家族のほうですけれども、ご家族の方から利用につながる方も多いので、まず

は家族関係を調整しながら、ご本人様の安定を図っていくところもございます。 

 こちらは居場所の様子です。お時間があるときにごらんいただければと思います。 

 こちらは厚生労働省のひきこもりの評価・支援に関するガイドラインから引用しており

ますが、メルクマールでは、この前の段階の家族支援であったり、ご本人への個別支援、

それから、小集団の居場所活動を行っております。 

 こちらは30年度の実績になります。こちらもお時間があるときにごらんいただければと

思いますが、次に10代のところを詳しくお話しさせていただければと思います。 

 こちらは30年度の終結理由ですが、就労、就学、また、他機関利用という好ましい理由

での終結が全体の75％ほどを占めております。 

 終結に至るまでの利用期間に関しましては、ひきこもり支援は年単位とよく言われてお

りますが、１年以上が全体の８割以上を占めておりますので、それだけ長期的に伴走しな

がら、寄り添いながら支援をしているというのが現状になります。 

 こちらはティーンズサポート事業ですけれども、世田谷区教育委員会が発表されている

不登校対策アクションプランにもメルクマールせたがやのことを組み込んでいただきまし

て、教育委員会と福祉の連携で取り組んでおります。昨年度から公立中学校全校に訪問さ

せていただいておりまして、卒業後も支援が必要な方ですとか、進路未決定の生徒さんが

いらっしゃらないかということで情報交換などを進めております。 

 こちらはデータが反映されていなくて申しわけないんですが、メルクマールせたがやの

10代の方の初回来所時のデータですけれども、実は「所属なし」が２割を超えていたんで

す。10代の方であっても、所属が既になくなってしまっている方が一定数いらっしゃいま

した。また、中学校や高校、大学も含めて在籍があった中でも、不登校の方たちが８割近

かったんです。中学校卒業後も何とか進学先は見つけたけれども、その先でまた不適応に

なってしまっているところで、メルクマールにつながってきている方がいらっしゃいま

す。 

 メルクマールせたがや全体としましては、「どこにも行き場のなかったグレーゾーンの
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若者たち」ということで、これまでの既存の機関だと、主たるところがなかなか定まらな

かったり、ひきこもりの背景要因として複合的な問題がございますので、他機関連携等が

必要な若者たちが多く来ているかと感じております。 

 実際、これまでの活動から見えてきたこととしまして、区長のご挨拶にもございました

が、世田谷区のひきこもり推計は4400人という中で、開所から５年間で467家庭、約１割

のご利用にとどまっているところに掘り起こしの課題があると感じております。ここの部

分に関しましては、出張相談の拡充ということで、希望丘青少年交流センターで月に１

回、第２木曜日にメルクマールせたがやの職員が出張させていただき、相談窓口を新たに

設けていることと、地域に根差した交流、連携につきましては、現在、民生委員児童委員

協議会を回らせていただき、事業紹介を行っております。また、秋ごろに区内中学校全校

にティーンズサポートの関係で回らせていただいて、掘り起こしを進めていきたいと考え

ております。 

○会長 

 ありがとうございました。地域で主任児童委員などをなさっていると、ちょうど子ど

も・子育て会議でも議論がありましたけれども、地域で相談を受けた、その相談をもう少

し専門的なところでサポートしてほしいというニーズもすごく出てきていますので、出張

相談もそうですけれども、つなぐという役割をもっと意識化していかないといけないなと

とても感じました。５年間たって、今６年目で、新しい次のステージに入っていますの

で、そういう点も含めてお願いしたいと思います。 

 多分、いろいろなご質問、ご意見があると思うんですが、続いて報告をお願いしたいと

思います。 

○委員 

 続きまして、せたがや若者サポートステーションの説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 せたがや若者サポートステーションは、先ほど施設長の廣岡委員がお話されたメルクマ

ールと同じ建物、池尻の世田谷ものづくり学校の中にありまして、ほぼ隣に位置してお

り、非常に密な連携を行いながら進めていっております。 

 画面の右下にあるキャラクターは、せたがや若者サポートステーションの開所時に得意

な若者につくってもらった「せぽやん」です。ですので、結構若者と一緒につくっていく

ようなことを就労支援の中でやってきたというのが特徴としてあります。 
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 通称サポステと呼ばれているんですけれども、これは厚生労働省の地域若者サポートス

テーション事業というものになります。いろんな団体が運営していて、今年度で全国に

177カ所、都内には９カ所あります。私どもワーカーズコープは、世田谷と新宿、全国で

も22カ所運営しており、１団体としては一番多く運営しています。世田谷はことしでちょ

うど11年目になりまして、結構長い間、若者支援をやってきたかなと今となっては思って

います。 

 どのような方が来るのかといいますと、働きたいけれども自信がないという若者が多く

来られているかなと思いますが、働くことの悩みは１人１人違いまして、ブランクがあり

自信がない、一度も働いたことがない、方向性に悩んでいる、就職したいが何から始めて

よいか不安、職歴が不安定でこの先が不安というような、いろんな方が働きたいというこ

とで来ています。ただ、そうはいっても、悩みは人それぞれで、１人１人に合った就労支

援をということで向き合っていっております。 

 そのために、まずは個別相談、面談からスタートしまして、ご本人が自分のことをなか

なか整理できていないこともあるんですけれども、自分が思っているもの、悩んでいるも

のが何とかうまく出てくるように、引き出せるように向き合いながら、少しずつ１人１人

の不安を出してもらい、それに向けて一緒に考え、どうしていったらいいのかということ

にともに取り組むような形での就労支援を行っております。 

 具体的にプログラムの例を挙げますと、段階的に準備、実践、定着と分けているんです

が、最初の準備の段階では、コミュニケーション講座、少し進みますとジョブトレーニン

グ、それから、ビジネスマナー講座、就活セミナー、パソコン講座など、個々の状況に応

じてプログラムを提供していっております。それから、実践的なものとしましては、職場

見学、仕事体験ですが、働いた経験が少ない若者が多いので、仕事といっても、イメージ

がなかなか湧かないので、まずは実際に体感する形で見学とか仕事の体験などをして、仕

事観を自分の中でつくって、どうしていくのかというのを深めていくことが大事になって

きます。次のステップでチャレンジ就労があったり、情報提供があります。実際、仕事が

決まった後も働き続けることが大事になりますので、定着するための支援として、これは

意見表明に関するところになるかもしれないんですけれども、いろんな人が集まっての座

談会も、これまで見ていて非常に大事かなと思っています。 

 ビジネス応用講座で、実際、働いてから、どう上司と話したらいいのかとか、そういう

面で困った方に向けての講座ですとか、社会人力ＵＰセミナーは、労働法の知識とかもあ
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わせて学ぶといったものです。あとは個別の相談で、定着した後も個別の悩みを吐き出し

てもらうようなこともやっています。 

 よく誤解されがちですが、ハローワークさんとの違いとしては、サポートステーション

には、ハローワークや人材会社のように求人を紹介するような機能はなくて、その手前ま

でのところで自分の方向性を定めたり、必要な準備をするということに向き合っておりま

す。 

 サポステにもやっぱりいろいろ限界がありまして、厚労省の指標も年々実態に合わない

感じに変わってきているなと思っています。今、私は、よいしごとステーションという新

たな事業を組織内で自前でやっているんですが、それは職業紹介の仕組みを使っています

ので、ハローワークさんに行かなくても自由に紹介できます。若者の個々に合わせ、サポ

ステのより深い体験とか就労に向けて、今取り組んでいます。ただ、紹介先はワーカーズ

コープを初めとした協同組合に限定しているということがあります。協同組合は困難のあ

る若者たちを含めての受け皿となり得るようなこともミッションとしてやれるんじゃない

かということで、ほかの協同組合と連携しながら、その部分に関して、今、つくり始めて

行っています。そのほか、自立援助ホームの社会的養護下の若者も受け入れながら進めて

いっております。 

 メルクマールせたがやを初めとして、地域のいろんな方々とのネットワークで連携しな

がら、若者のニーズに応える支援を今後もやっていこうというところです。 

 ホームページとかツイッターなども年々充実させていっているので、ごらんいただけれ

ばと思います。 

 昨年、モデル事業で、就職氷河期世代の40歳より上の若者支援も１年間だけ、せたがや

サポステでやったんですけれども、ことしはモデルから外れてしまったので、また39歳ま

でになりましたが、ただ、国の流れとしては、氷河期世代について、すごく力を入れてい

こうという方向に進んでいるところです。それはずっと課題となっていまして、サポステ

自体も2006年に始まって、最初は34歳までが対象だったんですけれども、2009年から39歳

までになったことをみても、その世代の年齢が上がっています。私も氷河期世代で、見て

いると、やっぱりその世代の支援は必要だなとすごく感じております。 

 今、豊島区でもメルクマールみたいな事業をやっていまして、たまに応援で入るんです

けれども、先ほど区長が言われた事件があったときは、ひきこもりの子どもを持つ親御さ

んからの問い合わせが一気に増えたことがあって、もしかしたらうちの子も何かというよ
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うな不安感を持ってかけてこられました。かけてくる方も40歳以上、50歳とかのお子さん

を持つ親御さんもいて、その窓口も本当は39歳までなんですけれども、実際に困っている

方がおられるんだなというところで、そこにも取り組んでいく必要があるかなと思ってお

ります。 

 ありがとうございました。 

○会長 

 幾つか課題が出てきていて、特に職業紹介と就労支援をどうつなぐかということは、実

は東京都の委員会などでもすごく大きな課題として出てきています。行政的な縦割り事業

がいろいろな課題を持っていると同時に、いわゆる事業の区割りみたいなものをどういう

ふうにつないでいくのか。利用しやすいようにつないでいくのか、あるいは、今お話があ

ったように、年齢的な区割りをどうつなぐか。そういう意味では、困り感を持っている子

どもや若者たちの実情に合わせて、そのネットワークをどういうふうにコーディネートす

るか。これはものすごく大きい課題だと思いますので、また議論の俎上にのせたいと思っ

ております。ありがとうございました。 

 では、青少年交流センター、お願いいたします。 

○事務局 

 池之上青少年会館で館長をさせていただいております宗豊と申します。よろしくお願い

いたします。 

 池之上青少年会館は昭和54年に開設して、そのときは地域の方々の要望でできたんです

けれども、平成26年に、若者施策として横断的にやっていくということで、青少年交流セ

ンターという名前をつけて、青少年交流センター池之上青少年会館としてスタートしてい

ます。 

 地域では、児童館とか図書館が近くになくて、屋根つきの広場みたいなイメージで子ど

もたちが集える場所をということで、このセンターは始まっています。ですので、一番最

初に写真を通じてご説明したいんですけれども、青年文化祭という形で、商店街のバザー

などをやっている日に合わせて、会館のイベントもさせていただいています。そういった

こともあって、この日は大勢の方にお見えいただきました。 

 この青年文化祭は、大人が考えるのではなくて、実行委員会形式で子どもたちの意見を

取り入れた形でやっています。当日ですけれども、こういった形で、子どもたちもすごく

にぎわっている様子です。和室もありますので、お茶とかもやっています。あと、高校生
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のボランティアを募って、当日、ポップコーンとか綿あめとかを手伝ってもらっていま

す。当日来た子どもたちへの高校生からのメッセージのように、一緒に楽しんでいくの

で、子どもたちの笑顔もどんどん多くなっていきます。 

 同じく大きなイベントとして、池之上では、ダンスフェスティバルＳＥＴＡＧＡＹＡを

行っています。以前は、北沢タウンホールでやっていたんですけれども、世田谷区民会館

に場所を移して展開しています。区内の高校生、大学生、一般の青少年といった若者に参

加していただいています。高校生みずからがポスターとかチラシをつくっています。 

 これは最後のフィナーレの様子です。 

 青少年交流センターという名前になったときに、若者が集まったときにどういったこと

をやろうかと考えて、若者運営委員会という形で、若者自身が何かやりたいこととか、こ

ういった講座が欲しいということを考えてつくってもらいました。 

 小学生向けには、「ゴスペルに挑戦！」で体験をすることで、情操教育の中でどんどん

充実していくという、社会教育の充実と若者支援をやっています。参加、参画と発表の場

ということで、ミニコンサート、青年文化祭で発表してもらっています。 

 あと、天体望遠鏡をつくろうという形でものをつくったり、声優に挑戦とか、日ごろで

きない経験の機会を提供しています。 

 あと、ヒップホップに挑戦ということで、踊ったことのない子が先ほどのダンスフェス

ティバルで発表するために練習したり、ワークショップでは、はんこづくりとかをやって

います。 

 去年は大人から学ぶということで、夢をかなえた大人ということで、宇宙飛行士の星出

さんに池之上小学校の体育館に来ていただきました。 

 ｢落語に挑戦｣というイベントを行ったり、平成２７年からは世田谷リーダースクールと

いうことで、平成27年から池之上青少年会館でリーダーを育成しています。リーダーとい

う言葉はちょっと重いんですけれども、子どもたちが地域に戻ったときに何か自信を持っ

ていたり、学校以外での生きる力も育めるといいかなということでやっています。 

 児童館との連携で、代田南児童館のイベントに参加させてもらったり、生涯学習・地域

学校連携課でやっている新年子どもまつりに参加したり、松代(長野県)との交流で、新年

子どもまつりで雪のプレゼントをいただいている地でリーダースクールの経験をさせてい

ただいたり、年間を通じて、若者同士が交流したり、高校生、大学生たちが自分たちで考

えることを支援できるよう取り組んでいます。 
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 今、夏休みで、８月から工事が入りますが、リニューアルして、しっかりと取り組んで

いきたいと思います。いつもありがとうございます。 

 以上です。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、野毛青少年交流センター、お願いいたします。 

○委員 

 希望丘青少年交流センターの下村と申します。 

 ことしの４月から野毛青少年交流センターも私ども公益財団法人児童育成協会が運営を

させていただいていますので、私のほうから野毛と希望丘をあわせてご報告させていただ

きたいと思います。 

 基本的な情報としては、主な対象は中高生から20代の若者ということですが、実際は小

学生から39歳までの若者が登録・利用いただいている形です。 

 野毛青少年交流センターは、現在を生きている若者が仲間と出会い、地域に参画してい

くベースキャンプのような居場所という形で定義をしていますけれども、特徴としては、

１つは、もともと青年の家ということで宿泊施設を有するところが大きな特徴、それから

もう１つは、いろんな居場所としてやっていますけれども、世田谷若者総合支援センター

と連携した福祉的就労事業をやっております。 

 これが外観ですけれども、こちら側が本館で、縦につながっているような施設です。 

 こちらの２階部分がフューチャーハブということで、若者の居場所とか学習ができる場

所になっています。 

 これが本館の中の写真です。ここに若者が自由に集って、みんなで話をしたり、漫画を

読んだり、ゲームをしたりとかという活動をしています。 

 これが本館の３階にある宿泊施設です。いろんな団体の宿泊に利用していただいている

という形になっています。 

 これが図書館のほうの棟の２階、フューチャーハブを３階から写したところです。若者

がリラックスできるような雰囲気の中で、勉強したり、仲間とおしゃべりしたり、自分た

ちで考えたグループ活動をしています。 

 これが毎週木曜日に福祉的就労事業の活動の１つとして、畑の手入れをしているところ

です。若者がここで仲間と一緒に畑を手入れして、そこで採れたものを調理して、食事を



 19 

一緒にするというところで、若者の社会参加、ひいては就労に少しつながるという形で、

今も事業を展開しております。 

 今度は希望丘青少年交流センターです。きょうの資料にもちょっと入れさせていただい

たんですけれども、準備段階から、構想委員会とかあり方検討委員会とか、１年前の運営

準備委員会という形で、若者の声を本当に反映してつくられてきた施設です。それから、

複合施設ですので、１階には保育園、２階にはほっとスクール、隣接して地域体育館があ

って、そういうところと連携しながら事業をしています。それから、就労体験とか就労支

援活動ができるカフェがありますので、その辺も１つの特徴だと思います。 

 これが日ごろのアップスの様子です。若者が構想の段階から、はだしでのんびりできる

スペースが欲しいということで、寝そべったり、ギターを引いたり、奥ではみんなでゲー

ムをしたり、話をしたりという形です。 

 これが交流スペースということで、地域の方はどなたでもお入りいただけるスペースな

んですけれども、時には若者が勉強のスペースに使ったり、おしゃべりしたりということ

で楽しんでいます。 

 それから、若者のいろんな形の発表ができるようにということで、ホールがあります。

これは日曜なんですけれども、卓球をやったり、大きな鏡がありますので、ダンスをした

り、ジャグリングをしたりということで楽しんでいます。実は３月にフェスをやったんで

すけれども、そのときには12のバンドが参加をしてくれて、すごく充実したフェスになり

ました。 

 実は明日、スタッフが何かをするのではなくて、若者がみずから出演団体を募集して、

ポスターをつくって、企画運営をしている若者のライブが開かれます。 

 それから、調理室もありまして、団体として予約して利用していただけますし、若者が

自由に食事をつくったりという活動もしています。 

 また、スタジオで演奏しているところです。 

 それから、学習室です。学習室はとてもニーズが高くて、学校の試験期間なんかだと、

ほぼ満席になってしまって、ここだけでは足りなくて、いろんなところに机を出して対応

しているような状況です。 

 それから、複合施設のよさで、週に２回だけなんですけれども、地域体育館をアップス

として利用させていただいています。スポーツを思いっきりできるということで、かなり

遠くからも、バスを乗り継いでこの日に来ている若者もいらっしゃいます。 
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 それから、運営委員会ということで、今も若者が月に１回集まり、運営のやり方につい

てとか、イベントをこんなふうにしようということで、若者に参画してもらいながら、い

ろんな方針を決めています。 

 それから、先ほどカフェがあるということで、就労支援プログラムが今少しずつ動き出

しています。厨房がありますので、ここでトレーニングを受けた若者が、研修が終わった

後、３カ月なり６カ月と決めて、自己課題を達成できるように、実際に働くことができま

す。 

 ２月にオープンして、きのうまでに約３万5000人の来場がありました。登録しているの

が約4000人、小学生が45％ぐらい、中学生が３割ぐらい、高校生が２割、それ以上の大学

生世代や30代の若者とかが残りのパーセンテージという形ですが、実際の利用のところを

見ると、今、利用は高校生が一番多いです。 

 以上です。ありがとうございました。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは最後に、「情熱せたがや、始めました。」、お願いいたします。 

○事務局 

 若者支援担当課、高根と申します。私から「情熱せたがや、始めました。」略して「ね

つせた！」の事業説明をさせていただきます。 

 まず、「ねつせた！」の発足の経緯としましては、平成27－28年度期世田谷区子ども・

青少年協議会の議論の中で生まれました。若者世代に情報が届いていない現状を踏まえ

て、若者が主体となって、若者世代に身近なツール、ＳＮＳを使い情報発信していく、ま

た、そこが情報空間の居場所となるよう、モデル事業として検証することになりました。 

モデル事業は２つ大きな目的がございました。１つ目は、若者の参加・参画の仕組み

をつくること、そしてもう１つが、情報が届いていない若者世代へ情報を届けることの２

点を柱に、モデル事業を走らせました。 

 子ども・青少年協議会の議論では、現状認識として、まず、区報の情報が届いていない

とか、区の施設を知って、もっと活動の場として活用してほしい、「区のおしらせ」が非

常に淡白で、発信する内容が若者にとって、おもしろいものだと感じにくいなどといった

ことがあり、それらの課題に向けて、より多くの若者に情報を届ける仕組みづくりの必要

性や、高校生は３年間、大学生は４年間で卒業していってしまいますので、机上の議論だ
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けではなく、実際に足を動かして、検討と実践の両輪で走らせるべきだという議論のも

と、モデル事業が始まりました。 

 続きまして、「ねつせた！」の利用実績です。まず、左の表をごらんください。「ねつ

せた！」の閲覧層に関してですが、全体の77％以上が24歳までの若者が占めております。

若者支援担当課が属する世田谷区子ども・若者部ツイッターは33％以下と半分以下の数値

となっているので、「ねつせた！」の目的のターゲット層の若者世代に届いていると言え

るのではないでしょうか。 

 続いて、右の表です。フォロワー数の推移をごらんください。平成28年度の開始から現

在にかけて、フォロワー数は右肩上がりに伸びております。現在、ツイッター、フェイス

ブック、インスタグラム、そしてつい最近、「ねつせた！」の活動の中身を知ってもらう

ために、ブログの機能があるｎｏｔｅというＳＮＳを追加して、こちらの４つを使って発

信しております。全てのＳＮＳを含めると、2000人弱ぐらいのフォロワー数がございま

す。月間閲覧数も、月によってばらつきはあるものの、平均６万人以上の閲覧がございま

す。こちらも子ども・若者部のツイッターの閲覧数と比較しますと、登録者数は3300人と

「ねつせた！」の倍ほどいるんですが、月間閲覧数は２万人から３万人程度なので、こち

らと比較しても、「ねつせた！」は倍以上の閲覧があることがわかります。 

 活動状況についてです。左の図のとおり、「ねつせた！」と区が協定を結んでおりま

す。そこへ区が委託したサポート事業者と経験豊富な子ども・青少年協議会の委員の方々

がサポートしていく運営体制をとっておりました。また、情報発信の体制も、先ほどお伝

えしたとおり、ＳＮＳのそれぞれの特性を生かして、ツイッター、フェイスブック、イン

スタグラム等を連動して発信しております。また、民間企業サイトのポリシーを参考に、

人権侵害や著作権侵害等がないよう、一般規定の範囲を定めるポリシーを団体として定め

ております。発信ルールも、配信チェックの体制を若者に負担感がないよう、ＬＩＮＥを

活用して行っております。安全面も配慮しております。 

 続いて、モデル事業のときの「ねつせた！」の活動状況を簡単にご報告させていただき

ます。 

 モデル事業時の活動状況は、詳しくはこちらのパワーポイントのとおりなんですけれど

も、20名程度の学生と年間30回を超える会議、または取材を年間計19回行いました。庁内

から依頼があったものや、みんなの将来の夢に直結するような大人の方々を取材したり

と、幅広く行っておりました。 
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 こういった１年間のモデル事業実施によって見えてきた状況は、まず目的の１つ目の参

加参画の仕組みづくりについては、区役所とＳＮＳは非常に相性が悪く、さらに、若者が

発信するということで、炎上の心配、特定の個人に攻撃が及ぶのではないかと懸念されま

して、発信するまで想像以上の時間を要しました。また、学生を含む若者の抱える忙しさ

も想像以上でして、授業、サークル、アルバイト、就職活動などなど、非常に忙しく、そ

のため、若者の忙しさを前提とした仕組みと、人によって違う優先順位を尊重する体制が

必要だということがわかりました。ただ、活動に参加した学生からは、さまざまな方々と

の出会いや、自分の将来に直結するような大人との出会い、また、インタビュー等による

出会いだったり、出会いを受けて刺激を受けたというコメントをいただきました。また、

「ねつせた！」の取材に行くまでには、企画を自分で考えて、企画書を作成して、自分で

アポイントメントをとって取材をし記事をつくって、相手方に確認するというのが一連の

流れでございますので、そうしたことによって、編集力や人に話を聞く力、取材力等々の

力がついたという意見ももらいました。 

 課題としましては、若者たちは加入、卒業、脱退を絶えず繰り返しますので、若者のメ

ンバーの循環の仕組みづくり、そして、若者の活動をサポートする伴走者の存在が非常に

重要であるということがこのモデル事業を通して見えてきました。 

 ２つ目の目的、情報が届いていない若者へ情報を届けることに関しては、若者世代への

ＳＮＳでの情報発信の有効性は、一定程度結果は見えてきましたが、そこには若者ならで

はの視点でつくる魅力的な発信と、安全で信頼できる情報発信とリスク管理の仕組みづく

りが不可欠であるということが見えてきました。 

 平成29年度からは、子ども・青少年協議会の議論も終わりまして、「ねつせた！」はモ

デル事業から本格実施することになりました。モデル事業で見えてきた課題を生かし、体

制変革を行いました。主に２つございます。１つ目は、自分のペースで活動できるライタ

ーと、がっつり団体の運営まで考える運営メンバーの２段階で、かかわりを選択できるよ

うにしました。若者たちは忙しいので、今回は運営までがっつり考えたいとか、私はゼミ

長になってしまったので、今回はライターをやりますというふうに、かかわりも１つだと

なかなかハードルが高いので、ハードルを低くしたということです。もう１つ、ハードル

を低くしたこととしては、１年間のスピード感あふれる若者期を考慮して、活動期間を１

年間から６カ月で切ることにしました。｢(活動する上で)１年後の自分なんか全然わかり

ません｣と言われてしまったので、半期ごとに区切り、継続するのか、１回お休みするの
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か決めましょうということにしました。 

 また、行政として、交通費等活動経費の支給も必要であるということを議論でいただい

たので、少額なんですけれども、活動費の交通費相当の謝礼を若者たちの環境設定として

つくりました。 

 30年度からの試みとしましては、まず、キャッチコピーは、以前は「常に熱く、いつも

そばに」ということで、ＳＮＳというバーチャルなで遠い存在ですが、自分たちの気持ち

は常に熱く、そして、常にそばにあるようなメディアになるということでつくりました。

しかし、このキャッチフレーズは少し自分よがりではないかといった話になり、ＳＮＳだ

からこそ、届けた先も巻き込んだものに変えたいということで、自分たちもそうですけれ

ども、それを見た先の方々も、自分も活躍できる場所があるんじゃないかとか、自分もほ

かの人と違っていいんだみたいな形で、「このまちで主役になろう」というキャッチコピ

ーに変えました。 

 このキャッチコピーを変えたことによって、活動のスピードが上がり、新たな目標、目

的のもと、取材やイベントのプロジェクトが多数立ち上がりました。今まで全員で行って

いた活動も、プロジェクトチームごとのチームアップ制に変更しました。プロジェクトの

内容によっては、「ねつせた！」のメンバーだけではなく、その分野にたけているサーク

ルや部活、学校やゼミの方々も巻き込みながら、幅広い学生たちと一緒に活動していると

ころです。 

 例えば先週、キャロットタワーの中で、産業振興公社が主催の観光メッセというイベン

トがございました。「ねつせた！」のメンバーの中にメディアに強い学部の子がいて、そ

このゼミ生たちが協力してくれて、今度、ユーチューブでイベントの情報を伝えるんです

が、イベントに来られない方、来年行きたいなと思っていた方に向けて、イベントの情報

を届けるということをやりました。「ねつせた！」のメンバーだけでは専門分野が浅いの

で、ゼミの方々が協力してくれているということでございます。 

 最後に、３年間、「ねつせた！」の活動を通して見えてきたこととして、７つの大きな

柱がございますが、キーワードだけお伝えしますと、まず、ＳＮＳを活用した情報発信の

必要性や可能性は大いに見えてきました。その中で、さまざまな大人たちがＳＮＳのリス

クばかり考えるのではなくて、メリットや効果性を理解して、安全で安心なＳＮＳとつき

合いながら発信することが大事であるということがわかりました。そして、若者は大人た

ちのパートナーとして承認して、非常に専門分野にたけている若者たちはたくさんいます
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し、しっかりした若者たちはたくさんいるので、大人たちは、関係性を整えたりとか、放

任するのではなく、干渉し過ぎるのではなく、ほどよい距離感で若者の主体性をサポート

する伴走者の必要性も見えてきました。 

 また、行政の強みでありますほかの部署との連携、協働は不可欠であります。 

 さらに、今年度の子ども・青少年協議会のテーマでございます、若者たちに世田谷区の

将来の担い手としての意識を育むことも重要で、当事者の若者たちがＳＮＳで声を発信す

ることも含めてですけれども、声を出せる仕組み構築に向けて動く必要性もあるかなと、

「ねつせた！」としては思っております。 

 今後の取り組みは、ＳＮＳを一括して見られるようなプラットホームとしてのホームペ

ージの作成や、今後も、「ねつせた！」メンバーだけではなく、その一歩先にいる若者た

ちを巻き込んでいく仕組みづくり、そして、さらに大きな目標としては、「ねつせた！」

がいつか１つの団体として自立していけるような仕組みづくりも構築できればなと思って

おります。 

 最後に「ねつせた！」のアカウントは、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム

をやっております。ツイッターに関しては毎日投稿をしておりますので、ぜひごらんにな

って応援していただけると非常にうれしいです。 

 ありがとうございました。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 ６つのそれぞれの活動が、ある意味で言うと、事業としてはこういう形で出てきたと。

前回、具体的に、それが若者たちの今というものをどんなふうに支援し、その状況の中で

今どうなっているのかというのがグリーンの冊子体になっているわけです。 

 若者の力がどんなふうに支えられていくならば、意見表明、参加、参画を中心にして、

世田谷区の中で若者たちの力が生きるのか。この辺が次のステージとしての議論というこ

とになります。ぜひここから皆さんのご意見を頂戴したいと思います。質疑応答を含めて

議論したいと思います。 

 区長はここでほかの会議に移られます。何か一言残されますか。 

○区長 

 大変おもしろく聞かせていただきました。池之上青少年会館以外は新たに生まれた活動

だと思うんですけれども、既にある児童館も大分変わり始めてきているし、放課後学童ク
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ラブ、新ＢＯＰなど、子どもにかかわる活動、あるいは、就労支援というところでは、発

達障害者就労支援センターなどには、ひきこもりの相談が大変多いと聞いていますので、

縦割りになりがちな行政、国もそうですけれども、そこをなるべく横つなぎにしていこう

と。この若者支援でせっかく開けてきたテーマを、今までやってきたものとどうつなげて

発展させるのかという視点も、これから２年間かけて議論していただければと思います。 

 ありがとうございました。 

○会長 

 それでは、それほど時間が十分にあるわけではありませんけれども、ここからご意見を

頂戴したいと思います。 

 特に小委員会のメンバーでいろいろ議論された方々ですが、今の状況を見ておられて、

若者たちの今の状況に対して、ここからどんなふうな議論、方向性で、この会議体の討議

を進めていけばいいのかというあたりを皆さんと議論したいと思います。いかがでしょう

か。話しにくいですか。 

 こうやって困っていると、すぐに若者たちに振って、切り込み隊をお願いするんですけ

れども、「ねつせた！」のメンバーの委員いかがですか。前に交通費ぐらい出してよねと

いう話はちゃんと実現できましたよね。そんなこともあるので、ここから若者たちが生き

るためにはどういうことが必要なんだろうということで、ぜひお願いします。 

○委員 

 「情熱せたがや、始めました。」略して「ねつせた！」で活動していく上で、区の商店

街に取材をする際に、取材と言うと、結構身構えられてしまって、うまくスムーズに取材

ができなかったことが何度かあったので、「ねつせた！」と区の方々とのつながりを密に

していって、取材がうまくスムーズにやっていければいいなと思っております。 

○会長 

 今回初めての若者委員がいらっしゃいますけれども、こんな議論をしたいなとか、何か

抱負はありますか。 

○委員 

 初めてなので、わからないことがあるんですけれども、若者がどう生きていけるかとい

うので、１つ、もしかしたら関係ないことかもしれないんですけれども、社会的弱者に対

する支援は、さっきのパワーポイントの発表にもあったように、結構充実しているのかな

と思うんですが、今回の参議院選挙でもやっぱり若者の投票率が全然なくて、若者が政治
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に参加するためにはどうすればいいのかと僕もよく考えていますが、友達に聞いても、選

挙に参加しなかった方のほうが多かったです。何でなんだろうというと、政治のことにつ

いてよくわかっていないというのが１つあるのかなと思っていて、そこを何か区のほうで

支援ができればいいかなと思っています。 

○会長 

 すごいですね。最初から頼もしい意見が出てきましたけれども、若者たちは今こんなふ

うに感じています。 

 特に私たちは、保護的な支援が必要な若者たち、あるいは、相談、救済に丁寧にいち早

く取り組むということをやってはきたわけです。ただ、十分にできているわけではなく

て、次年度の児童相談所開設というところで、児童相談所自体としては18歳未満対象とい

うことですけれども、親子というふうに考えるといつも思うんですけれども、子育て家庭

は結構多様な年代をカバーするわけです。しかし、児童相談所が例えばまちづくりでどう

連携するか、商工会とどう連携するか、あるいは、多様な政策と保護的な政策がどういう

ふうに連携していくのか。これは実は遠いようで非常に重要な視点だと思います。 

 先ほどの話の中で、行政的な縦割りと若者施策というあたりもすごく課題になっていた

し、地域の中で若者たちがもっと輝くためにはどうしたらいいかという視点があったんで

すが、ぜひご意見があったら頂戴したいと思いますが、どうですか。地域の中でのお話は

ありませんか。 

○委員 

 会長がおっしゃったように、地域の中で子どもたちが育っていって、ことしのテーマと

しては「意見表明・参加・参画を中心に」ということなんですけれども、意見表明は、若

者になってからの意見表明ではなくて、小さいときから自分の意見を言える子どもに育て

ていないと、若者になったから意見表明ができるかといったら、できないなと思っていま

す。 

 １つ問題があると思うのは、今の親が、自分の子どもによくなってほしいと思って、子

どものできないところを指導するというか、できないところを指摘するので、子どもは自

分ができていないと思っているところをどんどん強調されるというか、自信がないのでは

ないかなと思っています。多分、自分自身もそういうふうに育てられた親が、自分の子ど

もには自分のようになってほしくないとか、もっと上を目指してほしいという親の愛情で

そういうことを言っているんだろうと思うんですけれども、そこでよく言われる自己肯定
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感が育っていないとか、自己否定感が育つということがあるので、もっと手前のところか

ら子どもをどのように育んでいくかというところが次の若者に育っていくのかなと思って

おりますので、そういうところもちょっと話をしたいなと思いました。 

○委員 

 今回会議に初めて参加させていただきました。立場上、小学校、中学校の関係で地域か

ら見るという形で携わらせていただいているんですけれども、小学生、中学生の自尊心と

か、中学生になってからリーダーシップをとる子が絶滅危惧というか、昔は多分いたと思

うんですが、最近はどうも頭角をあらわすと周りに潰されるみたいなところがあるので、

自分からやろうという育ちができていないので、池之上青少年会館のリーダースクールと

いうのはとても必要かなと。明石委員が言ったように、小さいときから自分の意見を言っ

て、そうだよねと言ってくれる環境にあると、そのまま育つと思うんですけれども、それ

がないままに、自分でみんなを引っ張っていく子どもたちがちょっと足らないかなという

ことを話し合いたいなということと、地域的に見ると、小中はつながっているんですけれ

ども、高校とのつながりがなく、そこがすぱっと抜けて、大学生が参画してくださるとい

うところがあるので、世田谷にいる高校生は果たして地域をどう思っているのかというと

ころをちょっと知りたいなと思っております。 

○会長 

 高校生にも聞きに行ったんですよね。違いましたか。委員、去年の小委員会の委員でも

あったので、ちょっとお話ししてくださいますか。 

○委員 

 中学生、高校生を中心に、現場にふらっと居場所として世田谷区の施設を利用されてい

る方たちにお話を伺ってきました。少し違う観点の意見になるかもしれませんけれども、

前回、２年間かけて施策を評価検証してきた結果、第三の居場所は重要だという結論に立

っています。ちょっと繰り返しになるんですけれども、これは冒頭、森田会長もおっしゃ

いましたけれども、家と学校の行き来しか自分の世界がないお子さんと、そうではなく

て、何らかの居場所とか、社会の人との接点があるお子さんを比べたときに、圧倒的に自

己有用感と自己肯定感に差がついていたというエビデンスが出たというのは、私は結構す

っきりしたというか、ここは信じていいのだ、だから居場所は大事なのだということがわ

かったんです。つまり、家の中で抱えるんじゃなくて、社会に頼ってもいいし、お母さ

ん、お父さんたちも、社会は怖いとかじゃなくて、社会と子どもたちが接点を持っていく
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ことはいいことなんだと言える結果が出たということがすばらしくよかったなと安心した

結果でした。 

 そして、訪問した施設で何が起こっていたかというと、決して子どもたちに「大丈

夫？」、「今度、これをやろうよ」、「君すごいね」とか、過干渉に声をかけているので

はなくて、ただ見守っている。子どもたちのペースで安心してくつろいでいいんだと言っ

ているまなざしと、そこにいる職員さんたちの、子どもを信じてあげるとか、子どもはみ

んな正しいみたいな、口には出さないんだけれども、まだルール化されていない、イメー

ジ化されていないモード、理念が、全部ではないかもしれませんけれども、私が見た限り

はうまく機能しているので、インタビューした中高生はちゃんと意見が出ていたと私は理

解しています。つまり、安心して話せる時間と空間の環境があるということが意見表明に

は欠かせない要素ではないかと思っています。 

 加えて、前の期の検討が終わった後、今日ご欠席の林委員のご案内で、今、校則がなく

なって、子どもたちがぐんぐん成長している奇跡の中学校と言われる桜丘中学校の西郷校

長先生のお話を聞き、中学校にもお尋ねしてみました。そして、すごくヒントになるので

はないかと私が思ったのは、校則はなくなりましたが、理念はあるんです。それは３つの

理念で、何かというと、大切にすることは３つですと言っていて、１つ目は、礼儀は大事

だ、２つ目は、出会いを大切にしよう、３つ目は、自分を大切にしよう。この３つだけが

あります。この３つで周りが動いて、学校が動いて、そこの子どもたちは、やりたいこと

はやっていいんだ、やりたいことは大人が応援してくれるんだと思って、どんどん自立と

成長を促進されているということを見てまいりました。 

 もしかしたらいい側面しか見ていないかもしれないんですけれども、私はここに社会の

１つのヒントがあると思ったんです。何が言いたいかというと、子どもたちが表明する時

間と空間の環境が大事ということと、集ってきている子どもたちの声をもっと聞く活動を

してみたいということ。それと、何か課題が見つかると、すぐにそこに対して、課題対応

の施策を立てていってしまったり、ルール化してしまったりするというのがよくあること

なんですけれども、今、世田谷区がやっているのは、ある施設を利用して、それを柔軟に

生かしていくみたいなことが既に始まっていますから、何か構築したり、追加されたりじ

ゃなくて、デトックスして、要らないことは要らない、でも、大事なことはこういうこと

だよねみたいなことを発信していくことも、子ども・若者が自分の言いたいことを発信で

きるようになるかもしれないなと思いました。 
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○会長 

 今お話を聞いていただいたわけですけれども、実は最大限やっても、あと５分か10分ぐ

らいしかないんですけれども、ことし新しくなられた委員の方々、いかがですか。中学生

のお子さんたちと暮らしていらっしゃる立場で。 

○委員 

 今、中学生と高校生の子どもがいまして、けさも中学生の子どもとまさにけんかしてき

たところなので、きょうは本当に勉強になりました。 

 きょう初めてなもので、本当にいろいろなことを勉強させていただきました。子どもの

可能性、多様性というのは、私自身も長年いろいろ学ばせていただいたんですが、実際、

大人の目から見ると、自分の子どもが夜更かしをして、それこそ将来設計が見えないんだ

けれども、バンドをやりたいとか、突然、未来志向の考えなしで言ってきたことに対し

て、現状はとても戦ってしまう。更年期と思春期が戦ってしまう毎日を送っておりまし

て、本当にいろいろな多様性の中で、親子ともども考えながらいかなければいけないなと

思いました。 

 先ほどのＳＮＳでの発信という話に私はびっくりして、私自身もＳＮＳが苦手なもの

で、ともすると、私も含めてなんですけれども、ちょうど青少年を抱えた親世代は、ＳＮ

Ｓは悪いものという、どうしても苦手意識とイコールということで、自分が使えない分、

子どもが10時間とか費やしていると、どうなっちゃうんだろうという恐怖もあったりする

世代なんです。だから、それがいろいろな意見の中で、多様性と安全と使い方によってと

いうのは、今、中学校の親の中でも本当にいろいろ考えているところです。 

 先ほどのひきこもりのこととか、学校に通えない子どもたちとか、私もいろいろなお話

を聞くんですけれども、実際、引きこもっている子たちは、私の古い考えからすると、本

当に部屋に引きこもって一歩も出ずに誰とも交流しないというイメージだったんですが、

今は本当に違って、どんどん居場所を求めて、部屋からは出ないですけれども、とにかく

インターネットで、本人たちは友達もいてつながっていると。 

 ともすれば、高校のいろいろな学校紹介を見ますと、バーチャルの通信の学校では、バ

ーチャル遠足といって、担任の先生がバーチャルで登場して、生徒たちがバーチャルで参

加して遠足をするとか、ネットの世界はネットだけだよねと私たちは思ってしまうんです

が、そこに居場所があって、きょうは遠足です、きょうはこんな学習をしてきましたとネ

ットでやって、いわゆるオン会―オン会とオフ会、行ったことがないのであれなんです
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が、ニコニコ超会議で文化祭をやったりとか、会わないけれども活動している、会ったと

きにまたよりよい活動をするというのが今の若者の傾向なのかなと。それを私たちがつな

がっていないと思っているだけで、やはりつながっているという現状を最近とても感じま

したので、「ねつせた！」はすごい取り組みだなと思いました。ある意味、本当にニーズ

にマッチングするのではないか、届くところに届くツールなんじゃないかなと思いまし

て、これをより発展させていただくことで、とてもいい将来になるのではないかと思って

おります。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 地域から新橋委員、何かお気づきになったことはありますか。よろしくお願いします。 

○委員 

 先ほど「ねつせた！」のところで、大人は伴走者であるべきということが書いてあっ

て、なるほどなと思ったんですけれども、松沢地区委員会では、ジュニアリーダーとい

う、中高生をリーダーにしていこうという取り組みをしています。どちらかというと、そ

ういうところには、学校ではあまりリーダーシップをとれない子が来るんですけれども、

小学生と一緒にデイキャンプなどに行きますと、やらざるを得ないせいか、見違えるほど

リーダーになるんです。それを学校の先生とかが見たときに、こんな明るい顔をしていて

よかった、この子を見守っていたけれども安心したというような声を聞くので、わざわざ

土曜日とか日曜日に私たちも行くんですけれども、やっていたかいがあるなという小さな

幸せを感じます。 

 家にいるだけでは何も始まらないけれども、無理やりでも何かちょっと始まると、子ど

もたちは柔軟にリーダーシップでも何でも発揮していけるのではないか。そういう力をち

ゃんと持っているので、それを思う存分出していけるのが、大人の伴走者としての支えと

感じました。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 副会長、いかがですか。 

○副会長 

 ８月28日に小委員会の第１回目が行われますけれども、そのときの題材がいっぱい出た

なと思います。特に意見表明は小さいときから必要だということで、世田谷区は秋から中
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学校の校則を公開するということを先日ニュースで知ったんですが、とてもいいことだと

思うんです。校則なども、中学生自身が見直してつくっていくという意見表明をすること

を小さいときからやっていけば、つながるのかなと思います。 

 先ほど会長が行政の縦割りの問題を言ったんですけれども、教育と福祉というところ、

あるいは、違う部署で連携をしながらやっていけば、この小委員会も活発に、いい意見が

もっと出てくるのかなと思います。非常に大いに期待したいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○会長 

 第１回ということで、いつもそうなんですけれども、実は事務局とはとても丁寧に何回

も話し合って、昨年度の貴重な報告に至るまでの皆さんの調査の状況、あるいは、小委員

会での議論を踏まえて、今年度、どういう議論をしていけば、昨年度の活動が生きるかと

いう議論をしてきたんです。 

 実はこれはすごく大事なことで、いわゆる市民と行政、家庭と地域、あるいはそこの学

校なんかも入ってくるかもしれませんし、職場も入ってくる。こういう場というもの、支

援者は、いろいろな立ち位置で人々の暮らしの中にかかわってくるわけですが、しかし、

１人の子ども・若者という存在に対しては、やっぱり多様なかかわりがあります。それを

私たちはどういう形で整備していけば良いか考えなければなりません。 

 具体的には、先ほども申し上げましたけれども、自分で既に社会の中のあるリーダーと

してやっていらっしゃる方たちもいます。そういう人たちからすると、もっと自分で努力

すればいいだろうと言われる方もいます。しかし、努力しようにも、どこかでボタンがか

け違ってしまったという人たちもいるわけです。そこを自己責任におさめておかないで、

社会で何かかかわりを持つことによって、そのかけ違いがもうちょっと戻っていく、ある

いは、違う形でそれが展開していく。これを私たちはやっぱりどこかで狙わなければなら

ないわけです。そのときの狙い方というのが、実は「ねつせた！」みたいな、いわゆるバ

ーチャルな世界の中でのかかわり、あるいは、新しい形での居場所づくりですよね。いわ

ゆる情報の中での居場所というものもあるし、先ほどオンとオフというのがありました

が、常に人間というのはどこかでオンライン上とオフライン上での関係が必要になってい

きます。「ねつせた！」も、「ねつせた！」の情報としての動きと、それをつくり出して

いく関係性の両方が組み合わさって、「ねつせた！」というものをつくり出していく。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、子ども・子育て会議のところでも、つい私
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たちは地域の方にとお願いをするがために、地域の方々が、掘り起こされつつある、さま

ざまな家庭や子どもたちの問題に直面されて、そこがまた苦しくなってしまっているとい

うことも出てきています。だとしたら、そういった人たちを支える仕組みはどうしたらい

いか。あるいは、こんなに新しくどんどん参加や参画が進んでいくと、それを支える職員

自体も専門性というものがまた新たにブラッシュアップされていかないと、なかなかそれ

についていけないということも出てきます。ある意味では、追っかけっこしながら、若者

たちが世田谷の中で生きていく、輝いていくような活動がどんどん展開していくようなこ

とを私たちは目指さなければならない。そういう意味では、先はまだまだ遠いし、やらな

きゃいけないことも多いわけです。 

 恐らく小委員会では、きょうの議論を踏まえて、さらにこの議論を広げて、そして深堀

りをして、次に本協議会に持ち込んでいただくというやりとりを、ここからずっと続けて

いくことになります。そういう意味では、前回も２年間の活動の最初のときは物すごく大

変で、一体どうなるかというぐらいの議論をしていただいたわけですけれども、その最終

成果はこれほど厚いものができ上がってきておりますので、今期も小委員会と本協議会が

車の両輪になって、議論を深めて進めていきたいと思っています。 

 また、先ほど申し上げましたように、今年度につきましては、子ども計画の見直しをし

ております。そこの中にも、若者計画をきちんと位置づけていくという時期でもありま

す。そんなことも意識しながら、私たちはこの委員会を進めていく必要があると思ってお

りますので、小委員会の委員の方々も含めて、どうぞご議論に参加いただきたいと思いま

す。 

 それから、さまざまな情報提供がこの議論をより豊かにしていきます。いろんなところ

で活動されていて、課題や成果みたいなものもたくさん見えてくると思いますので、そん

な情報もお寄せいただけたらと思っております。 

 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは最後に、事務局にお渡しをして、今後の予定等をお話しいただいて、きょうの

会を閉じさせていただきたいと思います。では、事務局、お願いいたします。 

○事務局 

 会長、皆様、ありがとうございました。 

 次回の協議会は、次第の一番下の今後の予定に書いてございますが、12月11日水曜日を

予定しております。また時期が近づいてまいりましたら、開催通知を送らせていただきま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、委員名簿に米印がついていらっしゃる方ですが、小委員会の第１回と第２回

の開催通知を机上に配付しておりますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいた

します。 

 それでは最後に、事務局を代表いたしまして、子ども・若者部長の澁田よりご挨拶申し

上げます。 

○事務局 

 子ども・若者部長の澁田でございます。本日は、皆様、それぞれのお立場から貴重なご

意見をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 昨年おまとめいただきました報告書の内容から、今期の本協議会でお取り組みいただく

テーマにつきましては、今後、ご議論いただきますとともに、先ほど会長からもお話があ

りましたとおり、今年度策定予定の子ども計画（第２期）後期計画にもご議論いただきま

した内容を反映させてまいりたいと考えております。 

 世田谷区では、「子どもや若者がいきいきわくわく育つまち」を目指して進めておりま

して、若者１人１人が夢を語り、実現し、若者の力が生きる地域となるよう、これから２

年間となりますが、今後も協議会で活発なご議論をいただきますよう、今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しいところ、まことにありがとうございました。 

○事務局 

 以上をもちまして令和元年－２年度期第１回世田谷区子ども・青少年協議会を閉会いた

します。本日はありがとうございました。 

 なお、机上に置いてあります子ども計画等の報告書は大変重うございますので、そのま

ま置いていっていただいても結構です。次回の協議会の際にまたご用意させていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、最後になりましたが、委員から１つご連絡がございますので、お願いしま

す。 

○委員 

 机上に配らせていただいたピンクのチラシなんですけれども、私はせたがや子育てネッ

トというＮＰＯもやっているんですけれども、区民版子ども・子育て会議という、支援者

のための会議を毎回やっているんですが、今回、後期計画策定にあたりまして、子どもた
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ちの意見もちょっと聞いてみたいよねということで、夏休みに「みんなでわいわい話し

て、若者の声を届けませんか？ ティーンエイジャー集まれ！！！」という企画をやりま

す。８月７日に｢アップス｣をお借りして実施予定なんですけれども、やはり意見表明がな

いというか、子どもたちがなかなか集まらないというか、夏休みでとても集客に苦労して

おります。皆様の中で声をかけてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひお声か

けをお願いしたいと思います。 

 この配っているチラシにはＱＲコードが載っていないんですけれども、今どきＱＲコー

ドが載っていないなら申し込めないじゃんということなので、こちらのメールまでお問い

合わせいただきましたら、ＱＲコードが載ったチラシをご希望の方に送らせていただきま

すので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上になります。お時間ありがとうございます。 

○事務局 

 では、ありがとうございました。 

午前11時30分閉会 

 


