
令和元年―２年度期 第４回 世田谷区子ども・青少年協議会 会議録 

 

■開催日時 

令和２年８月３１日（月）９時３０分～１１時 

■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 桜井純子 田中優子 林大介  

森岡美佳 新橋千恵子 栗花落久子 明石眞弓 鈴木法子 藤原由佳 新井佑   

遠藤一男 

廣岡武明 下村一 東珠希 高野黎 

■事務局 

子ども・若者部長 加賀谷実       児童相談所長 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 山本久美子 

児童課長 須田健志            子ども家庭課長 増井賢一 

児童相談支援課長 長谷川哲夫       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  小委員会の検討状況報告 

２  「若者の力が活きる地域」実現に向けたモデル事業について 

３  その他 
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午前９時30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４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と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 開催に当たりまして、子ども・若者部長の加賀谷よりご挨拶申し上げます。 

○事務局 皆様、改めておはようございます。この４月に着任いたしました、子ども・若

者部長の加賀谷と申します。まだまだ暑い日が続きますが、本日はこの協議会に皆様のご

参加をいただき、ありがとうございます。新型コロナウイルスの関係で申しますと、世田

谷区の様々な子どもたちの施設がございますけれども、幸い大きなクラスターが発生する

ような状況はなく、日々職員が予防対策に努めながら運営を継続させていただいておりま

す。今週から小学校、幼稚園も始まりますので、さらに万全を期して対策を行いたいと思

います。子どもたちは日々の活動にかなり制約を受けるなかで生活しています。学校で申

しますとオンラインの導入などの変化があるなかで、児童館をはじめ、学童クラブ、それ

から青少年交流センターにおきましては、制限は一定程度ございますが、予防対策を行い

ながら区内の子どもたちが活動できる居場所は最大限継続していこうと対応しているとこ

ろです。 

 それから、区のほうは、子ども計画（第２期）後期計画が、昨年度も皆様方にご議論い

ただき、子どもの貧困対策と子ども・若者計画を取り込んで、４月からスタートいたしま

した。子ども、若者たちの声を聞いて環境整備を推進していくという取組みの充実があり

ますが、コロナ禍においては、新しい生活様式に向けても、若者ならではのスタイルやア

イデアを取り入れて、また委員の皆様方からも積極的なご意見、ご議論をいただき、協議

会活動を充実させて計画を進めていければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいた

します。 

○事務局 続きまして、まず、交代委員の紹介をしてまいります。資料１をご覧くださ

い。区民委員のうち、会長の改選に伴い世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会と世田谷区立

中学校ＰＴＡ連合協議会から新任委員となられます。本日は中條委員がご欠席なので、栗

花落委員のみとなりますが、ご起立いただけますか。 
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○委員 世田谷区立中学校ＰＴＡ連合協議会から参りました栗花落と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

 次に、本日の協議会の出欠状況ですけれども、事前に、後藤委員、土田委員、中條委

員、篠原委員、今村委員から欠席のご連絡をいただいております。本日の会議は、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、成立となります。 

 なお、会議録を作成するに当たり、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。また、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。 

 それでは、会議の開催に当たりまして、本協議会会長、森田会長よりご挨拶をお願いい

たします。 

○会長 皆さん、おはようございます。今日は８月の終わりで、実は私は夏休みの宿題が

まだ終わっておりません。早く帰って宿題をやらなきゃと思っていますが、この年になっ

ても宿題がある私です。皆さん、どうでしょうか。全国で夏休みの期間がまちまちで、昔

は８月31日というと、夏休みが終わり、９月になったら学校が始まると、そして学校が始

まるというときに宿題が悩みというものだったのですが、今はそうではなくて、やっぱり

お友達と会うこと、学校に通うということがストレスになって、いろいろな形の子どもた

ちの悩みにつながったりしています。そういう意味で、家庭にいる、地域にいる、学校に

いる、そして社会にいるという、所属感というものについて、改めて今、このコロナ禍の

中でどのようなレベルでどういう形で人と人とが関わって、それをサポートする仕組みを

この社会の中につくり上げていくかということが問われています。コロナ禍という状況で

は、残念ながらこの社会の中には恐らくいろんな問題が次々と浮上してきて、それを一緒

に受け止めながら子どもたち自身も育っていかなければいけない、それと同時に、それを

受け止める家族、あるいは家庭というものも、いろいろな問題を副次的に受けることにな

るわけです。 

 新しい計画は、自然災害は予期しながらつくったつもりですけれども、自然災害という

のか、社会的災害というのか、現在おかれているような状況を想定していない計画でし

た。これが果たしてこれからの子どもたちの暮らし、若者たちの暮らしに一体どのような

影響を与えるのか。私たちのいろいろな知識や様々な人間関係の中での新たな知見という

ものをしっかり入れながら、今必要なものをここで改めて考え直さなければいけない段階
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にあると思っています。 

 この会議のやり方も一つでしょうし、そしてまた会議のやり方というのはその会議の中

身を問われるわけなので、そういう意味で、今年始まったウィズコロナという時代を私た

ちがどんなふうに切り抜けて、そして次に、この社会の中でのサポートをつくりながら子

どもたちや若者たちを応援していけるのか。先ほど子ども計画後期計画（第2期）が始ま

ったという話があったのですが、計画をつくったらすぐに見直しという課題が絶対に出て

きます。この見直しという決意をきちんと持って、新たなものをスタートさせなかった

ら、ここで終わってしまいます。本当に子どもたちや若者たちの実態に合わせた必要な政

策というものを私たちはきちんとつくり上げていく、支えていくということを皆さんで共

有しながらこれからの協議会を進めていきたいと思います。 

 コロナと一緒の生活ということで、この会議もできる限り短くやるようにと言われてお

りますので、私もちょっと早口になっておりますが、それでも最初に申し上げておかなけ

ればいけないことをお話しさせていただきました。少し会議の時間が短くなっております

が、もし言い足りないことがありましたら、文書、あるいは電話で、いろんな形でお申し

出くだされば対応したいと思います。顔を合わせたこの時間を大事にしながら今日の会議

を進めたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、事務局から、今日の資料についての説明をお願いします。 

○事務局 森田会長、ありがとうございました。 

 続きまして、本日お配りした資料ですけれども、次第に記載してあります、まず資料の

１から７と、参考資料１から３について会議で使用してまいります。封筒に入っておりま

す配付資料１から６については後ほどご覧いただければと思います。 

 それでは、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ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、本日の議事に移らせていただきます。 

 今日の議論ですが、昨年12月の会議ではこんなふうにコロナの状態が厳しくなっていく

とは想定していませんでしたので、時間が空いてしまいました。仮説的に振り返ります

と、３つのモデル事業を想定し、若者たちが意見を言える場、機会をどのようにつくって

いくかということで、この主体や対象、実施内容、手法などを検討して、具体化に向け

て、学校、商店街などと調整を始めることとなっていました。この間、小委員会の方々に

は、コロナの中でどうやって議論をするのかということも含めて、多様に調整をいただき
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ながら、そして、時にはウェブでの会議等も取り入れて活動していただきました。本当に

ありがとうございました。 

本日は、その進捗状況を報告いただくことと併せて、この事業に対する意見を交わし

ていただければと思います。それに先立ちまして、考えなければいけない視点ということ

で、コロナ禍での子ども、若者の様子とか施設の状況についてまずは共有していきたいと

思っています。時間が限られておりますけれども、まずは林委員からお願いして、この委

員の中で次々と指名させていただきますので、ご準備をお願いしたいと思います。まず林

委員からお願いします。 

○委員 林です。よろしくお願いします。 

 今日お配りされている資料の参考資料１を見ていただけると、今、森田会長からお話が

ありましたコロナ禍での子ども、若者の様子等の状況についてまとめてあります。若者支

援施設の状況等については、青少年交流センター、メルクマールせたがや、大学連携によ

る居場所事業と書いてあります。小委員会でどんな話があったのかにつきましては、１枚

めくっていただいたところに８月５日開催子ども・青少年協議会小委員会での情報提供・

意見等というのがありますので、簡単に目を通していただきたいと思っております。私自

身も今大学で教員をやっていることもあって、私のいる浦和大学では、授業そのものが５

月末から始まって、６月まではまだ対面でできていたのですが、陽性者が出たというとこ

ろもあって７月から一気にオンラインに切り替わってきています。 

 小委員会のメンバーからも、講義がオンラインになったことで、今まで大学に行くこと

ができていなかったひきこもり傾向にある学生が積極的に参加できるようになったとか、

通学する時間がなくなったため出席率も高まったというようなこと等もメリット、利点と

して出ております。ただ一方で、通信環境によっては、通信容量を消費する顔出しでの参

加が難しく、接続も切れてしまう。ちょうどドコモ等々の通信事業者による容量を増やす

サービスの提供期日も今日でおしまいだということが報道で出ていましたので、明日以

降、容量制限がかかってしまうという現状では、大学のオンライン講義の学生に対する負

担という問題も今後増えてくるかと思っております。 

 また、青少年交流センター、メルクマールせたがや等においては、開館時にもよく来て

いた常連の若者以外にも、利用したことのない若者がＳＮＳで情報を見つけて参加してく

る、オンラインだからこそつながる面もあるということでした。 

 また、「ねつせた！」でも、今まで話し合いに来られなかった方がオンラインでは参加
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できるようになったということがあるということです。 

 ただ、その他の部分になりますけれども、対面では分かるようなことがオンラインでは

分かりにくくなってきているという部分も出てきています。特に子どもや若者支援の現場

では、対面できないことにより身なりとか、ふだんと雰囲気が違うよねといったところが

感じにくくなってきているという状況があります。一方、知覚できない触覚や嗅覚を意識

したリアルなイベント、例えば匂いのある食べ物等を使ったイベントに優位性が出てくる

というところが、今後、オンラインとリアルという両面の中では非常に重要になってくる

のではないかと思っております。 

 そういう意味では、オンラインという面で子ども、若者を見ている限りでは、その状況

に応じて比較的うまく対応できている部分もあるけれども、やはりそれでも会いたいよね

という思いを抱えています。大学の対面をどうするのかといったようなところはずっと言

われていますが、それでもクラスターが起きると、すぐに非難されてしまうような現状が

ある中で、そもそもそういう周りの人を見る権利意識、人権意識、そこの部分で土壌をど

うつくっていくのかというところが今後求められていく、意識していくことがすごく大事

ではないか。取りあえず小委員会の中では、コロナ禍の現状としてはそういったことが報

告されております。 

○会長 ありがとうございました。コロナ禍の様々な動きということで、今、林委員から

話をいただきましたけれども、皆さんのお手元の参考資料１の裏のところ、もう１つは次

の資料に、各施設がこの間、どんなふうに工夫をして対応しているかということがとても

分かりやすい一覧になっております。一言で書いてありますから、なかなか実態というと

ころまではいきません。しかし、生活に密着した暮らしの場で関わっている様々な機関に

おいては、子どもたちの暮らしというのは、年齢が下がれば下がるほど密着度が強くなら

なければならないわけです。今大学生の話をしてくださいましたが、大学生だって会いた

ければ、小さい子どもはもっと会いたいということもありますね。そんなこともあって、

ほかの年代の子どもたちはどんな状態だったのか、ということを少し補足していただく形

で、今日、中学校のＰＴＡからおいでになっていらっしゃいますので、ご発言いただけま

すか。 

○委員 ただいまご紹介にあずかりました世田谷区立中学校ＰＴＡ連合協議会、栗花落と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ＰＴＡの現状といたしましては、ほとんどの学校が１学期間の活動休止をしておりま
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す。というのは、やはり私たち保護者は大人として社会活動をしております。どうしても

子どもたちよりも外に出て動く機会が多く、感染のリスクが高いので、子どもたちの教育

現場である学校の中に、なるべく保護者や不特定多数の人が立ち入らないようにという配

慮があったことと思います。私たち連合協議会でも、ようやく７月に引継ぎが終わりまし

て、活動を開始させていただきました。ただ、やはり人の集まる会合はどうしても少なく

していかなくてはいけないということで、今までイベントとして企画しておりましたＰＴ

Ａ研修などの、いわゆる研修会的なものは全て中止をさせていただいております。 

 子どもたちの現状といたしましては、世田谷区はおかげさまで１か月丸々夏休みをいた

だきまして、徐々に外にも向かっているところでございます。教育として授業がなかなか

うまく進んでいなくて、どうしても遅れてしまっている子どもたちがいますが、学校で補

講などの対応をしていただいて、明日からの新学期に向けてみんな頑張っているところだ

と思います。ＰＴＡの現状としては以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、次に保護観察所から、いかがでしょうか。 

○委員 東京保護観察所で世田谷区を担当させていただいています遠藤と申します。よろ

しくお願いします。 

 保護観察所でもコロナによって様々な影響が出ています。保護観察では、対象者と、担

当の保護司さん、あるいは我々観察官が面接をして状況を把握する、これが一番大きな柱

になりますが、この面接ができない状況が続いておりまして、今現在も特段問題がない場

合には、電話、あるいはＳＮＳで状況把握といった形で保護観察を進めています。ただ、

これもいい面なのかもしれませんが、保護観察対象者の再犯、再非行が平常時に比べると

感覚的に減っている印象があります。やはり外に出ない、出られない状況が続いている、

集まらない状況、そういった方向性にとってはいい側面もあったと思いますが、ただ、こ

の先ずっとこういう形で進めていくことはできませんので、やはり段階的に平常時に戻し

ていく取組みが必要になっていくかと思います。 

○会長 ありがとうございました。恐らく今年始まった児童相談所等でもいろいろな大き

な変化があると思いますが、後でご発言いただくということで、もう少しいかがでしょう

か。ここに関連してですが、世田谷区青少年委員会とか、地区委員の方がいらっしゃいま

すけれども、地域の中での変化や状況など、ご発言はありませんか。森岡委員、新橋委

員、いかがでしょうか。 
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○委員 おはようございます。青少年委員の森岡と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 地域におきましては、子どもたちは、地域の行事等が全て中止になっているということ

で、子どもたちが今まで活動した活躍の場というところが全部なくなっていて、それを今

年度末にできるかどうかというところで苦慮をしています。子どもたちはどうしてもうち

の中、あとは学童でしたら校庭でちょっと遊べることもありますが、それ以外の子どもた

ちは、なかなか地域に出ていくことができず、家の中にいるという状況が続いておりま

す。 

 子どもたちが一緒に楽しんで、子どもたちが顔を合わせていろんなイベントを通じて成

長していくということが、地域としても、学校としても、子どもとしても必要かなという

ところが今失われているので、どう復活していくかということが課題だと思っておりま

す。 

○委員 全ての行事が最初から全部なくなっていて、まず子どもたちと接点がなく、ま

た、我が家には小学生や中学生がいないので、どのような状況か全くつかめていません。

例えば、中学生は老人ホームボランティアをずっとやっていましたが、もちろんそれはで

きないので、この先、ボランティアといった関わり方をどういうふうに進めていったらい

いかまだ分からない状況です。児童館との連携でやっている行事もできないですし、今、

年間通してできるかどうかと考えているのが屋外でやっているたこ揚げ大会で、これは冬

にやっていますが、これができるといいねという感じで進めています。役員会も春からま

だ２度しかやっていませんし、委員会も、９月に第１回目をやるため顔合わせもまだでき

ていない、校長先生ともお会いできていない、気持ちとしては３月の末から止まっている

ような感じです。これからあらためてスタートラインに立って、どういうふうにやってい

こうかということを役員の中で少しずつ進めている状況です。 

○会長 ありがとうございます。外に出るなと言われ、そして、具体的に関わるなと言わ

れると、子どもたちは一体どうしたらいいのか分からない。そして、子ども・子育て会議

で様々なメッセージを紹介していただいたときに、この近所にあります成育医療センター

で子どもたちのアンケートが行われ、そのアンケートの中に、コロナ禍の対応については

やっぱりもう少し子どもたちにも分かる言葉で、分かる説明をきちんとしてほしいといっ

たことが出されていました。当たり前だと思いますが、やっぱりいろんな説があって、自

分は一体どうしたらいいのか、そして、学校や家庭や地域で、具体的にどんな注意をし
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て、どんな活動までは許されるのか、あるいはどこまでだったら私たちの健康と社会的な

活動やその中での子どもたち、若者たちの成長、発達をきちんと確保できるのかというこ

とがとても大きな課題になっていると思います。 

 先ほどの施設一覧にも出ていましたが、その中で、家庭の中で生活がなかなかできな

い、特に昨年まで私たちが大変大きな力を注いできた虐待を受けている子どもたちの早期

発見、早期対応、あるいは予防的なケアというものは、子ども・子育て、青年期のとても

重要な課題ですけれども、このことが一体どうなってしまったのかということについても

とても気になっているところです。 

 もう一つ、とても大事なことは、家庭の中で縛りつけられている子どもたちの存在があ

り、最近、ヤングケアラーという言葉も出てきています。このケアというのは、別にヤン

グであろうが、高齢であろうが、全ての世代で、家族の中でいろいろな助け合い、支え合

いが行われていく中で起きていくことですから、時には保育と言われたり、時には介護と

呼ばれたり、いろいろな概念で整理されますが、こういったケアに、当然ですが、ケアさ

れる対象からする対象への移行期とがまさに子ども、若者期に当たるわけです。この時期

には、本来ならば、子ども期を十二分に送って、そして青年期もちゃんと青年期の活動と

いうものができて大人になってほしいと、私たちはそう願っていますが、その時期に家族

的責任でこのケアを担っている若者たちがたくさんいる。こういった実態について、私た

ちはやはりコロナ禍で一層目配り、そして、その子たちの実態に目を向けなければいけな

いわけです。大学生はもちろん、小学生、中学生でもこういったケアに関わっている子ど

もがいます。不登校の子どもたちが、実は家族の中にケアの必要な弟や妹、祖父母、ある

いは障害のある人がおり、その方々をケアするために結果的に学校に行かなくなっている

というケースがたくさん報告されています。そういう意味で、私たちが今議論している子

ども・若者世代について、今家族の中にいるからこそ大きな課題が発生しているかもしれ

ないということも、注目しておかなければいけないだろうと思っています。 

 子ども・青少年協議会は、今気づいたことについては今やるんだと、そして、それが５

地域全体に普及できなかったとしてもまずどこかでやってみよう、そしてそれが必要なら

ば全体に広げていく、という考えのもと、テーマに取り組んでいます。そして、私たちが

やらなければいけないことについて、とにかく実態からきちんと認識していこうというこ

と、これも私たちの根底にあるわけです。今期は地域に出ていくということをテーマに、

町の中で若者たちの活躍できるところを探していますけれども、コロナ禍の中ではうちに
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いるということの中で問題が発生しております。このあたりも含めて、今期のテーマはそ

うだけれども、社会の課題はそうじゃなくなってしまったということも、ぜひ認識をして

いただいて、これからの議論に注目をしていってほしいと思っています。 

 さて、このコロナ禍の中で世田谷区では児童相談所が４月から始まっています。世田谷

区の子どもたちの最後のとりでであり、地域に戻るスタートラインであるというふうに私

は考えておりますので、その辺で、今の児童相談所の状況はどうなのかということを皆さ

んにご説明をお願いいたします。 

○事務局 世田谷区児童相談所長の土橋でございます。 

 世田谷区は、４月に江戸川区と一緒に23区で初めて児童相談所を開設いたしました。早

いもので、今日で５か月がたちました。職員一丸となって対応しておりますので、あっと

いう間の５か月という印象を持っております。開設当時に、都の世田谷児相から712件、

継続中のケースを引き継いでいます。児相の規模としては、児童相談所部門が78名、一時

保護所部門が68名の計146名でスタートしているところでございます。通告状況は、区の

通告機関になりまして身近になっているかと思っております。今までありました189のダ

イヤルと併せて区民向けの専用ダイヤルを開設いたしました。それと警察署からの通告と

併せて、４月から６月の３か月間で277件、通告を受理して対応しています。内訳は、189

が19％、専用ダイヤルが23％、警察署からの通告が32％で、警察署からが一番多いという

状況になっております。専用ダイヤルにつきましては、189というのは全国のダイヤルで

すが、４月以降、区民に少しずつですが浸透してきているのかなという気がしています。

また、警察署からの通告が３割を超えているということは、もちろん泣き声通告や、子ど

も自身、親子関係のトラブルというケースもありますが、夫婦間のトラブルによる面前Ｄ

Ｖという形で通告をいただいているケースがあります。 

 正直、感じるところは、やはり親子間の葛藤があり、こじれてきているというのは非常

に思っています。これは精査したわけではありませんが、印象として持っているのは、コ

ロナ禍の中で、やはり親も子も非常に密着して生活せざるを得ない状況があったのかなと

いう気はしております。また、通告をする側も、在宅勤務等がありますので、聞こえやす

いため、泣き声通告につながりやすいと感じております。やはり何か月かやってきます

と、何回も通告をされる方がいらっしゃって、これは都の児相のときからもそういうこと

を繰り返されている方がおりますし、あと、子ども自身からＳＯＳが入ってくる状況もあ

ります。そういう意味では、区民の皆様、子どもを含めて、少しずつですが身近な存在に
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なるのかなと実感してきているところでございます。 

 また、対応としましては子ども家庭支援センターと一元的対応をするということで、通

告をいただいて全て児童相談所が安全確認に行くわけではありません。泣き声通告とか、

夫婦げんかの延長線上みたいなものについては子ども家庭支援センターに対応をお願いし

ているところでございます。児童相談所はインパクトが強いものですから、正直な気持ち

等を語ってくれないところもありますので、むしろ子ども家庭支援センターが育児の不安

とか困り感を伺うといった視点で入っていくアプローチが必要だったり、夫婦げんかにつ

いては、夫婦の葛藤があって、潜在的なＤＶのような要素がある。そういうところで相談

機関が周知されていくという要素もあるかと考えておりまして、子ども家庭支援センター

と役割分担をしていくというのは非常に効果があると考えているところでございます。 

 そうはいっても、学校が始まって以降、身柄付通告というのがかなり増えてまいりまし

た。一時保護も、今日現在で一時保護所に23名、養護施設、里親等に４名お願いしている

という状況で、４月の当初から比べると一時保護の子どもが増えている。学校等で連絡を

もらい、確認して、一時保護をその場で行うというような場合もあります。保護者に来て

もらうことがありますが、子どもさんが抱えている心の闇というんですか、何回か話して

いるうちに家に帰りたくないということが出てきて、何が起きているかということは語ら

ない子どもたちもいます。そのように子どもが潜在的に結構傷ついている要素もあると考

えており、この辺りについても丁寧に対応していく。区の児童相談所になりましたから、

区民を含めて丁寧に対応していくというのは職員に徹底していますが、やっぱり子どもの

心をいかに受け止めていくかということが一番大事と感じているところでございます。今

後とも皆様と連携をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございました。世田谷区の中に、子どもたちの権利侵害が起きたとき

に、とにかく世田谷区は絶対に子どもたちを守るんだという決意の一つが児童相談所で、

それがあることによって、家庭や地域、子どもたちとのキャッチボールが本当にスムーズ

にいって、そして、子どもたちが本当に危ないときには児童相談所で一時保護、あるいは

相談をする。しかし、その中間のところに子ども家庭支援センターがあって、子ども家庭

支援センターが相談や様々な支援というものを受け止めてマネジメントしてくださる、こ

ういった支援型のものがしっかり世田谷区の中にあることによって、世田谷区の中で子ど

もから青年期、若者期をきちんと送っていくことができる、こういった社会づくりという

ものを私たちは具体化していきたいと思っております。 



 11

 そういう意味で、今お話しいただいたようなコロナ禍にあっても、あるいはコロナ禍に

あるからこそ、こういった今までつくってきたもの、よく言うのですが、緊急の事態とい

うのは日常の仕組みというものがすごく影響するものです。非常時に急にやろうとしても

すぐにできるものではない。やっぱり皆さんが平時にきちんとつくってきたものが非常時

に生きるかどうかという点については注目しながら、皆さんと一緒に仕組みを支えていき

たいと思っております。 

 それでは、小委員会からの報告に移りますが、保護的な仕組みというのはもちろん重要

ですけれども、やっぱり若者たちが世田谷の中で輝いてくれる仕組みをどうつくったらい

いかということも一方で重要です。これは若者計画の中の大きな柱でした。本当に活動し

にくい時代の中で、今、一生懸命、小委員会で、調査、検討、そして具体化というところ

が始まっておりますので、まず入澤委員長からお話をいただいて、各グループからのコメ

ントをいただきたいと思います。お願いいたします。 

○副会長 それでは、小委員会がどのような活動や会議をしてきたのかということをかい

つまんでお話しします。その後、学校グループ、商店街グループ、イベントグループとい

うグループ分けをして議論してきましたので、各グループの委員にお話していただきたい

と思います。 

 まず、12月の協議会が終わった後、５回小委員会を重ねてまいりました。非常に積極的

に、予定にない会議も入れて、３月までは順調に進んできましたが、社会的に自粛に入り

ますと集まることができなかったということはありましたが、６月に再開し活動してきま

した。検討の趣旨は資料２をご覧ください。 

 若者をとり巻く現状をまず背景として分析していこうということから始まりました。関

係の希薄化、家庭、学校、職場以外でのつながりが薄い現状や背景があるだろうという議

論が出てきました。困り事や悩みを相談できる相手がいない若者が一定数いるということ

も出てまいりました。 

 そういう中で、地域活動や社会貢献への関心がある、地域活動への参加ニーズがありな

がら活動の機会がない若者が約４割いるというデータも出てまいりました。せっかく学校

教育法で体験活動というものが法定化されていますが、学校でやっただけだと、受験のた

めというようなことにシフトしているのではないかなと私は個人的な感想を持ちますけれ

ども、学校での体験を社会活動や社会貢献にどうやって結びつけていくかということもあ

るのではないかと思います。困っている人を助けたいという人が９割もいる、自分の力を
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地域に役立てたいという人が５割いるという中で、主体的な活動が育むものとして、活動

に参加した若者、企画から携わった若者、交流・活動系施設の利用者はコミュニケーショ

ン頻度が高いという分析もされています。このような背景をもとにして、平成29年－30年

度期子ども・青少年協議会提言の趣旨を踏まえた議論をしてきました。 

 下の検討経過です。まず、１、２回目の小委員会では、区内の子ども・若者および、支

援現場の現状共有をいたしました。そこでゲストをお呼びし、「若者と咲かせるネットワ

ーク・せたがや」という団体や、かつて世田谷区で一緒に活動していた人を呼びまして、

議論をしました。そこでは、大人の関わり方、若者と大人の接点を増やす仕組みをどうし

たらいいか、段階を追った参画のプロセスをどうしたらいいか、それから場の多様性とい

った課題が出てきました。私たちが議論していく中で、若者の参加・参画・意見表明を進

めるための大人からの働きかけ、先ほど森田会長がお話になった大人からのケアをどうす

るかというような議論では、我々小委員会として検討すべきことはなにか、地域の学校を

巻き込んで検討したらどうだろうか。それから、世田谷区には商店街がたくさんある、そ

の商店街の人たちと若者をどうやってセッティングしたらいいだろうか、これらを進める

ためにはイベントも必要だろうということで議論を進めてきました。各グループから、ど

ういうことを話しているのかということを詳しくお話ししていただきたいと思います。私

からは、小委員会がどのような趣旨で検討してきたのか、その背景と経過についてご報告

いたしました。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いてですが、学校グループは東委員から、そして、商店街グループは明石

委員から、そしてイベントグループは下村委員からということでご発言をお願いしたいと

思います。 

○委員 学校グループの東です。学校グループでは、今現在、コロナウイルスの影響が大

きく、モデル事業を今年度開催することが難しい状態になっているので、今はちょっと方

向を変えて話を進めている状況です。 

 まず、学校での実施理由についてお話しします。学校は、私たち学生がふだん通ってい

る日常に含まれる場所なので、そこに異質な空間を１つつくることで、新しいコミュニケ

ーションであるとか、学校内の人だけではなくて地域の方とのつながり合いの強化の場所

にできればなということを考えました。8月5日の小委員会で子供・若者白書のお話を聞い

たときに、困難経験をしている子どもは多いけれども、その困難の改善経験をしなかった
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子どもは社会への貢献度が低いというお話を聞いたので、やっぱりこういう学校内での場

所が、自分の困難経験を改善する経験の場所になることによって、潜在的に自分も社会に

貢献したいなと思える子ども、若者を育てる場所になればいいなと考えています。 

 実施案は、本当は学校内にカフェを置いて、映画や飲食をする場所で地域の方々とお話

をする場所を検討していましたが、コロナ禍で開催するのが難しいため、今、Ｚｏｏｍの

取材を予定しています。実際に校内カフェを行っている団体に、どういう方々が学校カフ

ェをやろうと思ったのかというお話を聞いて、モデル事業を来年度に向けてどうやって開

催していけるかについて検討していけたらいいなと思っています。今ですと、モデルケー

スをやるにあたっては、どういった人たちにお声がけをして、学校と地域の方々で実現し

ていけばいいのかというのが不明瞭であるということが、問題点として上がっています。 

○会長 ありがとうございました。大学生の方たちが学校で具体的な活動をなさるという

ことです。とにかく学校すら閉まっていたわけですから、大学はまだ閉まっていますけれ

ども、それを具体化するというのはなかなか難しいだろうと思いますけれども、私が関わ

っている自治体でも、中学校や高校でのカフェを開いて地域の人たちが入っていくという

ことが様々な形で既に取り組まれております。そういったところも参考にしながら世田谷

区流にアレンジをしていただけるような形が見つかったらいいと思います。 

 それでは、続いて、商店街グループについてお願いいたします。 

○委員 商店街でのモデル事業を担当しております明石です。よろしくお願いいたしま

す。５分で説明するようにと言われているんですけれども、私たちはすごく会議を重ねて

まいりまして、リアルだけではなく、Ｚｏｏｍを使って委員だけで会議をしたり、あとは

区の方にも入っていただいてＺｏｏｍ会議も開催したり、商店街にも見学に行ったり、い

ろいろな経過を辿っています。 

 商店街での実施の理由といたしましては、地域でのいろいろな大人との関わりが大事じ

ゃないかということと、若者が自己有用感を感じることができるもの、それから自分が決

定するという経験ができる、この３つが大きな事由になると思います。 

 実施案といたしまして、具体的には、商店街はモデルとして下北沢の商店街をピックア

ップしました。ここでは、若者による案内所の運営、ふらっと立ち寄れる秘密基地として

の居場所づくり、それからサテライトスタジオ、屋外での交流イベント、これらのことを

実施したいと思っております。具体的には、資料５をご覧いただけますでしょうか。 

 しもきたチャンネル、わかものの秘密基地として、商店街を利用したこういう企画をつ
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くっております。これは後でまたゆっくりとご覧いただければと思っています。場所とし

ては、下北沢東口改札前の「下北沢まちの案内所」、これは今工事中のところにプレハブ

が建っておりまして、そこが案内所として活用できる場なのですが、今はコロナの影響と

か、いろんな条件がありまして、なかなか活用できていないとお聞きしましたので、それ

を今回の商店街のモデル事業として使わせていただきたいという話を詰めております。そ

れから、準備期間も含めて、オンライン、オフラインの双方を活用したハイブリッドの取

組みを目指していますけれども、これは準備だけではなくて、商店街の案内所もオフライ

ンとオンラインを利用して実施したいなと思っております。先ほど森田先生からも、リア

ルだけではなくて、オンラインでも若者ができることが何かあるのではないかということ

で、これも検討の中に入っております。 

 それから、主体者としては、区民だけではなくて、下北沢の駅を利用する若者をターゲ

ットにしています。区民だけだとちょっと狭まってしまうというので、広い意味でいろん

な人と出会えるということで、ターゲットを広げております。 

 それから、仕掛け人として、私たちと商店街、それから下北沢に住んでいる方々も一緒

に巻き込みたいなと考えています。 

 次に、実施経過をご説明いたします。しもきた商店街振興組合にもご説明をし、理事長

の了解も得られましたので、全面的に協力していただけるということになっております。

それから、もうお一人、北沢でＮＰＯを立ち上げている方がいろいろとイベントをなさっ

ていますので、その方にもご協力をいただいて、快諾いただいておりますので、一緒に進

行していくこととなっております。 

 現地確認ということで、８月12日に、実際に委員と、しもきた商店街振興組合理事長の

柏さん、それから北沢おせっかいクラブの齋藤さんという方のご案内の下、空き地キッチ

ンを見学いたしました。これはしもきたチャンネルの後ろのほうにカラーの写真が載って

おります。下北線路街空き地とみんなでつくる自由なあそび場を見学いたしました。その

後に、小田急が取り組んでいるまちづくりの計画の中で、若者の自分たちで起業したいと

いう思いを応援する「BONUS TRACK（ボーナストラック）」という場所があるんですけれ

ども、そちらも見学をいたしました。わくわくするようなことを若者に提案したいなと思

っております。 

 それから、近日中に若者と協力者との打ち合わせを計画しております。今までのところ

実際の若者の意見というのがなかなか聞けておらず、あくまでも私たち大人が今お膳立て
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をしているところなので、実際にここを利用する若者がどういう考え方をしているのか、

どういったことをしたいのかを実際に聞いてみないと、前に進めないなという状態にきて

います。ただ、形がないものを説明して集まっていただくというのがなかなか難しいの

で、そこがちょっと苦戦しているところですが、本協議会の篠原委員と関わりのあるサポ

ステのＯＢから何名か参加していただくことは決定しておりますし、また、下北沢に関連

してイベントのお手伝いをしてくださる方も１名検討していただいているという状況で

す。９月27日に下北沢でシモキタおやこのまちつどい市というものが開催されます。16時

まで開催していますが、それ以降も使ってもいいよと言われていますので、そこで何かイ

ベントを開催しつつ、若者にアピールして仲間を増やしていきたいなと計画をしておりま

す。 

 駆け足で説明しましたけれども、以上になります。 

○会長 ありがとうございます。モデル事業ですので、要するにモデルで一体どこまでは

っきりしてくれば、次の本事業に生きるかというところだと思いますけれども、若者たち

がたくさんいる下村委員のところでもイベントをやるようになるわけですよね。では、そ

ちらのお話もいただいて、全体の質疑応答をやっていきたいと思いますので、どうぞお願

いします。 

○委員 イベントチームの報告です。 

 イベントとしては、若者の声をきちっと拾い上げて、それを少しでも社会的に実現をす

るということを若者にぜひ体験してほしいということで、そのためには、若者の声を身近

なところで政治に関わっていらっしゃる区議の方たちに届けたいと考えました。今の時期

は、若者はいろんな意味で、コロナで生活が制限されて困り事があるだろうということ

で、その辺の切り口で若者の意見を区議の方に聞いていただいて、それが少しでも身近な

ところで反映されればいいなということで計画を立てました。 

 最初に、この協議会にご参加いただいている議員の方たちの協力を得て、７月26日に実

施をしようということで準備をしていたのですが、この時期が若者にとっては試験の時期

ということや、準備不足の面もあり、７月26日にこのモデル事業をやることは頓挫しまし

た。今後また同じような形で区議の方たちにも広くお声がけをして若者の声を届けるよう

なイベントをやっていきたいと思っています。 

 話している中で若者が戸惑っていたのは、どんな話題について区議にお話しするのがい

いのか、自分たちではなかなか分からないということでした。今の生活で困っていること
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みたいなものを自由に話す中で、これだったら区の政策に関わるよというところを区議の

方にお話を拾ってもらえるような会ができたらいいなと考えております。 

○会長 ありがとうございます。今、学校と商店街とイベントというふうにチームが分か

れてそれぞれ議論をされていて、具体化に向けての取組みが展開しているわけですが、こ

こでは３つ一緒に皆さんのご意見や、補足的な説明も含めて、頂戴していきたいと思いま

す。やはり若者たちが参加するというときに、先ほど明石委員はある意味お膳立てとおっ

しゃったのですが、活動できる基盤みたいなものを今回はとにかくつくってみたい。そし

て、そこから具体的な取組み、主体的な取組みのところに展開できるような形を考えてい

るわけですので、今年度、なかなかリアルにやれない中で一体どうしたらいいのかという

ことがやはり問題になってくると思います。それから、社会的にそういった活動に参加す

るということはなかなか難しい状況の中で、果たして皆さんがどんな形で具体化というと

ころにつなげられるかというところ課題になるかと思いますが、参加されている方で少し

補足、あるいは、先ほど少し時間がなくて話せなかったというような点があれば、小委員

会のメンバーの方々でご発言ください。 

 では、ここで少し全体に開いて、皆さんのご質問とかご意見、感想も頂戴していきたい

と思います。いかがでしょうか。 

 高野委員、いかがですか。 

○委員 自分は学校グループに所属しています。特に補足という部分は無いですが、やっ

ぱり自分自身も大学に通っている中で、中、高と学校に行ってきた中で、自分自身も不登

校とかそういう時期があったので、日常と異なる場所、居場所というのがあれば自分も違

っていたかなと思って学校グループに入って、検討している状況です。今はコロナウイル

スの状況でできないですけれども、これからＺｏｏｍ会議とかで聞き取り調査をしてみ

て、モデル事業をやるに当たって運営する人たちが見つかっていないので、そういった部

分で誰にお願いしようかな、誰に検討すればいいのかなというのを一番の目標として考え

ていきたいと思っています。 

○会長 ありがとうございます。ほかにはいかがですか。 

 学校でのカフェについてですけれども、これについて感想や取組みに対してのコメント

はありませんか。 

○委員 これはむしろ中学校ＰＴＡの栗花落委員に、できそうなのかどうかなどご意見を

お聞きしたいです。 
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○会長 西東京市のカフェは私もずっと関わっていますが、割とＰＴＡの方が積極的に学

校に入っていかれて、図書館なんかを使ってカフェがどんどん増えている状況がありま

す。 

○委員 ＰＴＡ連合協議会の会長としてというよりは、私は用賀地域に住んでおりまし

て、子どもたちが用賀小学校、用賀中学校に通わせていただいております。そこではＹＣ

Ｃという団体がありまして、そこでのイベントとかにとてもたくさんの小学生、中学生を

ボランティアとして参加させていただいています。今の子どもたちというのは、勉強とか

課外活動などがとても忙しくて、そういうボランティアに参加することがなかなかできな

い現状の中、ＹＣＣという地域団体がぜひ子どもたちに参加してもらいたいということを

おっしゃっていただいています。やはりそういう場があると、子どもたちも、子どもたち

同士や、地域の方々とのコミュニケーションを取らせていただくことができます。その中

で、こういった学校モデル事業でのカフェであったり、商店街モデル事業の中であるいわ

ゆる地域との交流であったりとかイベントとしていろんな方が来るので、そこで子どもた

ちがいろんな質問があって話をしてみるといったことが現状として見られるんですけれど

も、先ほどの児童相談所の方の虐待などのお話と、こことが今なかなか結びつかなくて、

やっぱりこういう積極的に参加をするような子どもたちというのは、もともとエネルギー

にあふれていて、学校でも特に問題がなく楽しく過ごしている子たちがさらなる自分の活

躍の場を求めて、何かないのかなという形でこういう場に参加していくんだろうなと思い

ながら見ている段階です。本当に申し訳ないんですけれども、ただ、若者という大きなく

くりの中で、小学生、中学生、いわゆる保護者がいる、私たち大人の目の届く範囲内の中

で、そういった学校単位でボランティアを推進していく場所があるということは、用賀の

地域はすごくありがたい活動をしていただいているなということを感じています。 

○会長 恐らくこのイベントとか商店街の活動なんかも、今お話があったように、年齢的

には高校生以上ぐらいのところも当然若者施策ですのでターゲットにしていますので、多

分いろいろな年齢層、そして状態、状況というのも含めて想定されているんだろうと思い

ます。区民委員の鈴木委員、藤原委員、新井委員、いかがですか。今のモデル事業の実施

のところまで、様々な小委員会での議論をやってくださってきたと思いますけれども、何

かご意見はございませんか。 

○委員 モデル事業で、場所ということで考えてみると、学校でのモデルは学校で、商店

街のモデルは商店街、全て地域ですが、商店街で、イベント形式でのモデルというのは、
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アップスも入るけれども自宅からもすることができます。今回、私たちはＺｏｏｍとか、

自宅で他者とコミュニケーションを取ることができるということがある程度わかったの

で、自宅から出られない若者も、学校とか商店街ではなくても、自宅からつながること

で、結果的に地域の中に一歩踏み出していくみたいなことが何らかの形でできるといいと

感じました。 

○委員 区民委員の藤原です。 

 今回、私は商店街の検討チームに入らせていただいています。議論の当初からコロナに

入ってしまって、収まるまで何もできないのではないかという流れの中で、オンラインも

含めたコミュニケーション、居場所というところの価値を小委員会でも共有できたという

ところに、私は大きなイノベーションの予感がしているところです。今回の企画もリアル

とオンライン両方という、そこがまず一つ感じているところと、もう一つは、明石委員を

中心に、下北沢の商店街の方にお会いする機会をいただいたんですが、私は一区民として

そういうつてがなく、商店街で何をやれば若者のためになるのかというところで思考停止

に陥ることが何度かあったんですが、何かこちらから働きかけたり、リクエストを言った

りすることで、商店街の人たちのお力をかりられるという体感をしました。私たちも、若

者たちも、何もないところでどうぞ集まってきてくださいということでは難しいけれど

も、大人側から、あるいは身近な町のほうから若者に期待することとかお困り事を対等に

話すことによって若者の力を借りることができていくのではないかというところの予感

を、今の議論、現在の進捗の中で感じているところです。 

○会長 ありがとうございます。「ねつせた！」という取組みも、今日は中谷委員はいら

していないですけれども、まさに情報で皆さんが一緒につくり上げてくださった仕組みで

す。まさにこのコロナの状況の中で言えば、この仕組み自体が安全な空間ですね。もちろ

ん対面のグループでの情報発信もあるんでしょうけれども、今こういったウィズコロナの

時代であるからこそ、今までやってきたものがつながって新しいものに展開していくとい

う可能性があるのではないかということを私たちは考えなければならないだろうと思いま

す。新井委員、いかがですか。皆さん本当に長くこの活動をやってくださっているので、

どうぞ。 

○委員 新井です。よろしくお願いします。 

 「ねつせた！」もそうですけれども、やっぱりオンラインでコミュニケーションをする

となったときに、コロナだからよりそこが活性化するチームと、「ねつせた！」に限らず
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ですけれども、逆にオンラインだとしても停滞してしまうところと、様々あるかなと感じ

ています。 

 すごく基本的なことですけれども、やっぱり若者たちの通信環境があまりよくないとい

うことの影響が大きくて、会議とかをしていても、Ｚｏｏｍとかもデータ容量というのは

結構あるのですぐに落ちてしまったり、容量が足りないから映像をオフにしたりとか、そ

ういう状況で何とかやっている中で、やっぱり盤石なＷｉ－Ｆｉが整っているともう少し

コミュニケーションスピードも速くなったりするので、そういうインフラの設備こそ整え

ていきたいというところはあります。 

 その上で、僕が最近思っているのは、Ｚｏｏｍもそうですけれども、目的のある集まり

が世の中に今はびこっている状態で、もう少しふらっと来られるような、それこそ居場所

という話ですけれども、そういう仕組みや思想設計が大事かなとすごく思っています。と

はいえ、オンラインでやるときにはＩＤを発行しなくてはいけないという意味では、恣意

的にというか、わざと雑談をする会議をやりましょうとか、スケジュール、カレンダーに

空白のスペースをあえて組み込んでいく設計をすることで、ふらっと来られる環境を整え

ていくとか、そういうことを新たな時代においてはより意識しながら進めていくことがす

ごく大事かなと感じています。 

○会長 ありがとうございます。長く関わっていただいていて、そして、この３年間ぐら

いで「ねつせた！」をつくり上げ、そして、若者たちにとってこんな時代が来るなんて思

ってもみないで始めたわけですけれども、そのことが私たちの持っている財産の一つでも

あるわけなので、それをこの時期にどう生かせるかということだと思います。また、今の

通信環境がよくないと、先ほど林さんからもあった今日で学生を対象にした携帯電話のし

放題というものの上限が取り払われている状況というのがなくなっていくわけなので、こ

ういったことに関してもやっぱり社会的にもっと声を上げなければならない、それは学生

だけではなくてもっと若者たち全般に波及させてほしいということも出さなければいけな

い。ましてですが、やっぱり世田谷区内でＷｉ－Ｆｉ環境をよくしていくという試みもも

っとしてもらわなければいけないだろうと思いますが、林委員、今の話の中でどうです

か。 

○委員 Ｗｉ－Ｆｉについては、きっとアップスなどでは子どもたちがよく利用している

と思いますけれども、そういう意味では、公共施設の中をぜひ充実していってほしいな

と。それが子ども・若者部のやる政策かどうかというのはもちろんあるのですが、今の新
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井委員からの話にもありますように、やはり子ども、若者がいろんな形で社会に参加して

いくという中で、そういう環境整備をしていくことは非常に大事だと思っております。 

 あと、この間のテーマである意見表明とか参加、参画を中心にという点について、今日

お配りしている資料のうち参考資料の中ほどに、日本財団が行った18歳意識調査という資

料があります。そちらを見ていただきたいと思います。 

 第25回日本財団の調査は、「新型コロナウイルスと社会」ということがテーマで、今年

の５月に出されているものです。４月の終わりに、17歳から19歳の男女1000名に対してイ

ンターネットで調査した、新型コロナウイルスついての調査です。その中で私がやはり大

事だなと思っていることは、16ページ以降、「新型コロナウイルス感染拡大を防止する上

で重要だと思うもの」という項目では、家庭への救済措置、事業者への補償等々いろいろ

と出てきている中で、そういう意味では、「これからの社会は変わっていくだろう」とい

う回答が67％います。めくっていくと、社会の「どの点が変わると思うか」については、

１位に経済、次に医療となっていますが、「どの点が変わるべきか」というところだと政

治が一番多くなっています。その理由が20ページに細かく出ています。これはインターネ

ット調査で答えている17歳から19歳の1000名の調査ですので、それなりに意識のある子た

ちが答えているのではないかと思いますが、自由記述のところで書いてある内容というの

はまさにうなずける内容ではないかと思っております。さらに言えば、22ページの、「日

本はどう変わるべきか」という項目では、「国民一人ひとりが自分を守る意識を持つべき

だ」という回答が58.1％ですし、23ページには、「どのような社会を目指したいか」とい

う中で、「これを機に一人一人が責任感を持った行動ができる社会を目指したい」、「国

民一人一人が自分は関係ないという認識を改め、責任を持って行動する」という回答が多

く見られたという結果になっています。そう考えると、やはりこういう意識を持っている

若者、17歳から19歳が世の中にいると、それはきっと世田谷でも同じでしょう。そういう

若者たちの意識を私たち大人社会がどう受け止めていくのかというところが非常に大事だ

ろうと思っております。今回のコロナの関係でも、実際に学校が休校になったりしていま

すけれども、当事者である子どもたちの意見がどれだけ聞かれているのか、行事が中止に

なったりという面でも、現実的に判断せざるを得ない部分はあるにせよ、そこの過程に子

どもたちの意思はどれだけ届いているのか。私は世田谷区の事情は全然分かっていません

けれども、修学旅行や運動会、秋以降のいろんな行事とかも縮小、中止など、先生方や学

校現場もいろいろと苦渋の判断をされている部分はあるにせよ、頭ごなしに中止と言われ
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るのか、子どもたちと話し合った結果での中止とするのかでは、やはり当事者意識という

のはすごく変わってくるだろうなと思っております。もちろんそこをやる手間暇はかかり

ますけれども、やはり子どもたちの声を聞く、意見を聞いて、世田谷区民なんだと自覚を

持っていくようにするためには、そういった日常の中できちんと声を聞くということを欠

かすことがないようにしなければいけないのではないか。そういう意味では、今回、学校

と商店街とイベントという形でモデル事業を進めて検討しているんですけれども、そこに

さらにオンラインと対面のハイブリッドになると思いますが、そこの中でどう子どもや若

者の声が地域の中で生きていけるのかというところが今求められているなというのを改め

て感じております。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。３つの活動に関して、ご質

問や感想、ご意見はいかがですか。 

 私は今、３つの活動についての議論を聞きながら、もう一つ、合わせ技ができるなと思

ったことがあります。それは障害のある人たちの社会参加ということです。私が勤務して

いる大学では、いろいろな形での障害を持っている人たちをどういうふうに支援していく

社会をつくっていくかという研究をしています。その中で、障害の分野の人たちが、この

ところずっと理工系の人たちや私たちのような福祉系、あるいは教育、哲学分野など、い

ろんな人たちが一緒になって、特に障害のある人たちの社会参加について実践的にモデル

事業をやっています。その中に、皆さんもご存じかと思いますが、ＡＩを使ったリモート

の活動や、ＡＩを使って具体的にその人たちの意思をそこに反映する、遠隔で活躍する、

このぐらいの形、大きさの「OriHime」という分身ロボットがいます。人工呼吸器などを

使用する寝たきりの人たちが、うちの大学にもたくさんいますが、パソコンでネットを使

いながらOriHimeに指示をしていろんな活動ができる。当然ですが、これはロボットです

ので、どんなところでも安全なものですから、こういったコロナ禍の状況でも超安全に活

動できます。そういうロボットにより参加することによってまた違う意義が生まれるかも

しれないと、今感じていました。 

 また、パロというこれぐらいのぬいぐるみみたいなロボットも今たくさん活躍してくれ

ています。このパロが具体的にはどんな活躍をしてくれるかは若者たちの挑戦なんだけれ

ども、当然ですが、若者たちの中にも障害のある若者たちもいたり、それから、メルクマ

ールのように家からなかなか出られない人たちもたくさんいらっしゃいます。そういった

場合に、パロとかOriHimeによって活動する人たちが出てくることにより、具体的に自分
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自身の可能性がどんどん広がっていくだろうと考えています。その中で家から出られない

人であれば、身体障害、あるいは病気でなければ、ひょっとしたら徐々にその場に出てこ

られるかもしれませんし、そしてまた様々な出会いや体験が人々の成長、発達を支えてい

くということができるかもしれない、多様な状況にある若者たちに私たちは何を実現した

いのか、と考えていました。 

 先ほど元気系が対象となるのだろうかといったご発言もいただきましたが、社会には決

して元気な若者だけではないということは十二分に承知しています。この協議会自体は、

メルクマールにしても、アップスにしても、そういったいろいろな課題を抱えている若者

たちが地域の中で、世田谷区の中で生きているということに、ある種の満足感と希望とい

うものをきちんと共有できるような施策を打っており、その中で活躍できる場というもの

もつくっていきたい。その活躍できる場を学校や商店街やイベントという形で考えてみる

と、ひょっとしたら世田谷区の中には、若者たちが自分たちで事業化していけるような可

能性が生まれてくるかもしれない。今、若者施策というのは日本中で取り組まれているわ

けですけれども、残念ながら若者が実施主体というのはそんなに多いわけではなくて、私

は世田谷区の若者たちが集まって、世田谷区の事業を受託できるぐらいの力を持ってくれ

たらどんなにすばらしいだろうと思っています。昔から行政のいろんな施策というのは、

ある意味、付加価値としてその人たちを育てるという意味があっていいのではないかと思

っていますので、これはぜひ議員の方たちにお願いをしなければいけないと思っていま

す。やっぱり町の中で若者たちが事業として様々に展開していくぐらいのものがあってい

いと思うし、そういう中では、障害のある人たちや、外国籍の人たちといった多様な若者

たちが世田谷区の中で暮らしていますので、地域の中に出てきて活躍できるような町がで

きたらいいなと思っています。そういう意味で、総合的な展開ができるような形で、障害

のある人たちなども、ぜひこの活躍というものの中に入れていただけたらいいなと思って

聞いておりました。 

 関連して、メルクマールの人たちは今どういうふうに過ごしていらっしゃるのかという

ことについて、一言お話しいただけたらと思います。 

○委員 皆さん、こんにちは。廣岡です。 

 今、メルクマールのご質問をいただきましたので、今の支援の状況ですとか、若者との

つながりのところを少し報告させていただければと思います。 

 メルクマールの活動状況資料に、一部事業中止期間中のことも書いているんですが、
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今、メルクマールせたがやは、オンラインよりもリアルのほうのニーズがむしろ高いなと

いうのを感じているところです。ひきこもり状態の方というのは、確かに家でインターネ

ットを使ったり、そういう方もいらっしゃるんですけれども、ＳＮＳを使ったり、自分か

ら何か発信したりという方はそんなにいないです。動画であったり、ゲームであったり、

そういったことが中心で、中には携帯を持っていない若者もいらっしゃいます。利用者は

もともとオンラインというよりはリアルで直接会って話ができるような場を求めて今来て

いる方たちなので、そこが改めてニーズとして出ていると感じております。 

 若者の社会参加というところでは、商店街チームのような取組みなどをお伺いしていて

も、若者がどう参加していくかということで、やっぱりお膳立てというところで、プロセ

スから一緒に参加できるようなものが本当に大事だろうなというのは、今日参加させてい

ただいてすごく感じたところです。生きづらさを抱えた若者が社会とどうつながるか、本

当につながりの部分をどうつくっていくかというのは、これからも皆さんと一緒に考えて

いきたいなと思ったところです。 

○会長 彼らができないのではなくてどうやったらできるか、どうやったらこういった若

者施策のところに、メルクマールに通っている若者たちが参加できていくのか、ぜひその

つなぎ役ということでも活動の支援をお願いしたいと思います。 

 今日の議論は、時間的に急いでしまいましたけれども、先ほど最初に申し上げましたよ

うに、もしご意見、お気づきの点がありましたら、ぜひ事務局のほうにお寄せいただけた

らと思います。最初に申し上げましたけれども、今日の話は、若者たちの活動という点で

いくと、ずっとつながっている協議会の議論の中での、ある意味最後の課題が、どのよう

に若者たちの活動の場や機会をつくっていくかということなのですね。やっぱりここがな

かなか突破できないということがあって、ではどうやったら突破できるだろうというとこ

ろから今考え始めている事業です。ぜひとも本当に小さな活動でも始めて、そして、先ほ

ど申し上げましたように、世田谷区はたくさんの若者支援活動を今展開していますので、

できれば、それを若者たち自身が運営していけるぐらいの力を持てたらどんなにいいだろ

うと思っています。そういう意味で、行政と若者たちがジョイントして、新しい世田谷の

町をつくっていく。今、「ねつせた！」が少しずつそういった活動につながっていってい

ますけれども、今回のこういったイベントなんかも、先ほどの商店街の理事長さんがぜひ

にとおっしゃってくださったというのは、すごく心強いですね。そういったことができる

のもまたこの協議会の一つの活動であるということも大きいのかもしれません。大変でし
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ょうけれども、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、私のほうでは、これで議事は終了させていただいて、事務局にお返しいたし

ます。 

○事務局 森田会長、委員の皆様、ありがとうございました。 

 事務局から３点お伝えしたいことがあります。まず、生活文化政策部の区民健康村・ふ

るさと交流課より、成年年齢引下げについて皆様にご意見をいただきたいとの申し出がご

ざいます。大谷課長、よろしくお願いします。 

○事務局 生活文化政策部、区民健康村・ふるさと交流課長の大谷と申します。 

 私どもは区民まつりを所管しておりまして、それに関する自治体間交流、あるいは川場

村の区民健康村での交流連携事業などを担当するとともに、新成人の集い、成人式を担当

してございます。 

 今般、令和４年４月に改正民法が施行されまして、成年年齢が18歳に引下げられること

に伴い、今まで１月の成人の日に、その年度に20歳になる方を対象にしていた新成人の集

い、成人式についてもどのように考えていくか。成年年齢の引下げを踏まえて、令和４年

度以降の対象年齢や開催時期、式典の在り方について検討を進めております。今回、世田

谷区子ども・青少年協議会の皆様のお考えも伺いまして、今後、検討の参考として進めて

いきたいと存じております。 

 ご意見を伺いたい内容については、資料の下記３点になります。まず、(1)適当と思う

対象年齢、18歳か20歳か、その他の年齢か。18歳については、民法上の成年と一致すると

いうことのメリットがある反面、進学や就職活動を控えて準備をしているため、式典への

参加が非常に難しいという状況がございます。また、20歳とした場合には、現状から変更

がなく混乱が生じないということはありますが、一方で、民法上の成年と一致しないこと

をどのように考えていくかという課題があろうかと思います。(2)適当と思う開催時期、

１月の成人の日が適当なのか、あるいは、例えば18歳にした場合には１月ですと受験など

に重なるということもありまして、式典参加が難しいという場合にはその他の時期を考え

るべきなのか。また、(3)式典のあり方、この辺は趣旨、内容、名称など、新成人という

ことで、20歳ですると新成人ではなくなってしまうということもありまして、そのあたり

についてもご意見を伺えればと思います。 

 参考といたしまして、別冊で「成人式に関するアンケート調査結果報告書」という資料

がございます。これにつきましては、今年６月に、今年度15歳から17歳になる方、令和４
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年度に17歳、新成人、成年年齢に達する直前の方と、19歳になるまでの方、18歳、19歳に

なって、令和４年度の新成年となる方を対象としましてアンケート調査を行いました。主

な結果内容は、下記のとおりになっております。 

 対象は、３学年の各年齢500名の方から、1500名の方にアンケートを郵送で行いまし

た。有効回答数は685で、回収率は45.7％、15歳の方が340の回答がございまして、16歳の

方は205件、17歳の方から138件いただいてございます。 

 続きまして、裏面に主な調査内容と回答結果ということで示しておりますが、①適当と

思う対象年齢につきましては、20歳と答えた方が517件、75.5％と最も高くなっておりま

す。続いて、18歳の115件、16.8％です。 

 続きまして、②適当と思う対象年齢を選択した理由について、複数回答を可として意見

を伺っていますが、その中で、民法改正に合わせ、成人式の対象年齢も18歳にすべきと思

うというのが107件で９％、対象者全員が成人になっている19歳になる年に開催すること

がよいと思うからが36件、今までどおりの20歳が分かりやすいからが337件、また、18歳

は高校生が多く、進学や就職準備に忙しいため、式典に参加できない人が多くなると考え

る方が341件、それぞれ28％強の方が答えていらっしゃいます。また、飲酒や喫煙、競馬

などの公営競技の年齢制限がなくなる20歳になる年に開催することがよいと思う方も308

件ほどいらっしゃいました。 

 ③適当と思う開催時期については、やはり１月と答えた方が410件で59.9％と多いんで

すが、春休みも173件、25.3％の方が答えてございます。こちらのアンケート結果で、例

えば４ページのところですと、成人式を行う必要があると思いますかという内容では、必

要があると思うが260件、必要性までは分からないが、行うことはよいと思うが313件と、

成人式については肯定的な意見が多いと受け止めています。また、８ページからそれぞれ

の記述欄を設けてございまして、それにご記入いただいたものの内容を記載しております

ので、その辺りもご参考でお目通していただければと思います。 

 また、今後の予定ですけれども、この後、中学生、高校生を対象にした意見交換会を開

催する予定としております。別紙のチラシにあるとおり、令和２年９月22日、４連休の最

後の日の火曜日の午前10時から12時30分まで、希望丘青年交流センターアップスで行いた

いと考えております。内容については、林委員に講演をお願いしており、「大人になると

いうこと」のテーマの基調講演をいただいた後に、林委員、区長、それと、今年度の新成

人のつどいの実行委員会のメンバーが何名か参加し、それに応募していただいた中高生と
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併せて意見交換を行いたいと考えています。会場の参加は20名とさせていただいておりま

すが、Ｚｏｏｍによるオンライン参加も受け付けており、今募集をかけているところでご

ざいます。このような意見交換会の内容なども参考にした上で、対応方針につきましては

今年度中まとめるということにしていますので、できれば令和３年２月の区議会常任委員

会に方針案を報告したいと考えてございます。 

 私からは以上でございます。 

 何かご意見を頂戴できましたらと思いますが、いかがでしょうか。ご意見等いただける

ようでしたら、生活文化政策部の区民健康村・ふるさと交流課まで、電話、ファックスで

ご連絡いただければと思います。また、もしメール等で連絡ということであれば、事務局

を通じていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 次に、私から、参考資料３「青少年交流センター池之上青少年会館」の今後の

運営についてご説明いたします。 

 青少年交流センター池之上青少年会館は、昭和54年に開設いたしましてずっと直営でや

ってまいりました。昨年度、大規模改修がありまして、その間に、青少年交流センター池

之上青少年会館の運営のあり方検討委員会というものを開き報告書をまとめたところで

す。そちらを踏まえて、新たな運営体制、委託を導入して令和３年４月から実施してまい

りたいと考えております。 

 (1)今後の運営の方向性についてですが、全ての運営時間帯でノウハウを持った職員と

いうのは今の体制では取れないものですから、そういったところの運営体制をしっかりと

整えてまいります。(2)運営主体についてですけれども、今現在、３つ青少年交流センタ

ーがございまして、野毛と、アップス（希望丘）は民間委託で運営しております。それら

の交流センターを参考に、新たに運営事業者の導入を行っていきたいと考えています。

(3)「会館」の運営体制ですけれども、今まで会館が実施してきた様々な事業や講座につ

いては事業を継承する方向で調整してまいります。 

 裏面に移りまして、四角の枠で囲っているところが３月31日までの体制と４月１日以降

の体制になっております。貸館もやっておりまして、青少年団体、青少年育成団体、一般

団体といった登録団体へ貸出しをしておりますけれども、こちらについては原則これまで

どおり行ってまいります。名称については、「世田谷区立青少年交流センター池之上青少

年会館」としてきましたけれども、これを「世田谷区立池之上青少年交流センター」とし

て、通称名としては、今までどおり親しまれて呼ばれている「いけせい」というふうにそ
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のまま使用させていただきたいと考えております。 

 私からの説明は以上です。 

 最後に、次回の協議会のご予定についてお知らせいたします。次回、第５回協議会は、

12月22日火曜日、午前９時30分から開催を予定しております。開催通知については改めて

お送りさせていただきます。また、10月、11月の小委員会の日程は机上に配付しておりま

すのでご確認ください。 

 以上をもちまして、令和元年－２年度期第４回子ども・青少年協議会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

午前11時14分閉会 


