
令和元年―２年度期 第２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１２月１１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 桜井純子 林大介  

森岡美佳 志村ちあき 明石眞弓 鈴木法子 藤原由佳 後藤友幸 土田聖一  

廣岡武明 下村一 篠原健太郎 

■事務局 

子ども・若者部長 澁田景子        児童相談所開設準備担当部長 土橋俊彦 

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 河島貴子 

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  本日の議論の到達点の確認 

２  第１回協議会の振り返りについて 

３  第１～３回小委員会検討状況の報告について 

４  若者施策の評価・検証に向けて討議 

５  今後の検討方法等について 
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午前９時31分開会 

○事務局 

 定刻になりましたので、令和元年－２年度期第２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、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でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 開会に当たりまして、一言、子ども・若者部長の澁田よりご挨拶申し上げます。 

○事務局 

皆様、おはようございます。子ども・若者部長の澁田でございます。本日は大変お忙

しい中、第２回子ども・青少年協議会にご参加をいただきましてまことにありがとうござ

います。また、本日お集まりの皆様方には、日ごろより区の若者施策にご理解、ご協力を

賜り、深く感謝いたします。 

 さて、世田谷区では、10月27日に区民団体と共催で若者支援シンポジウムというのを開

催させていただきました。このシンポジウムテーマが「若者が参加したくなっちゃう地域

づくり」ということで実施をさせていただきました。当日は、地域で活動する支援者の方

とか当事者である若者たちがたくさんお集まりいただきまして、約150名弱の方にご参加

をいただいたところでございます。この中では、若者の参加・参画、意見表明につきまし

てたくさんの意見をいただき、また議論がされたところでございます。このシンポジウム

の中身につきましては後ほどご報告をいただくことになっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 さて、今期の子ども・青少年協議会でございますが、「若者の力が活きる地域～意見表

明・参加・参画を中心に」というテーマでご検討いただくことになっております。小委員

会の皆様には、８月から毎月のようにお集まりをいただきまして、ご検討いただいている

ところでございます。昨年度期の検討を踏まえまして、現状の若者施策をいま一度振り返

り若者の参加・参画を促進する環境整備を検討していくということで、今後これは区にと

っては大変重要なことであると考えております。ぜひ委員の皆様からも専門的なお立場か

らさまざまなご意見をいただきまして、この議論が活発に行われることをお願いしたいと

思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 
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 それでは、本日の協議会の出欠の状況でございますが、本日は、岡野委員、今村委員、

廣岡委員、東委員、高野委員の５名から事前に欠席のご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、本会議は成立しております。 

 続きまして、委員の欠員についてお知らせいたします。区民委員の野口委員より、ご家

庭の事情により、11月末日付で委員辞退の届け出がございました。欠員となりました１名

の区民委員につきましては、３月の第３回協議会までに選任できるよう手続を進めてまい

ります。 

 また、事務局の幹部職員の変更がございましたので、この場をおかりしてご紹介させて

いただきます。 

 児童相談所開設準備担当部長、澁田にかわりまして、土橋でございます。 

 児童相談所運営計画担当課長、土橋にかわりまして、河島でございます。 

 なお、会議録を作成するに当たりまして、正確を期すために、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いたしますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 また、本日の資料は、次第に記載のとおりでございます。協議会の進行に合わせご紹介

させていただきますが、不足、不備がございましたら、係員にお知らせください。 

 それでは、早速本日の議事に移らせていただきます。これより先は森田会長へ進行を引

き継がせていただきます。森田会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 

 皆さん、おはようございます。12月ですので、頑張って走りたいと思っております。会

議自体は、ゆっくり、じっくり２時間議論したいと思っておりますので、なかなか話しづ

らいと言われますけれども、どうぞ遠慮なさらず、どんどん発言していただけたらと思っ

ております。 

 私は子ども・子育て会議にもかかわっておりまして、子ども・子育て会議の計画の中に

若者の計画をきちんと入れ込むという形で、世田谷区の計画というのは、妊娠期、あるい

はもっと言うと妊娠前のときから、出産、子育て、そして子どもたち自身が育っていく過

程の中で、青年期を迎え、大人になっていく、この大人になっていくところをきちんと支

えようということで、子ども計画の中に若者計画もきちんと入れ込むということをちょう

ど前回からやってきて、今回、大きな変更をする段階を迎えています。 
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 子ども・子育て会議では、基本的には若者計画のところはこちらの子ども・青少年協議

会に委ねる一方、そして、理念的にはきちんと共有しながら、計画そのものについては子

ども・子育て会議に委ねるというスタンスをとっております。そういう意味では、責任を

持って子ども・青少年協議会で子ども計画というものに位置づけてもらえるような若者計

画をつくっていくことになります。昨年は、小委員会で施策をどう評価するか、これまで

の取り組みの成果というものが青少年たちの生きづらさを少しでも解消し、そして、世田

谷区が総合計画の中で、やはり子どもや若者たちが輝いて中核を担ってくれるような都市

にならなければならない。この理念をきっちり若者の計画の中に生かせるようなものをつ

くるための評価軸を若者たちも一緒になってつくってくれていました。 

 ちょうどこの計画をつくるというところから私自身の研究者としての歩みというのをし

てまいりましたけれども、この30年余りの間に、やっぱり計画というのはつくるだけでは

だめで評価というものがいかに大事か、そして、その評価軸を何によって評価していくの

かが非常に重要だと、世界的にもこの課題が出てきております。これは明らかにですが、

子どもや若者たちが社会の中で自分たちが生きていていい、そして主体であるという、自

分自身それぞれの主体感というものをきちんと持てて、ある意味では持続可能性のある社

会になっていかなければならないと。今、世界的にもこの問題が大きな議論になっている

と思っております。ＳＤＧｓの考え方というのはまさにそこにあるわけで、国連なんかは

時々取り出してそういった提唱をいたしますけれども、私たちは、そのことをきちんと見

据えながらも、しかし、今までつくってきたものに対して、必要なときには変革を、そし

て方向性としては、いつもきちんとそういった子どもや若者たちがこの社会の中で輝い

て、自分たち自身の存在というものが肯定的に位置づけられていくような社会でありたい

と思っております。それが１人１人の子どもたち、若者たちの権利を実現する社会である

と私は思っております。 

 きょうは、これを若者計画としてつくらなければならないという段階にありますので、

ぜひ皆さんのご意見をここで頂戴して、小委員会のところで議論されてきたもの、それは

昨年時の評価軸をきちんと踏まえたものでございますので、そこをみんなで共有しなが

ら、不足の点は足す、そして変更するようなことも出てくるかもしれませんけれども、ど

うぞご協力をお願いしたいと思っております。 

 それでは本日は、初めに、策定中の子ども計画後期計画に内包されている若者計画と、

今期の子ども・青少年協議会のテーマとの関係をこのようにお話しさせていただきました
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ので、計画にどういうふうに盛り込まれたかについて、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 

 初めに、子ども計画についてご説明させていただきます。 

 まず、資料の１をごらんください。区では、平成27年度を初年度とする子ども計画第２

期に基づき子ども・若者施策を進めておりますが、計画期間が10年間と長いので、折り返

し地点で中間評価を行い、また、子ども、若者を取り巻く社会状況や国、都の動向を把握

しながら、令和２年度をスタートとする５年間の後期計画を策定しているところです。区

の子ども計画は若者計画を内包しており、子ども・青少年協議会が２年間かけてまとめて

くださった提言、若者施策の評価・検証と体系化について、これは資料の５ページから６

ページにかけて引用させていただき、さらに、昨年度行った若者施策に関する調査や今期

の皆様の協議、９月に行ったパブリックコメントのご意見なども参考にして、現在お手元

の案にまとめております。 

 計画の内容は７ページからで「若者の交流と活動の推進」、９ページ「生きづらさを抱

えた若者の支援」、12ページ「若者が地域で力を発揮できる環境づくり」、14ページ「若

者の社会に向けた文化・情報の発信への支援」の４つの柱立てで構成されています。３つ

目の柱、12ページの「若者が地域で力を発揮できる環境づくり」は今回新たに設定したも

ので、今期の子ども・青少年協議会のテーマとも深くかかわります。本日、皆様にご検討

いただくモデル事業案も、こちらにある目標や施策展開と連動していくものとなります。

後ほど協議のお時間で若者計画についてもご意見をいただければと思います。 

○会長 

 きょう協議いただくのはこれになります。そして、今回初めてその議論にかかわってお

られる方もいらっしゃるかと思いますけれども、この委員会自体は小委員会を設けてお

り、そちらのほうで丁寧な議論と、その議論のための資料づくり、調査検討ということも

されております。この点について、意見をまとめてくださった入澤委員と林委員からご説

明をお願いしたいと思います。 

○副会長 

 小委員会委員長を務めさせていただいています入澤でございます。 

 それでは、私から、３回やっております小委員会の内容についてご説明させていただき

ます。これまでの検討経過をまとめた、この大きなＡ３の資料をごらんください。第１回
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小委員会は、８月28日に野毛青少年交流センターで行いました。初めての委員会でしたの

で、検討のスケジュールと、今期のテーマである若者の力が発揮できる「意見表明・参

加・参画」には何が課題で何をしたらいいのか、話し合いをしました。そこで、「若者と

咲かせるネットワーク・せたがや」の方々にも参加していただきまして議論しました。議

論で出た主なポイントとして、生きづらさを抱えた若者を含めた全ての若者を対象とした

支援にしたい、場があるだけではなく、そこには若者の声を聞き出せる専門家がいないと

意味がない、若者は支援すべき対象ではなく共に社会を担うパートナーである、若者もそ

うだが大人だって意見を言えていないのではないかなどという意見が出てまいりました。

かなり活発な議論です。 

 それを受けまして、９月26日にメルクマールせたがやで第２回小委員会が行われまし

た。ここでは、若者と咲かせるネットワーク・せたがや、オルパで活躍した生き方工房の

櫻井さんを福島からお呼びいたしまして、櫻井さんの経験やお話などを伺い、検討しまし

た。そこで出たポイントは、大人も若者も、お互いにそれぞれの土俵を下り学び合うとい

う姿勢こそが大事である、日常的に自分の意見を表現でき、反映される仕組みをつくって

いくことも参画ではないか、多様な参画の機会を考える際に、世田谷区をあまり知らない

若者もいることも前提で考える必要がある、アクセスの排除が生じる要因として、若者に

とって情報を得やすい手段を利用していないことがある、居場所に必要な条件は、安心で

きる人がその場にいること、安心できる場とは自分自身をそのまま表現でき、それを受け

とめてもらえる存在がある、つまり、互いの相互承認が保障されている空間を言うといっ

た活発な議論が交わされました。 

 検討の詳しい内容は、お配りしているＡ４の資料３－２をごらんいただければと思いま

す。 

 続いて、10月27日に、今期の本協議会と同じテーマで開催された若者支援シンポジウム

については、コーディネーターを務められた林委員よりご説明をお願いしたいと思いま

す。 

○委員 

 今見ていただいている資料２の下の部分に若者支援シンポジウムのまとめがあります。

当日はグラフィックレコーディングで、シンポジウムの内容をイラストを交えてわかりや

すくまとめていただくということをやりました。 

 冒頭、私から問題提起をさせていただいた上で、ゲスト４人の方にお越しいただき、ま
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ずはそれぞれの立場から、若者が参加する地域というのはどういうものなのかということ

についてお話をいただいております。先ほどのオルパの運営にかかわっていて、大学生当

時ユースミーティング世田谷の委員としてかかわっておられた櫻井さんからは、若者と大

人の関係性ということについて話していただき、子ども、若者らしいというのはどういう

ことなのか、若者と大人は対等、パートナーなのか、意思決定には時間がかかるというけ

れども、そもそも意思決定する経験があるかどうかというところが問題提起されていま

す。また、この委員会の委員でもあり、アップスの施設長でもあります下村さんからは、

若者主体の場づくりという中で、失敗の経験とか、若者と大人の信頼の貯金、経験の積み

重ねが大事だという話をいただいております。また、世田谷区に事務所を構えているフリ

ー・ザ・チルドレン・ジャパンの中島さんからは、若者のアクションにつながるきっかけ

づくりということで、子どもも社会や世界を変える力があるんだよ、また、世界を変える

ということは自分を変えることなんだと、でも、そのためには安心して参加できる場づく

りが必要だという話です。そして、世田谷トラストまちづくりの風間さんからは、やわら

かい仕組みづくりということで、若者の「やってみたい」を応援するにはどういうことが

できるのか、やわらかい仕組みとは、若者に期待してしまう大人側の柔軟性というものが

大事ですよねということが問題提起されました。その上で、下に書かれていますけれど

も、参加者150人がそれぞれ７グループに分かれて議論をしております。 

 総じて、世田谷区はいろんな意味で若者が参加しやすい土壌にはあるんだろうなという

のは印象としてあるのですけれども、ただ、やはり区全体が非常に大きいこともあって、

また、１カ所で参加できてもほかの地域で参加できないとか、いろいろと課題がある中

で、こうやって若者の参加・参画に対して、関心がある理解のある方々が全区的にいろん

な場所でいらっしゃると。ただ、それがまた若者とつながっていないとか、あと、前の期

の報告書にも書いているんですけれども、若者といっても大学生になってから世田谷区に

来る若者もいる中で、それまで児童館とか青少年交流センターを利用していなかった人た

ちは知らないということもすごくあるわけです。だから、そういったところで、新たに世

田谷区とかかわりをもつようになった若者をどう地域の中でつないでいくのか。生まれた

ときから世田谷区民だった子はいいんだけれども、途中から区民になった方に対しての働

きかけとかというところが今後は課題になるのではないかということが最後に出ておりま

す。それがこの後、第３回小委員会のところに議論としてつながっていっております。 

 ひとまず、私からは以上です。 
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○副会長 

 それでは、第３回小委員会の検討経過を報告いたします。 

 今の林委員が報告された若者支援シンポジウムを受けまして、11月15日に国士舘大学で

行われました。シンポジウムの成果物をもとにしながら、各委員がポストイットで意見を

出し合いかなり活発な議論がされました。検討内容としては、先ほどお示ししましたＡ３

の第３回小委員会の検討内容をごらんください。第１回、第２回小委員会の振り返りと、

先ほど林委員から報告があった若者支援シンポジウムの報告を、林委員や当日参加いただ

いた委員を中心に共有して、モデル事業の方向性と具体案についてワークで検討しまし

た。検討における重要箇所は、下線が引いてありますので、そのあたりが皆さんの共有さ

れた意見だったと思います。 

 以上の検討を踏まえまして、若者の力が活きる地域の実現を目指し、提案させていただ

くモデル事業といたしましては、まず場です。右側の目指すべき姿、若者が安心して意見

が言える場づくりなどというものが出てまいりました。その中で、若者が来るのを待つの

ではなく出向くことが重要であるのではないかといった意見がございました。学校に出向

く、定期で実施する、具体例として高校の例があります。学校に我々が行く理由として

は、部活やバイトで出てこられないからだということもあります。それから、イベントへ

出張し、オープンカフェを実施してもよいのではないか、商店街のお休みどころで定期的

に実施していくことも可能であると。次に、場があるけれども話すテーマがないと話しづ

らいので、若者が興味を持つテーマを設定しても良いかもしれないという意見もございま

した。最後に、居場所に必要な人が居場所を行う上で非常に重要であるため、若者応援団

体に協力要請するとともに、若者の気持ちを引き出し声を聞く、場や人につなぐといった

スキルをもつ大人を要請し、配置してはどうかというような意見が出ました。 

 以上が第３回小委員会の報告です。 

○会長 

 ありがとうございました。こういった小委員会での議論を踏まえて、これが計画の骨格

になっていくことになります。きょうの議論の進め方を事務局と相談をしていきましたと

きに、今の小委員会の議論と、当然ですが、それと現在作成中のこの後期計画がリンクし

ていくので、具体的にこの計画も含めて議論をしていきたいと思っております。 

○会長 

 とりわけですが、皆さんごらんいただいていると思いますが、先ほどのご報告がありま
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したけれども、まず新しくなったのが（３）若者が地域で力を発揮できる環境づくりを新

しく次の計画の柱のひとつとして位置づけようとしています。こんなことも含め、皆さん

でご意見を頂戴できればと思います。もちろん小委員会への質問や計画全体に対するご意

見でもいいですけれども、今お２人から小委員会のお話がありましたけれども、参加され

ていた方の中で、特に次につながっていくような形のご意見とかがあればぜひここでいた

だいて、そこから少し議論を深めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。せっかく

の機会ですので、何かございませんか。前回から参加されている藤原委員いかがですか。 

○委員 

 評価・検証というところから参加させていただいていてわかったことは、繰り返しにな

るんですけれども、やっぱり居場所は大事だということです。それが大事というのは何の

数値からわかったかというと、家や学校以外に居場所があると答えた人の自己肯定感が高

かったことと、親とか学校関係者ではない第三者とのコミュニケーション頻度も含めて高

い人の自己肯定感が高いということだったんです。ということから、居場所をいろいろヒ

アリングしても、本当にそれが機能しているという現場も見ることができたので、やは

り、居場所が大事ということが去年わかってきました。 

 そして、今期に入りまして、私の身近な中でも、不登校になってフリースクールに本当

に入りたいというひとり親の親御さんとかもいらっしゃって、居場所というのは切実に大

事なんだということを私自身区民として非常に感じています。この検討の小委員会の段階

においてもさまざま闊達なアイデアは出てきています。最後の第３回委員会のところに、

居場所と関係性という言葉でまとめられているんですけれども、これも本当に同じこと

で、居場所という場という空間がどういうものであれば居場所足る役割を果たせるのかと

いう場の問題と、あとそこで行われる若者と大人の関係性、コミュニケーションの質です

ね。ですから、空間とコミュニケーションの質をどうしたらいいかに収れんされてきてい

る。それから、そこには介在する人、ある程度トレーニングを受けて子どもたちを受けと

めていけるような人の存在もキャストとして必要だよねということがわかってきた。 

 委員会の中では、希望丘青少年交流センターのようなすばらしい施設が幾つもあったら

それはいいんだけれども、今ある施設の中でも空間とコミュニケーションの質によってそ

ういう場がいっぱい生まれてきたらいいねという話と、さらに出張し、そういう場とコミ

ュニケーションの質、クオリティーの高いものを多く行い救われる子どもたち、その場所

があってよかったという子どもたちをたくさんつくっていきたいねというような話になっ
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ています。 

 私がこれから議論したらいいなと思うことは、いい居場所たる場の定義やコミュニケー

ションの質、そこでどういうコミュニケーションがいいのかというところがまだ議論し尽

くせていないのではないかと思っています。それで、その議論の中に対等性だったり、例

えば子どもだから、大人だからみたいな属性で判断しないとか、人の意見を否定しない、

そういうのがありますね。つまり空間とかコミュニケーションのＯＳ(オペレーションシ

ステム )みたいなものを世田谷区の居場所として、区民の人にもわかるような形でシンプ

ルにできたらもう少し増えていくのかな、そんなところまでできたらいいなと思っていま

した。 

○会長 

 子どもの福祉関係とか社会福祉関係の施設は第三者評価というのを受けているんです。

東京都で子ども家庭の部分の評価をちょうど15年ぐらい前かな、私はそれをつくったんで

すけれども、そのときに利用者の声を聞くとか、子どもにも声を聞く、あるいは環境をど

う評価するか、具体的な取り組みをどう評価するか。保護者の方々にもどのような希望と

期待がそこで具体化できているかみたいなことを聞きながら、ある意味ではＰＤＣＡサイ

クルになって質を上げていく質の向上のための取り組みみたいなものをつくったわけで

す。それ以来、３年に１回ですから、保育とか、社会福祉の施設は何回もこういった評価

を受けてきて、それが公表されていくという仕組みがある。 

 でも、考えてみれば、利用施設の評価というのは質の評価があまりされてこなかったん

ですね。だから、本当の意味で、評価するのは利用者であるし、当事者が自分が求めてい

たものがそこで本当に具体化できているかというところが大きいわけで、それは入所であ

ろうが、利用であろうが同じことなんだろうと今すごく思いました。そういうところが求

められると。ただし、利用施設というのは固定していないですね。どうしても流動的な人

たちにはこの評価は非常に難しいけれども、この委員会で行った評価軸というのは、多分

そういう利用施設や、例えば通所であったり、入所だけではないそういったところでの評

価、私たちは何に向けて評価するのかということをきちんと議論しながら行っていくこと

が地域で本当に生活をしている人たちにとってみると一番重要なサービスなのかもしれな

いなということを思いました。今おっしゃったような場の質とかコミュニケーションの質

というのはまさにそこになっていくんだろうと思います。大変な議論だと思いますけれど

も、ほかにいかがでしょうか。 
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○委員 

 前回の小委員会のときにもお話がいろいろ活発に出たんですけれども、居場所というの

は閉じられた場所ではだめだなと思いました。私も青少年協議会に最初に出たときに大人

の理解がやっぱり必要だよねという話をしました。というのも、幾らいい居場所をつくっ

ても、そこに来られない子どもたちがいるということを考えなければいけないと思いまし

て、なぜかなと考えたときに、今子育てをしている子どもの親御さんが子ども期をちゃん

と過ごしていないのではないかと。子どもの権利というのが今叫ばれていますけれども、

そういったところに思いが至っていなくて、子どもの今を見るよりも、子どもの将来を見

るために今を犠牲にしているというのがすごく現場で見る話なんです。居場所に行くより

も塾に行って勉強をしなさいとか、こういった捉え方をしている大人が多い中で、今回、

アウトリーチで商店街のイベントとかに出向くことで、子どもをターゲットにするだけで

はなくて、その背後にいる大人にも子どもの権利をしっかりと伝えていって、子どもが安

心してその場に参加できるようにすることも一方で必要なのかなということを感じまし

た。 

○会長 

 子ども・子育て会議のところでも議論していますけれども、座学で親というものはどう

あるべきなのかと学んでもあまり実にならない。やっぱり実際に子どもと一緒にかかわる

中で、親の役割とか、あるいは考えなければならないことを議論していかなければいけな

い、学んでいかなければいけないということを皆さんおっしゃっていました。 

○委員 

 まさしく青少年委員で担当させていただくと、子どもの健全育成というところの裏には

必ず親が出てきて、どうしても最後には親の考え方をどう変えていくかということに行き

着くところがありますので、やっぱり子どものことを考えるという場合には、親の改革と

いうか、考え方を変えていく必要というのはすごく重要だなと思っております。子どもだ

けの場といっても、どうしてもその裏には親がいて、親の考えが子どもに反映していると

いうのは否めないところがありますので、そちらはあわせてやっていくべきかなと私も思

います。 

○委員 

 今までお話しいただいていたところにすごく共感して聞いてきたところなのですけれど

も、まさに親の立場というところも非常に強くて、一昔前と言ってはなんですけれども、
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昔はＰＴＡ自身が親の育てになったり、大きな世論として共有する場だったんですが、今

そこがなるべく顔を合わさないというような縮小の流れによって親の価値感とかが共有で

きなくなってきているのかなというのも１つあるなと感じました。 

 私どもも、子どもの居場所ということを議論すると大きく３つあると言って、この３つ

のうちのどれかに属しているといいねという話をよくするんです。１つは学校、１つは放

課後、これは部活が主なんですけれども、部活に所属していれば子どもは居場所があるよ

と、部活に所属していなければ塾に行こうとか、いわゆる放課後の居場所ですね。それと

家庭、この３つのうち１つがあれば子どもは育つよねなんていうことを言いながら、２つ

以上あるといいよねなんていう、数の示し方ではないんですけれども、そうなった中で、

そのどれかの２つ以上、居場所がないと感じる子たちがいます。 

 今この時代に一番目につくなと思うのは、世田谷区でもＩＣＴ教育の先駆けで今いろい

ろ議論しているところなんですが、逆にゲーム依存に陥ってしまった子、これがまずひき

こもりの一番最初の入り口になってしまって、夜起きているために朝起きれない、ゲーム

依存になってしまう。親のほうも本当に悩んでいるんですけれども、一番多い意見は、思

春期の子どもに言ってもあれなので、どうしても家庭の中でのトラブルは思春期が過ぎる

のを待つというのが実は現状なんです。ですから、ひきこもりもいろいろあって、本人も

悩んでいるかもしれないけれども、親と子の接点があるひきこもりというのはまた外に出

る機会もあるかと思うんです。それこそ私の育ってきた一昔前で考えると、これはいい事

例ではないのかもしれないけれども、例えばゲームセンターとかは、いいか悪いかは別と

しても、ある意味、学校に行けなかった子たちの社交の場だったんです。外に出て行く場

だった。そこではいろいろな上下関係があって、時にお金のトラブルもありながら、そう

いうところで接する機会がまだあったんですけれども、今は本当に出ない。大学受験を控

えたお母さんたちが、私が大学受験の全ての手はずをして子どもは部屋から出てこないと

いうので非常に悩んでいる人もいました。 

 だから、今までも議論があったその子たちに対してどうやってアプローチをするか、本

当にそこに尽きるのかなと。もしかしたらそこまでいかなくても、学校にも、塾にもすご

く熱心に行っているように親には見えるけれども、心の居場所がないという子たちは、最

近見るのは、学校にボランティアの募集が張ってあるんです。やっぱり受け身である自分

というよりも、意外に外に出て発信していくほうが中高生には響くんです。学校で内申に

反映されるからいいかななんて発信したボランティアが意外によかった、児童館のお手伝
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いだけれどもよかった、そういったきっかけがあったりするので、受け手というよりも、

自分が運営にかかわっていく、アップスとか、この前もお話を聞いた「ねつせた！」さ

ん、ああいうふうに若者が運営にかかわっていくようなところからの取っ掛かりがあると

いいのかなと思います。 

○委員 

 今、親の話が出ましたけれども、やはり親自身も苦しんでいる部分があると思うんで

す。ですので、若者にひもづく親ということで、やんわりと親にも何らかの形で情報が伝

わっていったり関係性が変わっていくような居場所づくり、何らかの形で親にもソフトに

影響を及ぼすようなものがあるといいのかなと思っております。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 下村委員、先ほどからアップスの話とか、いろいろ出ていますけれども、いかがでしょ

うか。 

○委員 

 アップスは日々多くの若者が来てくれていますけれども、今のお話を聞いていると保護

者との接点というのはなかなかなくて、どんなふうに若者が過ごしていて、こんなことを

考えているのかもしれないみたいなことを共有できる接点は何らかの形で持てたらいいな

というのは１点思っています。 

 あとは、若者と日々接する中で、若者がある種本音でいろんなことを話すまでには時間

がかかったり、信頼関係みたいなものをきちっと築いたり、何かしゃべりたくなるような

デザインをしたりということが必要で、そういうものを地域にいろいろと持ち込めたらい

いなというふうに今のところ考えています。 

○会長 

 子どもを含めた家族のありようとか学校のありようとか、あるいは家庭自身も、子ども

のいる家族というもののありよう自体が今いろんな形で課題とか困難性を抱えているとい

うことは皆さん共有できていると思うわけですけれども、そこをある意味打破しないと、

次のステージ、子どもが新たな家族を形成していくというところに行かれないわけです。 

 私は児童福祉を専門としていますので、家族というものの中で生活できなくなった子ど

もたちに多数出会ってきたりしたときに、一体家族というのはどういう役割を果たすんだ

ろう、あるいは家庭というのはどういうふうな機能を持っていくんだろうということをよ
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く考えることがあります。私たちが常に心がけているのは、子どもに直接きちんとかかわ

ることと、それから、親とか家族を支えるためにやることと、やはりここはきちんと整理

をしながら、そして、どのような１人１人の状況に対しても社会というものはかかわって

いく、その気構えというものを持ち、そして、サービスを持っているんだというところを

しっかりつくらないと、困難を抱えている子どもたちに大人たちの決意を届けるというの

は非常に難しいと思っております。 

 子ども、若者、青少年の計画の難しさは、年齢が広くなればなるほど置かれている状況

というのも広がっていきますから、そういう意味で、私たちがターゲットとして位置づけ

なければいけない人の状態というのも非常に広くなっていくわけですね。そういう中で、

この計画をつくったり、さまざまな取り組みを行ったりすることの難しさというのはそこ

にあると思っています。ただ、私たちがその状況をしっかり把握しないと、その把握の仕

方がずれると、対象が多いだけに余計にこの問題というのは解決に向かわないと思うんで

す。 

 そういう意味で、（３）に出されている若者が地域で力を発揮できる環境づくりという

ところで、施策の展開としては、ちょうど12ページを見ていただきますと、ここでは今お

話しされていたような安心して意見を言える場、意見を受けとめる大人というところがあ

って、そして、若者たちがさまざまな提案をするときにそれを実現するための仕組みがそ

こにつくられ、そして、参加・参画をしていくときのプロセスと成果というものをきちん

とそこに位置づけていく、抽象的な参加・参画の推進だけではなくて、今年小委員会でさ

まざまな議論をしていただく中で、もう１段ですが、その内実というんでしょうか、その

参加・参画というのは一体どういうことなのかというあたりがこの計画の中にも書き込ま

れたかと思います。もしこれについて少し補足してもらえるんだったらば、ぜひ林委員か

らお願いできたらと思います。 

 そして、②に若者の活動を支えるネットワークの強化ということで、具体的には場や人

があったとしてもですが、これを支えるネットワークが区内にはさまざまな形であるわけ

で、こういったところとどう連携していくのか、あるいは恐らく連携をしていくためのさ

まざまな機会がない限りは若者たちもできないということもあります。そういう意味で、

年齢層が広いだけにですが、そういったリーダーシップをとっていく社会の中核になって

いくんですね。この世代が首相になっている国もあるわけですから、一国をリードするぐ

らいの人たちがこの世代で生まれてくる、あるいはこなければならないと思っていますの
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で、そういう意味で、世田谷区が若者たちのチャンスをどう広げられるかというところが

この辺にあるかと思うんですけれども、ここについてありますか。 

○委員 

 12ページにもありますけれども、そもそも持っている意見とか考えを安心して言える場

がどれだけあるのかどうかが非常に大事なんだろうと考えています。結局、若者が言って

も仕方がないよね、もう決まっているんでしょうみたいな諦めモードがあったりする中

で、実はちゃんと受けとめる仕組みはあるんだけれどもそこが届いていないとか、または

それを言っていった、伝えていったという経験がないとどううまく伝えていったらいいの

かがわからないんです。また、出した意見がどう使われるのかわからないという部分があ

るので、それを今回のモデル事業として出している中でも、高校なのか、商店街なのか、

イベントなのか、幾つかのパターンを組み合わせてやっていくことが非常に大事であると

思っています。また、そこに行った先だけにいる大人だけではなくて、今回これは子ど

も・青少年協議会という形でやりますので、ここのメンバーというところの中であれば、

区民委員の方もいらっしゃれば、区議会議員の方もいらっしゃいますので、いろんな立場

の方が逆に学校とかいろんなところに出向いていって、自分の立場というよりは、世田谷

区にかかわっている大人として世田谷区の若者と意見交換をする。でも、その裏に、私は

実はこういう仕事をやっているんだよというところになってくると、ふだん出会わなかっ

た方と出会うということがきっと出てくると思うんです。意見をちゃんと受けとめてくれ

る大人がいるんだよねと。私で言うと、主権者教育とかでやっていたりしますけれども、

高校生とか大学生の若者は区議会議員と出会う機会が全然なくてよくわからないところが

非常に多い中で、実は自分たちの身近にいるはずであることを実感できる場をどうつくっ

ていくのかが非常に大事だと思うんです。そこが逆に言えばお互いの信頼関係を高めてい

くことにもなるんだろうと思っていますので、若者の意見を受けとめる大人がきちんとい

るんだよというところを見せていくとともに、大人自身もそうやってちゃんと受けとめな

ければいけないんだなという場面が、若者の参加・参画を進めていく上では大事であるな

と。 

 とはいえ、その中でもちゃんと若者の声を受けとめるためには何が必要なのか。先ほど

も、対等性のお話とか、属性で判断をしないというお話が藤原委員からもありましたけれ

ども、そういった基本的なものは事前にきちんと押さえた上で、また区内で活動している

いろんな若者支援団体の方たちもいらっしゃいますので、そういった方たちとともに、ど
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うやって若者と向き合っていったらいいのかという研修ないしファシリテーター養成のよ

うなものを１つつくった上で、実際に出ていくということが大事なので、その上でその成

果がどう結びついていくのかと。また、実際に10月に行った会議の中でも、この話は何度

かいろいろと出ているみたいですけれども、若者議会とか若者会議みたいなものをやった

らいいのではないかという話があるのですが、そこにつなげていくかどうかはともかく、

そうやって定期的に話ができる場所をつくっていくと、それが身近な場所でも、わざわざ

やらなくてもきっとできていけるようになっていくんだろうと思っていますので、そのた

めのきっかけづくりを区内の中でどうやっていくのかだと思います。 

 特に前、オルパとかがありましたけれども、本当は場所が欲しいという話はずっと言っ

ているんですけれども、それを恒常的につくれるのかというところがありますので、そこ

は金銭的なもので難しいのであれば、逆に定期的に月１回とかでもいいので、区内の中で

いろんな場所でやっているよというふうになれば、区内全体の若者がいろんな形で年に１

回でも２回でも参加できるきっかけになっていくのではないかと、少なくともこの間の小

委員会の中ではそういう話になっていました。 

○会長 

 場と人と活動を若者たちの世代にどうきちんと位置づけるかということなんだと思うん

です。私も長く世田谷に住んできてとても思うのは、生活している場からすれば、夜の世

田谷の公的な場所であいている場所というのはいっぱいあるなと思うんです。皆さん、そ

うですよね。昼間は使われているけれども夜は使われていないという場がいっぱいあっ

て、土日は使われていない場もいっぱいある。そういう場をもっと若者たちに提供しても

らったらどうだろうと。例えば、若者たちは、平日は学校に行ったり、会社に行ったり、

いろいろな活動をしたりする人たちが多い。一方で、夜や土日は空いているという場所が

あるならば、そこをもっと若者たちに開放してもらったらどうだろうかとか、便利なとこ

ろもいっぱいあいている、そういう若者たちに活躍してもらえるようなサービスというも

のを地域全体でもっと考えてもいいのではないか。これは恐らく私たちが議論の中でこれ

から考えていかなければいけないことなんでしょうけれども、人というときにも、今もい

ろいろな形で研修を組んでいますけれども、その研修の中に特に子どもや若者たちの参

加、参画がファシリテートできるような、あるいはアドボケイトできるような人たちをき

ちんと養成するということ。それと同時に、先ほどもありましたけれども、やっぱり地域

の中でかかわっているスポーツ少年団の方たちとか、青少年委員の方たちなんかもそうで
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すね。新しいいろいろな取り組みというものについて知る機会とかがもっとあってもいい

かなと思います。 

 この子ども・青少年協議会が考えなければいけないことというのは、もっと地域に広げ

ていって、子どもや若者たちが活躍できるような安心して過ごせる、そして、自分たちの

力を最大限に伸ばせるような社会をつくり出していくという形にこれを展開させなければ

いけないんだろうなと思うわけです。もちろん個別の支援というのも非常に重要だけれど

も、多分このような活動が非常に重要なんだろうということは今思います。その可能性と

いうのは、これからまた小委員会でどんどん議論をしてもらうことになるんだろうと思う

んです。 

 ただ、もう１つ、非常に困難を抱えている若者たち、そして最近では、青少年の年齢を

超えてひきこもり続けている人たちというのもたくさんいて、今、社会的な課題として、

対象者として私たちが把握しなければならないということが言われ始めてきています。市

民の目線に立ってみると課題というのはずっと継続していくわけで、その課題に対して、

家庭や地域だけでは対応できないものを社会的に対応していくというものを考え出してい

かなければならない、つくり出していかなければいけないと私たちは思います。この協議

会が対象にしている地域課題というのはものすごく広くて、課題としても多いなというこ

とを感じるわけですけれども、篠原委員、課題を抱えている若者たちのところへの切り込

み方はこれでいいかどうかということをお話ししてもらえますか。 

○委員 

 今までの議論も含めて、私がこれまでよくかかわってきたいろんな生きづらさを抱えた

若者たちの中に、今までの議論の中で共通しているところがあります。少しずつ元気にな

っていって、自信も取り戻したりしながら、地域のいろんなイベントとかに相乗りでサポ

ステとして参加していた若者が、そこでサポステの若者のこともよく知らない地域の人と

一緒に行ってかかわる中で、お互いが知り合って理解してそれぞれ活躍していってという

場面がありました。地域の方々もともにかかわるというのが大事なんですけれども、支援

者側の立場としても、彼らだけでは難しい部分はサポートしながら力が発揮できるように

支えることで、活躍して、地域の人からは、よかった、ありがとうと感謝されて、本人た

ちもすごく自信につながっています。さらに、これだけできるならということで、見てい

た地域の人たちが次はこういうものを一緒にやってもらえないかとか、こういう人もいる

から紹介しますよというので、どんどん地域の中でいろんなところに活躍の場が広がって
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いったというのがありました。知らない若者なんだけれども一緒に何かする、取り組むと

いう中で知り合う、そういう場面をどんどんつくっていくことが生きづらさを抱えた若者

たちにも必要ですし、そうではない若者たちにとってもすごく大事なことなのかと思いま

した。 

 そういうふうに活躍してどんどん地域の中に広がってきたというのがサポステの実践で

もすごくありました。若者の話をよく聞けたり、対等にかかわれるような大人の人たちの

存在が大事であるので、そういった大人の育成について議論されてきたと思うんですけれ

ども、まさにそこが大事で、結局、サポステでかかわってきた若者、サポステ以外でかか

わってきた若者も、支援する側、される側という関係に終始するのではなくて、むしろと

もに何かを取り組んでつくっていく、地域の中で何か力を発揮しようとか、社会のために

というところを一緒に考えながら進めることが大事かなと改めて思います。 

○会長 

 明石委員、何か関連するところでありますでしょう。主任児童委員をされていて、やっ

ぱり地域で暮らしている人たちの中で、家庭だけでは支援が届かない。それで、青年期を

迎えていく中で、どう社会との接点を探していくかは、すごく難しいだろうと思うんです

けれども、どうすれば主任児童委員の方たちが力になれたり、あるいは地域のいろいろな

施設を利用してもらったりできる可能性があると考えていらっしゃいますか。 

○委員 

 ちょっと課題のあるお子さんとかと接するときには、やはり１人１人課題が違うので、

１人１人かかわり方も変えています。そういったことは私自身１人１人に学ばせてもらっ

ていている実感があります。それから、子どもを見るのもすごく大事なんですけれども、

子どもの裏にある家庭環境がどういうものなのか、学校生活がどういうものなのかをでき

るだけ情報が入るように努力をしながら、環境から子どもを見ていくという側面もやはり

大事であると考えています。だから、子どもの話を聞く一方で、その裏にあるものは何か

なと常に探りながら、この子にはどういった支援が合うのか、どういう場が必要なのかな

というのは、やっぱり個別なので、毎回勉強させていただいているというのが実情です。 

○委員 

 課題のある子どもというのは、やっぱり地域でイベントをやっていても、あっと気づく

ところがあります。ほろっと本音を言ったときに自分がどう変われるか何か期待をしてい

て、小学校から中学校に上がるときに、自分はここのところで変われるかもしれないとい
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い、自分で変わっていったつもりなんだけれどもまた同じ状況に陥るということを何度も

繰り返している子どもたちが多くて、それはどうしてなのかなと思うときに、やっぱり受

けとめる側のところがそれでいいんだよと言ってくれる。それだけではないとは思うんで

すけれども、そういった場面が少なかったのかなと。何度も何度も同じように自分は変わ

れると思って違う場所に行ったけれどもやっぱり変われなかった、最後にはその地域から

離れていくという状況がよく見られています。私は、小学校、中学校を担当しているの

で、中学校を卒業して高校からその上が見えてこなくなるんですね。その子どもたちがど

うしてしまったのかが、世田谷区はどうしてか高校のところから見えなくなってきて、地

域の人たちから話を聞くと、この世田谷を離れて、いづらくなって出ていってしまったと

いうところが見えてきているので、そういったときに何をしてあげられるのかなとすごく

考えたこともあるんですけれども、やっぱり話を聞ける大人、ここにいてほっとして何も

言わないんだけれども、そばにいてあげられる大人というのがいっぱい必要なのかなと思

っております。 

○会長 

 今、地域の方々がいろんな形でこういった学習をしてくださって、支援者として、ある

意味ではパートナーとしての地域人というんでしょうか、大人として活動してくださる

と、その方たちも苦しくなってしまうことがあるということも子ども・子育て会議のとこ

ろでは出てきたりするんです。だから、常にそういった人たちを含めて、いつも子どもや

若者たちを真ん中に置いていって、この人たちを一緒に育てたい、一緒に育っていきたい

という大人たちが世田谷区の中にいるんだと、この人たちを支える人たちもまた必要なん

だというこの辺の重層的な支援者を育成していくことの仕組みづくりというんでしょう

か、それも重要なんだろうなということをとても思います。いろんなところで世田谷区民

の方々が活動してくださっていて、それはとても大変なところにいらっしゃるんだろうな

と思うんですが、下村委員、そんな区民の方々の支援ということについて何かお感じにな

ることはありますか。 

○委員 

 今おっしゃっていた支援者の支援というのは、私はチャイルドラインの活動に少しかか

わっていたことがあって、電話を何時間か密室の中で受けていると自分の心がかなりざわ

ざわして、活動の終わりには電話の受け手の話を聞く人がいてその方に話をすることで、

支援者の心のもやもやしたものを少し解消して、また日常に戻るみたいなことがありまし
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た。うちの施設でも課題を抱えた若者がいろんなことをすると職員もかなりざわついて、

時にはかなり心が苦しくなったりということがあって、それを解消していく仕組みみたい

なものはやっぱりすごく必要で、それは区民の方の活動だったらまして必要なんだろうな

と思います。 

○会長 

 支援者を育てる、人を育てるというのは簡単なことではなくて、やっぱり人を支える仕

組みというのも同時につくっていかないと、人が育てば育つほど、その地域は、あるいは

子どもたちは育っていくけれども、そこで今度は大人がだめになってしまってはだめなの

で、大人を支える仕組みをまたつくっていかなければいけないという二重三重の重層的な

仕組みをつくらないとこれは進まないんだろうなと思いますが、とても大事なことで、こ

ういうものがないと、児童相談所ができたときには、この仕組みがなければ子ども・若者

やその支援者にとっての困難が増えるばかりですね。だから、行って帰ることができる限

り短くしてやりたいですよね。家庭も、子どもも本当にだめなときには最終的にＳＯＳを

出すけれども、その予防の地域社会をどうつくり上げるかというのが世田谷区の中での大

きい課題になるわけなのです。 

○委員 

 主任児童委員もボランティアなんですね。地区で相談ケースを抱えてしまうというケー

スをよく見ます。支援者が陥ってしまうのが、自分で抱えてしまってどこにも相談できな

くなってしまうということだと思うんです。私も主任児童委員を長くやらせていただいて

いますので、いろんな関係機関がどのような働きをしていって、どういったところが何を

やっているのかを把握しているので、では、こういうときにはここを紹介しようとか、つ

ないでいこうということができるんですけれども、大抵の支援者はどこにつないでいいか

わからない。特に今、子ども食堂とかをやられていますけれども、どこにつないでいいか

わからなくて、すごく抱え込んでいる子ども食堂さんもいらっしゃると思うんです。やは

り行政のサービスとか、どこにつないだらいいかというのをもう少し明確にして、誰でも

気軽に相談できる体制をもっと整えるということが支援をする人にとっては助けになると

思います。 

○会長 

 すごく大事なことですね。地域というのは本当に多様ですから、その多様なところで活

動している人たちを支えるまた多様な仕組みということをつくっていくと。そして、その
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ときには、場と人と活動というのが必ずあるので、そこを意識していくことがすごく大事

で、その場は、恐らく小さな乳幼児を保育する場とは違うので、若者たちになってくれ

ば、昼間に何か別の形で使われていても、夜だけだったら本当にきれいに使ってそのまま

お返しするということだってできる人たちですから、そういう意味で、地域の中でもっと

若者たちがいろんな形で、それこそよく言われる第三の場所、サードプレイスができてい

くような地域になっていけばいいのかということをとても感じました。 

 後藤委員、土田委員は、東京都のいろいろな委員会にお出になるんでしょうけれども、

いかがでしょうか。 

○委員 

 うちも少年相談を受けている立場がありまして、そこで最近ふえているのは、家のお金

を持ち出す子が非常にふえている、それで困っている保護者の方が相談に来るんです。そ

の子たちが何でお金を持ち出したかと聞くと、最近ふえているのは、地下アイドルという

ものにはまってしまっているということなんです。何でそこに行くのと子どもを呼んで聞

くと、要は居場所なんです。家にもいたくないし、学校に行ってもおもしろくないので、

話を聞いてくれる地下アイドルのところに行くんですと。それも、その話を引き出すのに

１カ月ぐらいかかるんですけれども、そこまで聞くと子どもたちがいろんなことを考えて

いることがわかります。 

 先ほども出ていましたけれども、子どもたち１人１人の考え方が全部違うので、それに

合った解決策を探ってあげないと、いろんな居場所をつくっても、そこにあるから行きな

さいということで行かせてしまうと、それが合っていなければ逆効果になってしまって、

ここに行きたくないとまた閉じこもってしまっているような子もいますので、やっぱりこ

ういう居場所と相談機関が連携しながらやっていくことが今後は大切なのかなと今考えて

おります。 

○委員  

 今、ハローワークでは、基本的には職業相談をして紹介していくということでやってい

るんですが、居場所づくりというところではないんですけれども、東京わかものハローワ

ークではグループワークを通じた就労支援ということをやっておりまして、大体15人程度

の就職に困っている若者たちに集まっていただいて、１週間グループワークを通じて、い

ろんな人たちの悩みを共有したり、今後の就職に向けて夢を語り合うといったことで年間

16回やっているんです。その方々の就職状況を見ますと、１カ月以内に７割以上の方、今
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ですと、約８割が就職をしているということがありまして、基本的に今の若者の状況で言

うと、私なんか社会に出ても何も役に立っていないと自己否定している若者が非常にふえ

てきている状況です。さらに言うと、現在ハローワークでは、基本的に若者という立ち位

置で言うと45歳未満の方々を支援している状況なんですが、今、内閣のほうでも就職氷河

期対策ということで、年齢的には55歳未満まで広げて支援をしていきましょうということ

で厚生労働省で予算を組んでいる状況で、多分来年度から本格的に就職氷河期世代の方々

を対象とした窓口を立ち上げていく予定としているような状況です。 

○会長 

 具体的にはどんな人にも居場所が必要なんです。だから、居場所という概念と、そこで

重要な他者がちゃんといるということがとても大事で、私の大切な人というふうな形で紹

介できるような立ち位置の人が本当にいてくださればいいというふうに思うわけですが、

そこがなかなかうまくいかない。でも、世田谷区の中でまだやれる可能性はたくさんある

なと思うのは、世田谷区の中で暮らしている者からすればまだまだ場所はいっぱいある気

がするので、ひきこもっている子どもを抱えている親はもし一緒にでもそこに行けるんだ

ったらそんな幸せな場はないと思うはずなんですね。だから、そういう人が来てくだされ

ば誰かがまたそこを利用することができていく。場をつくり出すことというのは、そんな

に大層なことをしなくてもできるわけなので、何かそういう新しい仕掛けみたいなものが

つくれたらいい。 

 先ほどもオルパの話が出ていましたけれども、オルパを最初に若者支援担当課のところ

で手がけたときというのは、どうなるかわからないというすごく不安な中でつくって、で

も、やってみたら結構おもしろかったということを皆さん、若者自身も言ったし、近隣の

人たちも言ったし、そしてまたいろいろな専門家の人たちも言ってくれた。よく言われま

すけれども、居場所というのはおもしろくないとだめと、苦虫をかみ潰してやっているよ

うなところではだめなので、楽しくてみんなでわいわいやれるようなところでなければだ

めということがあって、では、そのおもしろさというのは誰がつくるの、誰がそこをつく

り出していけるのかと、そのあたりがすごく難しいんだろうと思いますけれども、ここの

計画の中で、若者たちが力を発揮できる環境づくりということと、若者の文化というとこ

ろで、居場所ということでいくと、単なる場所ではなくて、情報空間なんかも必要になっ

てくるということでこの計画の中には書き込んであります。ぜひこのことについてご意見

がある方については、最終段階は今月中ぐらいまで大丈夫ですか。 
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○事務局  

12月23日までにはお願いします。 

○会長 

 そんなに時間があるわけではありませんけれども、ここのところにこの一言が入ったら

いいなとか、あるいはここの言葉はこういうふうに変えたほうがいいなということがあれ

ば、ぜひこの計画のところにもお寄せいただけたらと思っております。 

 区議の方々、いかがですか、ずっと黙っているのは苦しいですよね。今回は女性ばかり

ですので、恐らく理解者として議会ですごく頑張ってくださるだろうと思っていますの

で、もし一言あればどうでしょうか。 

○委員 

 今、お隣の後藤委員がおっしゃった自己否定をしている若者がふえていると。私も自己

否定という言葉を実は言おうと思っていたので、すごくマッチングしたと思ったんです

が、２週間前の本会議でちょうど取り上げたことなんですけれども、私は、この生きづら

さを抱えているという表現はきれいごとっぽいというか、本質をあらわしていないような

気がするんですね。最近、「本当の貧困の話をしよう」という石井光太さんという人が書

いた本を読んだんですけれども、そこで、世の中、自己肯定感を高めるとか、自己肯定感

がないとか言っているけれども、そうではないんだと、そこには自己否定感というものが

存在していて、それがいろいろな問題、生きづらさも全て抱えた問題の根源ではないか

と。簡単に言うと劣等感なんですけれども、自己否定感を払拭するという目線を持たない

と、どんな対策を述べたところで本当の解決に行き着かないのではないかと思ったわけで

す。 

 今、世田谷区に住んでいるとあまり実感がないですけれども、貧困の家庭というのは

15.7％、７人に１人の子どもが貧困であると言われていて、子どもの貧困というのは非常

に深刻で、ナイフで刺せば痛いし、血が出るからわかるけれども、心を刺されても血は出

ない、見た目にわからない、でも、そうやって心が物すごく傷ついてしまっている子ども

が世の中には７人に１人いるんだと。そういう子たちが、自分は自己否定感の塊なので、

学校でも、どこでも友達もできない、居場所がない、ひきこもってしまうとか、社会に頑

張って出たところでなかなか続かなかったり、人とのコミュニケーションがとれない。そ

ういう形でなかなかうまくいかないという悪循環になってしまっているというのを払拭す

るにはどうしたらいいのか、そういう視点で考えたんです。 
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 その本の中でも言われていたんですけれども、すごい大人に出会うと子どもは変われ

る、すごい大人に出会ったり、こんなに好きなことがあったんだと見つけたりすると、そ

こで子どもは自己否定感から脱出できるんだということだったわけです。それで、今いろ

んな方々のお言葉で、森田会長を含め、重要な他者がいることとか、そこの居場所がおも

しろくなくちゃということとつながってくるなと思ったんですけれども、ただいるだけで

もいいという子もいるだろうし、行ってもつまらないしという子たちもいるわけで、いわ

ゆる居場所というところが、何もしたくない子はしなくていいんだけれども、そこに行け

ばいろんな人がかわるがわるやってきて、知らなかった世界を体験できるような仕掛けを

つくっていくといいのではないかと思っているんです。抱えてしまうと、抱えて支援して

いる大人がつらくなってしまうわけで、そうではなくて楽しくやれてしまう何か特技を持

った人、大人といっても若者で、その居場所を利用している人たちとほとんど同世代の若

者みたいな人もいるわけです。例えば１つ例に挙げますと、これも議会で提案したことが

あるんですけれども、ヒューマンビートボックスというのがあるんですね。喉だけで、口

だけで、声だけで演奏する本当に楽器みたいな、１人なのに幾つもの楽器で演奏している

ように聞こえてしまうという活動で、世界チャンピオンにもなっているまだ30代前半の若

者がいて、その彼は、そういうひきこもっている子たちや障害のある子たち、声さえ使え

ればどんな障害の子でも参加できるということで活動しているんですけれども、この間の

全日本チャンピオンは、ずっとひきこもって、友達は一人もいません、誰とも話さなかっ

た、自分の声はビートボックスで使っただけという子が全日本チャンピオンになっている

んです。そういう可能性があって、しかも、活動している元世界チャンピオンの彼は、そ

ういう場に自分は出ていって、障害のある子とかひきこもっている子とかが世の中に出て

くるチャンスをつくりたいということを申し出ているんだけれども、なかなか行政とつな

がっていない、それを利用できていない、そういうのがまだまだたくさんあると思うんで

す。だから、行政はもうちょっとそういう視点を持って取り組んでいったほうがいいと思

いますし、こういう協議機関の場でもやれるといいと思います。 

 もう１つだけ言いたかったのは、居場所の評価で、皆さんご存じかもしれませんけれど

も、自分はそこしか居場所がなかったから、そこで性被害を受けても言うことができなか

った、親に相談することができなかった、そして、何年もたって裁判に訴えて、ようやく

判決が出たことにより問題視されて、フリースクール専門の性被害の相談窓口ができた、

つくることになったというニュースがありました。それは実は希望丘のフリースクールを
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委託している事業者だということで、世田谷区は大丈夫ですかというふうに心配されてい

て、私も今調べてくださいと言っているところなんですが、そこは東京シューレさんで、

対応がすごくよくないというふうに関係者からは言われているんです。私もその実情はわ

からないので、それはしっかり調べなければいけないと思いますし、この協議会でも関係

する施設でもあるので、そういう評価というところも目を向けていかないといけないと思

いました。 

○会長 

 スポーツという切り口もありますよね。今うちの東洋大学もすごく取り組んでいますけ

れども、スポーツを通じた地域参加、先ほど少年の地域スポーツの方たちにもいろいろサ

ポートをしていかなければいけないと。それは今、田中委員がおっしゃったみたいに、よ

く言われるんです。ボランタリーな人たちというのは、ご自身がボランタリーに活動して

いるんだから何でも許されるという社会ではないわけなので、要するにいいことをしてい

るのだったらもっとちゃんといいことをしてほしいというふうに私たちは伝えなければな

らないということがあるので、そこはどういうふうに研修を組んでいくかということもま

た新しい大きな課題としてきちんと考えていかなければいけないなということを思いま

す。 

 もちろん世田谷区にはせたホッと等がありますので、さまざまな形での訴えというのは

できるはずですし、それをきちんと利用している、あるいは地域の子どもたちに伝えてい

くということを通じて、最終的に子どもたちの人権侵害ということについては絶対に許さ

ないという姿勢を世田谷区の中での活動では示していくことはとても大事なことだと思い

ます。 

○委員 

 先ほどから出ていたオルパという場所ができる前のことから、では、次にどうなるんだ

ろうということをずっと思い起こしていたんですが、若者の地域で参加、参画をしてい

く、そのことに関しては、資料に出ている櫻井龍太郎さんは、私にとっては先生みたいな

人だなと思っています。彼が高校を卒業して大学に入っていくという年齢のときに出会っ

て、大人と若者は対等なパートナーなんだということを教えてくれた人です。私たちは、

そういう関係性というのを世田谷区の中でたくさんつくっていくことをやっぱり目標にし

ていきたいなと思っています。第２回目の小委員会のときに久しぶりに会って、懐かしい

ねという話をしましたが、そこで１つ思ったのは、ユースワーカーという立場の人たちと
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いうのが、今、地位というか、そのポジションというのがよくわからない状態であるけれ

ども、櫻井さんがその代表格ではないかなと思っています。世田谷から櫻井さんみたいな

人が生まれていった、何でだったのかなということをもう１回考えてみることも必要だと

思っています。 

 櫻井さんを中心にしてやっていたオルパは、大学生のときにＮＰＯを立ち上げて、その

場の運営をしてくださっていたんですが、そのオルパというところは今はもうなくなって

いますけれども、千歳烏山駅のホームから見える場所で、１階にオープンに出入り口がな

っていて、そこの前を、酔っ払った大人も、学校帰りで塾に行く子どもも、いろんな人が

通りかかることができる場所で、何をやっているんだろうとのぞいていくわけです。大人

も子どもものぞいて気になったことがあると、いいよ、入っておいでという雰囲気を醸し

出している大学生のユースワーカーの人たちがいる、そういう場だったということで、実

は私も烏山なので、そのオルパというところは、子どもも行くけれども大人も行くと。多

分そこに行っていた、ふらりと寄って、何となくそこに座っていた大人も、子ども時代と

か若者時代を少しやり直していたかもしれないなと、今思い起こしています。 

 だから、そういう場所、いつでもオープンで、通りすがりで、気になって少し勇気を出

すことができたときに入っていけたりする場所というのを幾つもつくっていけるといいな

というのと、森田会長がおっしゃったように、あいている時間があるならば、そんなとこ

ろを月に１回、２回とふやして地域に開放していく行政の場所があってもいいなと思いま

した。若い人たちは、ちゃんと自分たちでルールをつくって運用することができるという

ことが実証されているわけですから、任せていくということをしていけるといいなと思っ

ています。 

 そこでわかってきたのが、元気に暮らしていても、元気に過ごしていても、ご飯を家で

食べさせてもらえない中学生とかがいるんだということでした。その中学生は、そこの場

で、自分よりも少し上の大学生たちを見ることによって、自分の将来像を全く描けていな

かったのが描けるようになって、大学に行ってこういう仕事がしたい、だから、中学を卒

業したら家を出るために、とにかくどこでもいいから行ってしまおうと思っていたのを勉

強しようというふうに変わって、その場が１つの勉強する場にもなっていくということに

なりました。そういうところというのは立派な場所でなくてもできるんですね。ですの

で、私は、櫻井さんから学んだものというのを地域の中でも議会の中でも伝えていきたい

なと思っています。 
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 もう１つが、最近、若者支援担当課長にも参加していただいて、聞いた話ですけれど

も、町の中で家に帰れずにずっと過ごしている女の子を中心に、若い人たちが犯罪に巻き

込まれながら、自分が虐待を受けるような場所から逃げようとしていて、そして、逃げよ

うとしている先で性暴力に遭ってしまっているという居場所のなさの究極がそういう状態

になるという話を聞いてきました。橘ジュンさんという人に聞いたんですが、ほかにもい

ろいろ支援している団体があると思いますけれども、本当に家を出なくてはならない、ど

こかに泊まらなくてはならないから援助交際をするような状況に陥る手前のところで行け

る場所というのを世田谷区につくっていきたいと思っています。だから、少しオープンな

場所から、入り口として子どもが逃げられる場所というのも１つ視野に入れた居場所とい

うことを考えたらどうかなというふうに私は思っています。少しの食事と温かい布団があ

るだけで１日、２日考えることができるんだという話も聞きましたので、世田谷区の中で

は、シェルターのような場所をつくるということを視野に入れると使える場所はあると思

うので、そこも１つ考えていくことができるといいなと思っています。 

 最後にプラスすると、障害がある子どもたち、若者たち、車椅子の子どもたち、さまざ

まな子どもたちがいますけれども、そういう子どもも安心して来られるような場所で、そ

こからインクルーシブな社会をつくっていくというところになるといいなというふうに感

じました。 

○委員 

 きょう委員の皆様のお話を伺わせていただきまして、地域でこれだけ子ども、若者に温

かい気持ちで、かつ真剣にご家庭の方にも取り組んでくださっていることに感謝の気持ち

でいっぱいになりました。 

 そこで、私は先日、練馬区の東京少年鑑別所に勉強に伺ってまいりまして、今、地域に

開かれて御相談を受けていただくということで、経験上、子どもさん、若者のさまざまな

行動が実は全て自分自身の心のうちを表現しているだけなんだということで、それがたま

たまですけれども大きな犯罪というような形になってしまうお子さんもいると、最終的に

は家庭なんだということをお聞きしたときに、きょう明石委員からもお話がありましたけ

れども、子どもの行動から、いかにご家庭のところまでの支援を組み込んでいけるのかと

いうところはすごく難しいことでありますが、大切なことだなとすごく実感をいたしまし

た。 

 そういう意味でも、こういう感度が高い、子どもさんに敏感になる大人が世田谷区の中
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にどれだけふえていくのか、また、どう支援につなげていくのかというお話が先ほどもあ

りましたが、その仕組みづくりが、今後、子ども、若者を支援していく上で大変重要なん

だなということを実感いたしました。本当にありがとうございます。 

○委員 

 私も中学生と高校生の娘が２人おりまして、ちょうど親としてどうあるべきかというこ

とで、委員の皆様からのご意見をいただきながら、あっ、そうだなということを改めて感

じておりました。 

 実は私は今週末の土曜日に、たまたまなんですが、先ほど林委員からも主権者教育とい

ったところが大事だということで、地域の中学校でキャリアという教育の分野でお話をさ

せていただく機会をいただいております。それは議員としてだけではなくて、ほかの

方々、例えば声優さんであったり、プロデューサーの方だったり、いろんな方々がお越し

になって子どもたちにお話をさせていただくという事業でございますけれども、そうした

中で何を伝えていくかというところでは、やっぱり身近な存在であるということ、これま

で私もさまざまな失敗を積み重ねてきましたが、失敗をしてもいいんだよ、大丈夫だよ、

地域の身近なおばちゃんだよと、そうしたところを伝えていきたいなとも思っておりま

す。ですので、主権者教育ということがこれからもどんどん広がっていって、そして、こ

れは田中委員もおっしゃっていましたが、いろんな仕事があって、そこからいろんなつな

がりができていくんだというところをもっと子どもたちにも知ってもらいたいなというふ

うに思いました。 

 そして、明石委員からお話がありましたが、今、かかわりの中で支援者を育てていかな

ければいけない、フォローしていかなければいけないということをすごく感じておりまし

て、実は今、学校でいじめを受けているという方の親御さんの相談といいますか、フォロ

ーをさせていただいているんですが、やはりどうしても視野が狭くなってしまって、うち

の子はどうしようというふうに周りが全然見えていないというような現状がある中で、や

っぱりそうした親御さんの支援であったり、また、先ほどからもお話がありますが、支援

者の方も抱え込んでしまうということ、こういった抱え込みの中でどうしても見えなくな

ってしまうことなどもありますから、やはり子どもたちに行き着くまでに支援者、周りの

方のフォローも本当に大切なんだなということを感じております。 

 そして最後なんですけれども、今、自己肯定感を高めることも必要だということで、命

ということを伝えていくときに、今自分があるということは、過去からのつながりがずっ
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とあってそして未来につながっていくということ、そのときに、過去のところというのが

なかなか伝わっていないというふうにも思うんです。これはよく言われることですが、今

の時代から500年さかのぼったときに、実に100万人の人と、先祖とつながっているという

ことが言われておりますけれども、そうした先祖のいろんな偶然があって今の自分がある

ということ、いろんな先祖の思いがあって今生かされているということ、そうしたことを

しっかり伝えていかないと命の大切さもわからない。ですから、点でつなげるのではなく

てしっかりと線でつなげていって、そして未来につなげていくということをしていかなけ

ればいけないのではないかとも思います。子どもたちの今あるということの大切さ、そし

て、自分がどういうふうに社会とつながっていくか、これが先ほど来お話にあります地域

とのつながりというところにもつながっていくということで、そうしたところが子どもた

ちにも理解をしていけるように、そこの分野もしっかりやっていかなければいけないなと

私たちも思っております。ありがとうございます。 

○会長 

 今のお話を聞きながら全体の計画を見ていったときに、病気の人たちのこととかが子ど

も計画の中にはかなり入ってきているわけですけれども、青年期、若者期のところで、障

害を抱えている人たち、病気を抱えている人たちというところのターゲットというのが具

体的に書かれていないですよね。包み込む形でのさまざまな事業というのはあるんですけ

れども、書いていないということがあって、実は事業はあるけれども全部書けるわけでは

ないので、そういう意味では、計画の中でどういう課題を意識化し、そして、この計画の

中に書き込むか、あるいはどういう課題について優先度を上げて取り組むかみたいなこと

というのをこの計画の中で書き込んでいくものだと思うんですけれども、それにしても、

心の問題とかに対してはターゲットが当てられているんですが、知的障害、身体障害と

か、当然この年代になってくると病気を抱えている人たちもかなりいらっしゃるので、そ

ういった人たちに対する対応というものは若者期の中ではどういうふうに区の行政の中に

施策として位置づけていくのかというあたりのところはないなという感じがしたので、議

論としては出ましたか。 

○副会長 

 出なかったです。 

○会長 

 それにかかわっていらっしゃる方というのはいらっしゃいますか。アップスでも障害の
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ある子どもたちはいますでしょう。 

○委員 

 いますね。 

○会長 

 世田谷の中での子どもたちの姿みたいなものがもしお分かりになったら教えてくださ

い。 

○委員 

 アップスの場合は、例えば車椅子とかの身体障害の方はあまりいらっしゃらなくて、施

設はバリアフリーになっていますけれども、ただ、発達障害を抱えたような若者はかなり

多くいて、そういう子たちは割とみんなと共生して自由に過ごしているなという面はよく

見られています。 

○会長 

 実は今、うちの東洋大学は知的障害の人たちと一緒のスポーツというのを学生とやって

いるんですけれども、やっぱりそこで学生も学ぶし、もちろん知的障害の場合には、半数

の健常者と知的障害を持っている人とのスポーツをやっていくので、両方にとってとても

いい関係性が見えてきているわけですけれども、それは何も大学だけではなくて、地域で

まさにそういった子どもたちはたくさんいるので、スポーツを通じた活動というもの、そ

れは子どもだけではなくて若者も含めてなんですけれども、そういったものがもっと計画

に書き込まれたり、実施されたりすると良いのですが、入澤副会長の国士舘大学はスポー

ツが盛んだからすぐにでもやれそうな感じがしますが、どうですか。 

○副会長 

 実は８日に日本版ＮＣＡＡのＵＮＩＶＡＳでのシンポジウムがありまして、スポーツ庁

の参事官が大学は地域スポーツに力を入れなければだめだと、それをやっていくことが今

後の課題だというようなことを言っていましたので、大学と結びついていくことは可能か

なと思いますね。 

○会長 

 すぐに明日からでもやってもらえそうです。あそこの体育館でやれるといい感じですよ

ね。 

 そういったわくわく楽しい感じのサードプレイスがあると、特に年齢が上がっていく

と、30代になった人たちではなかなかスポーツをやる機会がないけれども、そういう場だ
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ったら一緒に行って、少しボランタリーな活動を兼ねて一緒にやれるなという人たちが出

てくるかもしれないので、多様な形でこの場や人があり、そこに支援者というのはという

ようなことが１枚ぺらっと配られて、そういった人権に配慮するというようなことを学ん

でもらえたらいいのかもしれませんし、私たちが若者と大人が一緒に取り組むというとき

にも、障害のある人たちとか病気の人たちもここのところに入っていけるような取り組み

というのが地域社会の中にあるといいなということを感じました。 

 この協議会のモデル事業というのは結構その後、事業化していきますので、モデル事業

だというふうにしないで、いろんなご意見があれば、ここはこんな形で学校なんかでやっ

てくれればいいよとか、あるいは商店街ではなくてもこんなところにお休みどころはある

んじゃないかとか、そんな意見は、ひょっとしたら小委員会よりも、委員の方々よりも地

域で暮らしている人たちのほうがむしろたくさんご存じかもしれませんので、そういった

ことが情報としていっぱい入ってきてにぎやかな世田谷の町になって、大人と若者が一緒

に取り組む場、人と場とそして活動というものが展開されるといいかなと思いますけれど

も、林委員、最後に何かありますか。 

○委員 

 先ほどの話の中でさらに思ったのは、外国にルーツを持っていたり、外国籍の若者への

支援がどうなのかなというのが１つ。特に大学でも留学生とかもいますけれども、そうい

う方たちにとっての居場所が世田谷にあるのかどうか、あるいは外国のルーツを持ってい

る方が親で、子どもが小学校とか中学校に行っている方はいると思うんですけれども、そ

ういった方に対する支援というかサポートというところも、このモデル事業の中でも、そ

ういった外国にルーツを持つ方に対する話せる場所というか、何か交流できるような場所

というものは、これからの時代の中では意識していくことが大事なのではないかと思って

います。私はその辺は詳しくはわからない、でも、二子玉川とかああいったところに行け

ばなおさらグローバル企業を含めていろいろとある中で、やはりそこを考えていくことは

すごく大事ではないかなと今思いました。 

○会長 

 何を書き込むかですけれども、これは次の５年間には絶対必要だと思われるようなこと

についてはここに書き込まなければならないということがありますので、またお気づきの

点があったら、23日までにお寄せいただけたらと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか、よろしいですか。 
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 それでは、きょうの議論についてはこれで終わりにしたいと思います。 

 では、ここからは事務局にお返ししてよろしいでしょうか。 

○事務局 

 では、議事は以上で終了となります。ありがとうございました。今後のスケジュール、

モデル事業に関してですが、資料２、２枚目の右下をごらんください。きょう協議会の２

回目がございましたけれども、１月、２月と小委員会を重ねまして、３月にまた事業内容

の決定ということで協議会を開かせていただきます。また、2020年４月からの小委員会等

を重ねて、できれば８月にモデル事業実施・検証ということで進めていく予定でございま

す。また、2021年３月の報告書完成に向けて進めてまいりたいと思いますので、ご協力の

ほどどうぞよろしくお願いいたします。なお、来年３月25日に、また第３庁舎３階のブラ

イトホールで協議会を実施したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、閉会に当たりまして、事務局を代表しまして、子ども・若者部長の澁田より

ご挨拶申し上げます。 

○事務局 

 本日、委員の皆様には、それぞれの専門のお立場からさまざまなご意見、また、活発な

ご議論をいただきましてまことにありがとうございました。若者の力が生きる地域づくり

に向けましては、今後、この小委員会での具体のモデル事業の実施に向けまして、また検

討も佳境に入ってくるというふうに思っております。本日いただきましたご意見は非常に

具体的なもので、課題もたくさんいただいておりますので、そちらを踏まえまして、若者

の参加・参画を一層形づくっていけるように進めてまいりたいと考えております。 

 本日は、大変お忙しいところありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局 

 それでは、以上をもちまして、令和元年－２年度期第２回世田谷区子ども・青少年協議

会を閉会いたします。お忙しいところお集りいただきまして、本当にありがとうございま

した。 

午前11時21分閉会 


