
令和元年―２年度期 第５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１２月２２日（月）９時３０分～１１時３０分 

■開催場所 

世田谷区役所 ブライトホール 
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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 藤原由佳 新井佑 渡辺明宣 

下村一 東珠希 高野黎 中谷汐里 

■事務局 

子ども・若者部長 知久孝之        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 

区民健康村・ふるさと交流課長 大谷昇  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 令和元年－２年度期報告書（素案）について 
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午前９時30分開会 

○事務局 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、これから令和元年－２年

度期第５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、本当に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。 

 では、開催に当たりまして、子ども・若者部長の知久よりご挨拶申し上げます。なお、

11月１日付の人事異動により、前任の加賀谷より知久子ども・若者部長に変更となってお

りますので、この場をお借りして紹介をさせていただきます。 

○事務局 皆様、おはようございます。子ども・若者部長の知久と申します。11月１日よ

り、子ども・若者部に着任をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様には、暮れの大変お忙しい中、第５回子ども・青少年協議会にご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。また、日頃から区政にご理解、ご協力を賜りまして

心から感謝を申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症が世界中で急拡大しております。世田谷区におきまし

ても、11月以降、感染者数が急増しており、当初は若い方の感染者が多かったのですが、

中高年にまで感染が拡大している状況がございます。第１波、第２波に比べ、この第３波

は、人の移動にあまりブレーキがかかっていない、こうした状況があるのかなと思ってい

ます。 

 週末、新聞にコロナの影響で中退される大学生が、令和２年４月から10月の半年の間で

1000人を超えたとの報道がございました。若者の暮らしにおきまして、コロナ禍により生

活環境の変更を余儀なくされ、多くの影響が生じてございます。多くの若者が思いどおり

にならないこうした環境への疑問を感じながらも、声を上げられない、上げ方も分からな

いといった、そうしたジレンマを持っていることが、この間の取組みの中で分かってきた

と伺っております。 

 子ども・青少年協議会の今期のテーマ「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画

を中心に」、こちらの主題でもある「若者が安心して意見表明できる地域社会の実現に向

けて」につきまして、本日、委員の皆様のご意見、お知恵をいただきたいと考えておりま

すので、ぜひ活発なご議論をお願いいたしまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本

日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 本日の協議会の出欠状況でございますが、事前に、中條佐和子委員、鈴木法子

委員、後藤友幸委員、遠藤一男委員、今村弥生委員、廣岡武明委員、篠原健太郎委員の７

名から欠席のご連絡、そして入澤充委員から途中退席のご連絡をいただいております。よ

って、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。 

 続きまして、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。行政庁職員の

うち、世田谷少年センター所長、渡邉明宜様が人事異動に伴い、新任委員となられており

ます。 

 渡邉委員より一言ご挨拶をお願いいたします。 

○委員 ９月７日付の人事異動で世田谷少年センター所長に着任しました渡邉です。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。また、ご発言の際には、事務局よりマイクをお回しいたしま

すので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、会議の開会に当たりまして、本協議会会長の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。コロナによる患者数の急増、あるいはいろいろな

変種したコロナが発生しているなど、一体これからどのような形の社会がやってくるのか

ということがなかなか見えない状況にあります。こういう中で、もちろん大人が不安にな

れば、子どもや若者たちはもっともっと不安になってくるものです。先の見えない苦しさ

というのは、子どもや若者たちへの影響がとても大きいです。私たちはあっという間に１

年なんか過ぎちゃうわけですけれども、やっぱり小さければ小さいほど、その１年という

のは、毎日毎日が積み重ねの中で、やっぱり長く感じられますので、この１年間というの

は、どれほどこの子たちの将来に大きな影響を及ぼすかと、私たちは身を引き締めて、こ

の課題に大人としてどういうふうな挑戦をして、影響を最低限にしていくかということ

と、こういう中で見つけ出した新しいチャレンジを、どういうふうに次の社会の希望につ

ないでいくかということを考えなきゃいけない時期にあるなと思っております。 

 私たちは、このような状況にあって、日々の暮らしのなか、新しいツールも使いなが

ら、この環境の中での私たちのやるべきことというのを探っているわけです。その中で、
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例えば世田谷のこの子ども・青少年協議会の中でいち早く取り入れてきた、いわゆるＳＮ

Ｓを使った子どもたち、若者たちの空間づくりというのは、まさにこれは時代を先取りし

た１つの政策だったなと思います。それからまた、まちづくりに子どもたちや若者たちの

意見をどのように取り入れていくのかということは、もう当たり前になり始めてきている

わけです。一方で、私が今思うのは、日本は、全てを家族に依存している社会だというこ

とです。家族を大切にするからこそ、家族政策をきちんと取るというのが、この社会が取

るべき姿であり、それはもうアジア、そしてヨーロッパ諸国では当たり前に行われている

ものですが、日本はそういったファミリーポリシーを持っておらず、その政策をつかさど

る部署もない現状があります。家族の中の政策がばらばらに行われているために、子ども

と大人というくくりの中だけでしか今まで政策がつくられてこなかったし、実践もその中

でつくられてきたという、社会の中での仕組み、行政の仕組みの中の大きな課題に今直面

していると思っています。 

 これまでは、そういった課題を地域社会が、企業や、あるいは地域などが、人が子ども

から大人に育っていく時期を、大きなくくりの中でゆったりと抱え込んでくれる側面があ

ったんだろうと思います。けれども、このコロナの状況というのは、地域が課題を、子ど

もを、支え切れなくなっている。つまり、そうなると環境そのものが、この子どもたち、

若者たちの障壁になってしまうわけですから、ここを越えるためには、よほどの政策を打

たない限りは、乗り越えることは難しいわけです。もし、家族に全て依存してしまうと、

自らを支えられない家族というのはすぐに破綻してしまうことになります。全国から見れ

ば、世田谷のこの協議会は、きちんと議論し、政策をつくり出すということをやってき

た、ある意味すごく形骸化している協議会が多いのに対して、しっかりと議論をしてき

た。その一つの大きな牽引力は、部会、小委員会のところにあると私は思っております

し、この方々たちの努力が具体的な取組みにつないでくださっていると考えています。そ

れは参加という、市民や大学生、若者たちを中心とした参加の仕組みをつくってきたとい

うことが、恐らく必要な政策をつくり出していく大きな牽引力になっていると思っていま

す。 

 今お話ししましたように、この日本の子どもと大人、その間にある若者たちをきちんと

支えないと、次の社会はやってこないということを、この社会全体が恐らく認識する時代

が近くまでやってきているわけで、そういう意味で、この協議会が果たす役割というの

は、とても大きな価値と課題を担っていると考えていただきたいと思っております。 
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 私自身もいつもこの会議を進めるに当たって、事務局と何度も相談をするわけですが、

その中で最近出てきた課題と言えば、例えばダブルケアという問題があります。私は、子

ども・子育て会議にも関わっておりますが、そこでも大きな議論になっていました。これ

が次にどういう形で表出してくるかと思っていたら、今ヤングケアラーという問題で、若

者たちのところには真っ先に表れています。こういう課題に関しても、やはり社会的な問

題になり始めてきた時点で、もう政策を打っていなければいけなくて、こういった政策を

打つときに一番大事なことは、実態をどう把握できるかということだと思います。 

 そういう意味で、若者たちが真っ先に社会的な課題の担い手にならざるを得ない、なら

されてしまう。つまり、子ども期でありながら、若者としてある程度の力を持っているた

めに、すぐに使い回しのしやすい存在にされてしまう。若者という世代の使いよさのよう

な側面は、よほど社会的に、この若者たちの時代というものが、次の大人になっていくと

きにどんなに大事な時代かという認識を持っている大人たちがいないと、すぐに使い回し

のしやすい存在にされてしまうなと思います。 

 そういう意味で、豊かな社会というのは、この若者たちが豊かに育っていく社会である

という認識がとても大事だと思います。年度末になりますが、今期の報告書を作る時期に

なります。この今の状況の中で、この世田谷から若者たちを十二分に、それぞれの持って

いる志、あるいは力というものを発揮できるような社会をつくり出すために、世田谷区の

行政、あるいは市民社会が協働して、そしてその家族や、あるいは若者たちが活躍できる

社会づくりに向けてどんなことをすればいいのか、あるいは何を今課題にしなければなら

ないかということをぜひ皆さんと一緒に考え、挑戦しながら、最終の報告を作り上げたい

と思います。その報告は、また次の課題を提示するものでもありますので、ぜひご協力を

お願いしたいと思います。 

 長くなりまして申し訳ありません。それでは、これから会議のほうを始めさせていただ

きます。 

 では、事務局にお願いいたします。 

○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についてです。次第に記載の資料のうち、会議で使用

するのは資料１から７、それから参考資料１と２でございます。読み上げませんけれど

も、ご確認ください。 

 その他、配布資料のチラシ類及び次回以降の出欠表につきましては、後ほどご覧いただ
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ければと思います。 

 また、議事に入ります前に、資料４をご覧ください。コロナ禍における若者施策への影

響と新たな取組みというところです。今期においてこのテーマを進めていく上でも大きな

影響がありましたので、触れさせていただきます。 

 まず、Ａ３の左側、影響など、右側、新たな取組みなどとありまして、上のほう、若者

の状況とありますので、左上から触れていきたいと思います。若者との意見交換という部

分ですけれども、コロナ禍において困ったことというところでは、オンラインでのコミュ

ニケーションの難しさ、家から出られない、実家に帰れない、友達とのつながりが薄くな

った、アルバイトで稼げない、海外に行けないなどの意見がありました。 

 コロナ禍前後の変化というところでは、家で過ごすのが好きな人にとっては嫌ではな

い、一方で、ライブなどが好きなどアクティブな学生にとっては、「ライブに行けない

し、以前を10とすると今はゼロほどの差があり最悪です」など、そういった意見がありま

した。右側の新たな取組みというところでは、コロナ前後の変化について、肯定的な意見

をいただきました。時間に余裕ができたとか、手作りする時間とか、あと家族との時間が

増えた、また大学までの往復の時間が不要で寝ていられる、「Ｇｏ Ｔｏ」で家族旅行が

できたなどの意見がありました。 

 影響などの中ほどの子ども・青少年協議会小委員会での情報提供・意見というところで

は、オンラインが台頭してきているが、家族も在宅勤務で通信容量が不足するなどもあ

り、オンライン化を進めるに当たっては、誰もがオンライン環境にあると想定するのでは

なく、インターネットにつながれる場所の提供や通信機器の貸出し等の工夫がないといけ

ないといった意見がありました。 

 次に右側に移りますと、大学生からは肯定的な意見もあったんですけれども、オンライ

ンでつながる若者について、若者の意見表明、参加参画においては、対面ではない手段の

ひとつとして考えられていくことが大事であり、対面では分かるようなこと、例えば身な

りやにおいにより感じるその若者の置かれた状況等も、オンラインでの限られた視覚、音

声情報では気づけないという限界がある。面と向かうことの大切さを担保しつつ、多様な

場をつくっていければよいという意見がありました。 

 次に中ほどの事業者・支援者の状況ですけれども、若者の交流と活動の推進というとこ

ろで、青少年交流センターや大学連携のあいりす・たからばこについては、一時休止して

いましたが、段階的に再開しました。新たな取組みとしては、青少年交流センターも、
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「ねつせた！」も、あいりすも、たからばこも、ＳＮＳやＺｏｏｍ、または電話などでつ

ながる取組をどんどん行っていったということです。 

 一方で、影響などという部分に戻りまして、学校、ＰＴＡについては研修会等全て中

止、あとは青少年委員会についても、地域行事が全て中止、高齢者施設へのボランティア

活動など、子どもたちが今まで活動した活躍の場がなくなったといった意見がありまし

た。 

 次に、生きづらさを抱えた若者の支援について、メルクマールせたがやでは、電話によ

る相談を基本としながらも、訪問や、居場所などは休止していましたが、これも段階的に

再開しました。特に居場所支援については、オンラインには代えることができない役割を

果たしており、利用が増えているということです。 

 右側の新たな取組みなどについては、メルクマールせたがやは、やはり電話によるフォ

ローや対面できない時期にブログの更新頻度を上げる工夫を行いました。あと一番下の東

京保護観察所の影響などというところですけれども、保護観察所では、監察官が状況を把

握する面接ができない状況が続き、電話、あるいはＳＮＳで状況把握といった形で、保護

観察を進めたとお聞きしています。 

 新たな取組みですけれども、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る。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いうことでした。 

 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。 

 森田会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、始めさせていただきます。 

 前回は、コロナ禍の中で自身を変化及び順化させている子どもや若者たちの様子や、

今、課長からお話がありましたように、それを施設の状況について共有し、ご意見をいた

だいたわけですが、この間、小委員会では、いろいろな制約の中で、オンラインの会議や

対面の会議など、いろんな形で検討を継続していただきました。どのように若者たちが意

見表明できる機会をつくっていくのかということを、具体的には３つのモデル事業という

のを想定して、いろいろな具体化だとか、あるいは実践というものの調整を進めてきてく

ださっています。 

 これはいつも申し上げているんですが、この協議会は行政が書くのではなくて、委員が



 7 

自ら報告書を書くという大変恐ろしい課題があるのですが、だからこそ、やはり市民の意

見、あるいは当事者たち、若者たちの意見というものがきちんと反映されて、それを政策

にどう取り込むかということを具体的に考えていくことができるわけです。 

 そこで、その進捗状況をご報告いただき、あるいは事業や素案、これをどのような形で

書き込むかということについてご意見を頂戴したいと思っています。まずこの小委員会で

の検討や進捗状況についてを、小委員会の入澤委員長がいらしてくださっていますので、

ご説明をお願いして、そしてその後、具体的な議論に入っていきたいと思います。 

 では、入澤先生、お願いします。 

○委員 入澤でございます。先ほどご案内がありましたように、途中退席させていただき

ます。実はコロナの問題で緊急の会議が大学で入っておりまして、その発表をしなければ

なりませんので、失礼いたします。 

 先ほど知久部長が発言した中で、大学生の退学者の問題が出てきました。実はオンライ

ン授業は、この資料４で今説明がありましたように、非常に効果的な面がありますが、一

方で、オンライン授業に疑問を持った学生が多々出てきまして、ひきこもり状態になって

いるものがいます。その対応に、大変苦労しています。保護者に電話したり、メールを出

したり、それでも返答してくれないこともあります。毎週毎週やっているんですが、そう

いう新たな問題も出てきているということをまずご紹介いたします。今期、小委員会は１

月から７回会議を重ねてまいりました。 

 資料３をご覧ください。「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」と

いうテーマを基に議論を進めてまいりました。 

 まず、素案の７ページについて、若者が日常的に意見表明できる地域社会の実現のため

にということで、若者を取り巻く現状として、多様な若者の存在などを踏まえて、まず３

つの視点から検討を進めてまいりました。若者が日常的に意見表明できる地域社会の実現

のために必要な要素は何か、２番目に、若者と関わる大人に必要な要素は何かを検討しま

した。３番目に、若者が安心して意見が言える場、これを具体的に３つのグループに分け

て、委員がそれぞれ検討してまいりました。 

 さらに、素案９ページをご覧いただけますでしょうか。若者が意見を言いやすい場と

は、どんな人がいる、どんな場かということです。議論を踏まえて出てきた仮説を基に、

パイロット的に試行する３つのモデル事業を構想し、事業内容、手法等の検討実施を進め

てまいりました。まず、地域については、商店街グループ、イベントグループ、学校グル



 8 

ープ、３つのグループで検討してまいりました。 

 こういう中で、コロナの影響を受けまして、当初の構想からは様々な変更を余儀なくさ

れてきたこともあります。それぞれ実施経過及び実施結果及び提案の欄に状況をまとめて

おりますので、ご覧ください。 

 今後、このような議論を踏まえて、小委員会での議論を重ねて、提言案をまとめて報告

書としていきたいというふうに考えています。また、モデル事業の詳細については、各グ

ループからご紹介をいただきたいと思います。 

 以上、私のほうから小委員会全体の振り返りについて報告いたしました。 

○会長 ありがとうございました。 

 続いてですが、各グループ、先ほど３つに分かれているというお話がありましたけれど

も、グループごとにご報告を、それぞれ５分程でお願いします。 

 学校グループ、商店街グループ、イベントグループに分かれておりますので、まず学校

グループのところで、東委員と高野委員から、よろしいでしょうか。お願いいたします。 

○委員 学校グループは、実際に西東京市立中学校の子ども放課後カフェにお話をお伺い

して、また、神奈川県の田奈高校に実際に視察に行きました。西東京市のほうではお話を

聞いただけだったんですが、そこでお伺いできたことは、設立までがとても困難であるこ

とと、あと担い手が途切れてしまえば、もうそこで終わってしまうということが課題にな

っているということをお伺いしました。また、やりたい人がやるということを団体の方々

は念頭に置いているらしく、こちらからお願いしてやってもらうのではなく、本当に子ど

もたちを助けたい、子どもたちのためにやりたいという人を集めること自体も難しいとお

っしゃっていました。 

 カフェ運営をしたことによって、ひきこもりになっていた子が、カフェのために学校に

来るようになったような効果もあったようで、学生たちには潜在的に必要とされている場

になっているんだなということが、お話を聞いて分かりました。やること自体はすごく課

題が多くて難しいことはあるんですが、こういった事業をモデル事業として世田谷区がや

ることで、周囲にも認めてもらって、より一層いろいろなところで、こういった学校カフ

ェがやりやすい環境になっていくのかなとお話をお伺いして思いました。 

 続いて、替わります。 

○委員 私からは、11月５日の田奈高校のぴっかりカフェに視察とヒアリングを行いまし

たので、その報告をさせていただきたいと思います。 



 9 

 まず感想としては、雰囲気がとてもよくて、スタッフが生徒さんと分け隔てなく接して

おられるなという印象でした。 

 カフェの意義としては２点ありまして、学校に、教育的視点だけでなくて、福祉的視点

も入れることで、生徒が抱える問題を解決できるという点があります。田奈高校はクリエ

イティブスクールというので、課題中心校と言われるところなんですが、そこだけではな

くて、ほとんどの学校で課題を抱える子が増えていると思うので、そういった子たちを発

見できる場としても非常に役に立っているのかなというふうに思います。 

 もう一つとしては、食べ物や大人との接し方などの文化資本をシェアできるという点で

す。それらは社会に出てから非常に重要だと思うので、そういった点でも役に立っている

のかなというふうに思います。 

 課題としても２点挙げられまして、カフェの役割だったり、メリットを学校の管理者側

に理解してもらわなければならないという点と、運営主体をまずどうするのかというのが

挙げられます。ＮＰＯ法人パノラマという団体がぴっかりカフェの運営をされているんで

すけれども、ＳＮＳでボランティアを呼びかけて集めているというので、まず誰が中心と

なるかというのが非常に重要で、そこら辺を考えていきたいなというふうに思っていま

す。 

 以上になります。 

○会長 それでは、商店街グループのほうから、明石さん、お願いします。 

○委員 明石です。よろしくお願いいたします。 

 商店街グループでは、下北沢のまちの案内所を中心として、リアルとオンラインのハイ

ブリッドで進めていくということで検討してきました。商店街の方も含めて、協議会のつ

ながりや商店街の人のつながり、「ねつせた！」のつながりなど、若者たちの活動メンバ

ーを少しずつ募るということをやってまいりました。 

 実際に下北沢まちの案内所で活動を始めるキックオフイベントとして、９月27日に下北

線路外空き地で行われたイベント「シモキタおやこのまちのつどい市」に、駄菓子、ドリ

ンク販売のブースを出店することが決まり、出店準備を進めていきました。ただ、若者を

集めて意見を伺う場が１回しかなかったのと、開催までの時間がすごく短かったので、事

務局の方々にも大変ご苦労をおかけしたと思っていますし、なかなか共有できなかったこ

とがありました。ただ、この集まったときに名称を検討し、「しもきた倶楽部」という名

前が子どもたち、若者たちの発言で決まったという経緯があります。 
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 あとイベントは、駄菓子を買いに行くのもやりたいねと言っていたんですけれども、コ

ロナとか、いろんな事情があり、こちらも区の方々にお願いすることになりました。イベ

ントの当日は、若者同士が交流する姿は見られたんですが、ドリンクの販売のブースと、

駄菓子販売のブースが離れていたために、なかなか交流する機会が少なかったのと、物を

売ることに集中してしまって、「しもきた倶楽部」を周知しようという活動が二の次にな

ってしまったのかなという反省点もありました。 

 その後も居場所に必要な機能とか、取組内容とか、若者主体の活動になるための後押し

の方法の検討を続けているんですけれども、このイベントが終わった後に、なかなか会が

開催できなかったり、情報提供できなかったことによって、イベントに参加してくださっ

た若者たちが離れていってしまったという残念な結果もありました。やはり若者に対する

仕掛けをどのように若者と一緒に進めていくかというのが課題だなと思っております。 

 今は、下北沢のまちの案内所を中心にして、もう一度仕切り直しをしようと行っている

途中でありますけれども、やはりテーマと目的がはっきりしないと、若者自身もそこに集

うということが難しいと感じています。 

 私たちは、この活動に当たり、元気系の若者だけではなくて、ちょっと問題を抱えたお

子さんでも、何も課題はない方でも、ふらっと来ていただけるような場所にしようという

大きな試みだったために、なかなか焦点が定まらなくて、来てくれた若者たちにも、ター

ゲットは何かとか、目的は何か、大人の目的は何かなどを、聞かれてしまうような場面も

ありました。若者の意見を聞き出すというのはすごく難しく、どちらかというと大人がリ

ードしてしまう体制になりつつあるというのが反省点としてあります。 

 それから、この商店街グループの中にたまたまですが、若者の委員が一人も入っていな

いということで、私たち大人も誰に聞いていいか分からないと面があり、大人自身も迷い

ながら、試行錯誤しながら進めてきました。ただ、アンケートを取って分かったこととし

ましては、若者はＷｉ－Ｆｉとか、充電とか、今必要なものがないと、やはりそこに居場

所としての意味を見いだせないという点で、グループの考えともなりました。 

 以上になります。 

○会長 では次に、イベントグループの方に、中谷さんお願いします。 

○委員 それでは、イベントチームの取組みの報告をさせていただきます。お手元にある

資料３の報告書の23から25ページと資料６のイベントモデル事業の意見交換会の記録を併

せてご覧ください。 
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 前回の８月の協議会以降、イベントチームの取組みとしまして、まず、青少協委員と若

者との意見交換会を11月開催を予定に企画しました。こちらのイベントは、７月に開催予

定だった区議会議員の方々と若者との意見交換会の対象を変更したものとなります。です

が、こちらのイベントにつきましては、若者の応募がなかったため、中止となりました。 

 この時点で、我々イベントチームは企画の開催を２回見送ってしまったため、改めて反

省点と今後についての検討をしました。その結果、イベントのチラシに青少協の紹介文を

掲載したが、どんな団体なのかが伝わらず、若者の応募が少なくなってしまったのではと

いう考察に至りました。また、若者の意見を聞くためには、集まってもらうのが難しいの

であれば、我々が若者のいる場所に出向いて、短時間であっても話を聞く、また参加のし

やすさにも考慮して、オンラインでの実施とする、誰と意見交換をするのか明確化すると

いった意見が出ました。 

 これらを踏まえてイベントチームは、希望丘青少年交流センター（アップス）のインタ

ーン生の方々、昭和女子大の鈴木ゼミの４年生の方々、大学生が運営する女の子の居場所

「あいりす」の利用者の方々とそれぞれ意見交換を行いました。この結果、イベントチー

ムが出した結論は以下のとおりです。 

 まず、イベントを企画する際は、若者にとって社会に対し自ら声を上げるのは難しいと

いうことを大前提に考える。大人が若者の話を真剣に聞いてあげる機会を増やす。大人が

出向き、寄り添っていくことは大事だが、若者自身が一歩踏み出し、発信できるよう、発

言しやすい環境づくりも求められる。多くの若者は社会を変えられるとは思っていない

が、事例を耳にしたり、意見が何らかの形で還元されるなどの成功体験を得ることで、若

者の自主的な行動が喚起される。これらを踏まえた上で、今後、本格的にイベント事業を

行う際、以下の提案を参考にしていただきたいです。 

 第１に、定期的に若者の声を政策に届け、区の各所管が回答を行う取組みがあるとよ

い、また、日常の場で意見表明ができることが理想だが、そのきっかけづくりとして、若

者が日常を過ごしている場でキャンペーンとして取組むことも必要、イベントを継続的に

運営し、若者に安心感を持ってもらうために、地域住民がイベントの運営に関わるべき、

これらを踏まえて、次年度以降、イベント事業に取組んでいただければと思っておりま

す。 

 以上、イベントチームの報告でした。 

○会長 ありがとうございました。以上、３つのグループからのご報告があったわけです



 12 

が、ここからさらに議論をしていきたいと思っています。 

 これに先立ちまして、多様な立場の若者たちがこういった活動に参加できる地域づく

り、参加・参画への取組み、こういったものに対する意見やご提案をいただきたいと思い

ます。また、コロナの影響がこれからどうなっていくか分からないということもあり、イ

ベントチームはすでに２回企画が見送りとなり、そしてアウトリーチで出かけていくとい

う試みを取り入れられました。これは本当にならではの発想だったと思いますが、それも

このコロナ禍の中でも受け入れてくださるところがあったからやれたわけです。こんなこ

とを考えると、このコロナがどういうふうな形でこの社会の中の様々な取組みに影響を与

えてくるのかということにも配慮しながら、例えば先ほどの話の学校、商店街、イベント

といった形で行われるモデル事業を本格実施していくときに、一体どんな可能性があるだ

ろうか、それを若者たちの参加ということで考えてみたいわけです。 

 冒頭、小委員会の林委員、どうですか。報告書作成にあたり、参加・参画ってどういう

ことかというところから始まり、具体的に学習しながら、各グループに分かれた議論か

ら、実践に向かっているわけなんですが、このあたりのところでの成果と課題みたいなも

のをどう考えておられて、そして今、ここの３つのグループの展開はどの段階にあるかな

どをお話ししていただいた上で、皆さんのご意見をいただいていくと、多分その方向性が

ばらばらにならなくて済むと思います。 

○委員 私も全てのグループのモデル事業に参加し切れてはいないんですが、幾つか参加

できる場面で行かせていただいたり、打合せ等にも参加させていただいている中で、今ご

報告いただいた中でも幾つかキーワード的なことも出てきていると思います。それもきっ

とこの間、何度も何度も言われてきている、例えば聞いてもらえる場所があるのかとか、

安心できる場があるかとか、ひとまず受け止めてもらえる人がいればとか、上から目線で

言わない大人が必要だとか、もうそれは本当に何度も、今回だけじゃなくて、その前のさ

らに前からずっと言われてきていることが、また今回も出ていると思っております。とい

うことは、そこが抽象的だけれども、本当に必要なものなのであると考えられます。それ

をどう日常の中で本当に感じられるか、若者が求めているものを日常で感じられる場にな

っているのかというところが、ある意味、本当に課題なのではないかと思っております。 

 そういう中で、今回３つのモデル事業を検討し、本来はリアルでやるという前提で、動

いていた中で、今回、コロナに直面しリアルでの実施が難しくなって、ぎりぎり商店街の

イベントはリアルで行われていますけれども、ほかの部分では実行できなかったという状



 13 

況があります。そういう意味では、逆にオンラインでどういう形で若者や子どもとつなが

っていくのか、またどう参加できる社会にしていったらいいのかというところが、ある意

味、モデル事業としてというよりは、そこは１つの成果であり、見えてきたやり方がある

と感じています。冒頭、森田会長が言われたように、ＳＮＳでの情報発信というものが、

ＳＮＳでの居場所というものに日常的にほぼなっている状況の中で、どういう形でそれが

つながりとして効果を上げることができるのかが今回見えてきたのではないかなというふ

うに思っております。 

 そういう中で、先ほどの中谷さんの報告のところにも出てきていましたが、25ページに

あるように、多くの若者は社会を変えられると思っていないが、体験することで自分にも

できることだと変わっていく、そういうきっかけづくりが大事だという、まさにそういう

小さな成功体験という場をどうやってつくって、またそれをつくれるような環境をしてい

くのかというところが大事になります。それを例えば定期的に若者の声を届けていくよと

いう定期的にやるものもあれば、日常の中で、何となく言ったり、聞いたり、いるだけで

いいし、さらにいることによって何か役に立てるんだなということが感じられるような場

をどう積み重ねていくことができるのか。抽象的な話になりますが、そこをどう学校、家

庭、地域というところの中で、つくり上げていくといいのかということを、今すごく感じ

ているところです。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、これまでに積み上げてきた、若者たちにとって今求められているけれども、

なかなか具体化されていない課題って何だろうと。特に参加・参画ということを進めてい

くために、その方向性って参加・参画だけすればいいというわけでもないですから、何の

ために参加・参画ということが求められているのか、そしてその参加・参画ということを

進めるために、私たちはどういった条件をつくり出していかなきゃいけないのかというこ

とを考える必要があります。先ほどの報告の中で、実際できたのはここの商店街のところ

でできたということで、これはきっと大人たちの関係性の中ででき上がっていくわけで、

私も参加させていただきましたけれども、こういう形でできていくと。 

 ただ、やっぱり若者たちが何かしようとするときに、当然ですが、そういった人脈もな

ければ、方法もないが、志だけはあるみたいなところを、そのつなぎ役というものがない

限りは具体化していかないわけです。そこを具体的に何か手がかりになることはないだろ

うかということで、リアルな体験として持ってきたわけです。まず学校グループに参加さ
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れたほかの委員から、何人か感想をいただきます。具体的にはこの学校グループは、中学

校や高校にカフェをつくっていく、つまり教育の場に市民がいろんな形で参加することに

よって、青年期の子どもたちの新しい関係性を構築していくような場をつくり出していく

ということに挑戦する試みです。具体的に世田谷区の中でこういったことをやろうとした

ときに、果たして何が障壁になっていくだろうか、あるいはどのような効果があるだろう

か、そういったことを恐らく探られたんだろうと思います。このあたりのことをどんなふ

うにお感じになったかお話しいただけませんか。 

○委員 当初、世田谷区で小中までは子どもの実態が分かるんだけれども、高校生、大学

生になるとすぽっと状況が分からないという課題があり、そこをどう拾っていけばいいか

と議論したときに、学校カフェってとってもいいなというふうに感じました。視察をさせ

ていただき、中学校と高校、どちらに設置したらいいかとか、その辺も考慮しながら見さ

せていただきました。 

 中学校は、立ち上げの目的が、地域で悲しい事件があって、そのために地域がつながっ

ていこうということで立ち上げられたということで、中学校という義務教育の中にもある

ということで、いろんな制限がある中で、果たして、子どもたちは来ているけれども、本

当に我々が目的としている、つながって意見が言えるというところまで持っていけるのか

なというところは、少し難しいかなというふうに感じました。 

 高校については、企画をしている方が、何々しなさいといった学校の教育的指導ではな

くて、福祉的観点で寄り添うという形でカフェを運営しているということをお聴きし、私

はすとんと落ちて、なるほど、教育的立場の学校の中に福祉を入れて活動していると、今

後やっぱり教育だけじゃなくて福祉も一緒に入りながら運営していくのが一番いいのかな

というふうに思いました。 

 今の子どもたちというのは、どうしても一律に同じような行動をするという傾向があっ

て、突出して何かをすることや、一歩を踏み出すことにはとっても難しい現状があります

が、カフェの中でいろんな考え方を持っている人がいて、ああいうふうに表現している人

がいると確認し、自分はこれでいいんだなというふうに確認できる場という面では、カフ

ェの活用というのは生きていくんじゃないかと思いました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。本当に子どもたちは、今、家庭と学校だけということ

で、塾の先生や習いごとの先生みたいな大人しか会わない面があるので、そういう意味
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で、多様な大人たちの存在を体験できることの価値はいろいろ出てくるのではと思いま

す。 

私自身は、実は西東京市のこの活動はよく知っています。地域のつながり、地域づく

りみたいなところから始まっている側面があるので、地域の大人たちがつながるとどうな

るかみたいなところというのは、すごく大きいと感じます。先ほどもファミリーポリシー

のない日本という話をしましたけれども、日本社会の中で、地域というものが子どもを支

援していこうとするときに、漠然とした対象がもう少し具体化してくる、具体的な人とし

て見えてくるようなことは必要だと感じます。 

 西東京市はもともと、世田谷でもありますが、学校へ行くまでの登校路の見守りという

ものが多様な形で行われたり、具体的なこういったカフェという形が始まる前には読み聞

かせが行われていました。学校や、学校にいる子どもたちということを基点にして大人た

ちがつながっていく形になっていって、高齢者の方や親たちだけでなくいろいろな人たち

がつながっていきますので、そういった地域コーディネートのようなことをしていく視点

がこの中にあると、大きく変わるかなという気はします。西東京市は人口は30万ぐらいで

すから、世田谷の規模だと１ブロックにあたります。５ブロックの中の１ブロックと捉え

てみると、どのような規模になっていくのかという規模感や、そして学校というものが、

どのような形で地域とつながるかというあたりが見えてくると、すごく大きな力になると

思います。特に青少年の施策としては、中学、高校という視点がもう少し見えてくるとい

いと思いました。ぜひ何か具体化していくといいなと思います。また後でご意見を頂戴し

たいと思います。 

 次に、イベントグループに関わられた方、手を挙げていただけますか。 

 どうぞお願いします。 

○委員 私もイベントで多くの若者に、Ｚｏｏｍでインタビューをさせていただいて、そ

の中で感じたのは、やっぱり若者が話を聞いてくれる人を選ぶんだということです。自分

が話して大丈夫とか、それが何か小さな実現につながるようなところをすごく選んでいる

んだなというのが第一印象でした。そういう意味で、そういうふうに若者に選んでもらえ

るような、信頼できる大人が多くなっていく必要があると思います。さらに、そのことが

きちっと何か小さな実現につながるというような、成功体験となっていく取組みをシステ

ム化していかなきゃいけないというふうに思いました。 

 実際には青少年交流センターや児童館などが、通常の業務の中でもきちっとその辺を今
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まで以上にやっていかなきゃいけないなというのは、改めて感じました。 

○会長 このコロナ禍の中で、こういった施設で、どうやったら人と人がつながれるか。

今、リアルな体験ということを本当は目指したわけですが、それはなかなか難しい面があ

りました。しかし、当然ですけれども、リアルな体験ができる場としてアップスなど施設

があるわけで、このあたりについて、若者たちがどんなふうにこういったリアルな場を必

要としているか、そして具体的には多様な価値というものに出会うための大人探しや、大

人との出会いの機会、あるいは仲間や大人といった存在が地域の中で探られているんだろ

うと思います。下村さんはこのあたりについて、コロナの影響というのはどんなふうに感

じていらっしゃいますか。 

○委員 アップスそのものは、全体で言うと利用者は昨年度の６割ぐらいですが、実は大

学生は昨年度よりも増えています。それから高校生も８割以上が戻ってきているというと

ころで、高校生以上で考えると、かなり若者はもうリアルにアップスに来て、アップスの

中で意見表明できているんじゃないかなと感じています。 

 一方で、オンラインでつながった若者には、アップスに来たことがほとんどない若者が

何人かいらっしゃって、再開後に少しつながれた方がいました。そのため、やはりオンラ

インの可能性というのはきちっと検討していく必要があると感じています。 

 また、先日、若者の運営委員会があって、運営委員会のみんなと１年間を振り返った中

で彼らが話していたのは、何か自分たちのやりたいものについてすごく簡単に限界を決め

てしまうみたいなところがあって、そこを何か打破できるようなきっかけになるような大

人と出会いたいということでした。そのような意味で、アップスの若者委員は、来年は人

と交渉する、すぐ限界を決めないで、交渉してみるということを１つのテーマとしてやっ

ていこうということを先日話したばかりです。 

○会長 今のお話は、実はうちの大学で、昔は学生の表彰制度というのを持っていたんで

す。それを、事後的に評価するのではなくて、やる気を支えようということで、自分がや

りたい活動を申請し、予算、つまり助成金を取っていくという仕組みに変えました。事後

的な評価ではなく、事前的にやりたいことに予算をつけていく仕組みに切り替えました。

それは簡単には育たないですが、そこは我慢して育てようと、それが学生を育てる基本だ

ろうというふうに考えています。例えば世田谷ではいろいろな形で今、若者施策に取り組

んでいますが、若者のそういった活動を新たに動かしていくときの予算の問題がありま

す。これを応援するような基金などの仕組みをつくれないんだろうかということを私は考
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えます。もちろん民間のいろいろなファンドなどはありますが、こういった若者たちが何

かをやりたいというときに、お金が必要のないやり方というのも当然あるだろうけれど

も、しかし、多少のお金は必要となる現実もあります。前に「ねつせた！」をモデル事業

として立ち上げたときにも、全然お金がなくて、あまりにこれはひどいよねという議論を

ここでしたら、取材費のような予算がつくようになったことがありました。活動するとき

に、こんな予算があったら、例えばやってみる、いわゆるモデル事業としてチャレンジで

きる、あるいは様々なところへの取材に行けるといったことなど、活動をスタートする若

者を応援する仕掛けをつくれないだろうかといった視点について、イベントとか商店街グ

ループはいかがでしょうか。何か感じたことはありませんか。 

○委員 若者が来ていただくと、やはり善意の搾取というか、労働の搾取みたいな感じに

ならないようにというので、イベントのときにも、売上げは若者に還元しようという話は

議論していました。今の人たちは自分たちの生活でいっぱいなのに、その上にボランティ

アをする。ボランティアをする意味みたいなところが、自分の将来につながるというだけ

ではなくて、自分の生活にもつながるという面が大事なのかなとかと思っています。 

 あとはやっぱりキーパーソンです。応援してくれる大人図鑑みたいなのがあったらいい

なと思っていて、商店街のところでも応援してくださる、下北ライターズという方が来て

くださって、若者に刺激を与えてくれるんじゃないか、若者に刺激を与えてくれる大人を

探していくというのもやはり大事だなという感じはいたしました。 

○会長 ほかの方はいかがですか。 

○委員 予算については、まさに明石委員と同じ意見です。若者は決してお金があるなし

でやる気が湧いてくるわけでは当然なく、まちづくりのために何かしたいという方は多様

に広がっている感じはしています。今回、下北沢のイベントを皮切りに集まってきていた

だいた方が11人ぐらいになっていて、それぞれ自由に若者に意見を求めて、若者主体でこ

の企画をまとめていこうということで、私たちは試行錯誤してきましたが、きちんと要件

が決まっていて、こういうものがあるから社会の役に立つんだよというものであれば、ボ

ランタリーな形で参画を促すことは比較的スムーズですが、どういう形になるか分からな

い、事業なのか、社会活動なのか分からないというものに対して、今自由に意見を言って

いいよということだと、これを私たちがやり始めちゃったら、お金はいただけるのかなと

か、どのくらい時間がかかるのかなとか、みんなやっぱりそういう思考は湧いてくるし、

一緒に議論している私たちも、これは若者を使い回していってしまうのではないかみたい
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な恐ろしさが湧いてきます。一番初めに、大人と若者というのは対等で社会をよりよくし

ていく存在であるということを確認し、自分の中でもそれをやりたいことだと思って区民

委員として参加しているのに、予算がないとなった瞬間に、その中でどういうふうに若者

というすばらしい資源を生かしていけばいいのかというところに立ち止まってしまいま

す。 

 だから予算が欲しいということではないんですが、今回のこの試行錯誤の中で、直近で

は、この冬の寒空の夜、下北沢の待合所のコンテナの前に世田谷区さんがストーブを持っ

てきてくださって、そこに円陣を組んで、ブランケットを巻きながら、若者２名とともに

フリートークをするという試みをしてみました。そのときに、いや、大人が出過ぎてはい

けない、みんなはどうなのみたいな、こんなやり取りが続く中で、ある青年がおっしゃっ

たのは、自由にといっても、自由な意見は言いたいんだけれども、ある程度枠組みがあっ

て、それを大人がフォローしてくれる体制があった中で自由にやれるのが一番いいとおっ

しゃったんです。これを私はすごい、そうか、そうかと思いました。それがない中の自由

というのは、物事が進みづらいし、若者にとってはそういう環境の中で発言や表現をして

きた、慣れ親しんだ社会的な環境があり、これについてもそういう環境が、私たちが軸と

かフレームを固めて、要件を決めた中であれば、それはボランティアでもできるよとか、

労働としてやりたいよみたいな意見が明確になってくるのではないかということを気づき

ました。 

○会長 ありがとうございます。 

新井委員、このことで何かありますか。 

○委員 いろいろな切り口があるので、ちょっと絞っていくんですが、お金というところ

で、今、明石委員と藤原委員がおっしゃってくださったように、フレームを用意しないと

何もできないというところなんですが、やっぱりフレームをつくることが大人の役割だ

し、自由にやれというのは大人の怠慢だと思います。要件提起をある程度しっかりして、

その要件を要件だと見せないような工夫だったりとかを大人側がして、若者に見せていく

というスタンスがやっぱり大事かなというのは、今回の一連の取組みを通してすごく思い

ました。多分そこのすり合わせを大人側である程度時間を割いてしていくことで、もう少

し輪郭がシャープになって、前に進みやすくなってくるのかなという印象はありました。

ただ、こうして行ったり、戻ったりというプロセスこそ１つの価値だと僕は思っているの

で、結果がよくなかったから駄目でしたねじゃなくて、失敗というか、何か閉塞感がある
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形を何とか次につなげる推進力に変えていきたいなとは思っています。 

 さっき出たお金の話なんですが、何でもかんでも若者が言うものをお金をあげるよとい

う話だとまた違う話になってきますが、どうしても必要なときに何もないというのではす

ごくもったいないなというふうに感じています。ですので、そういった基金や、ファンド

的なものなどは１つあってもいいかなと思っていますし、あと同時に、委員側の課題もあ

ります。僕がお金が欲しいというわけではないのですが、若者とつながってＬＩＮＥでコ

ミュニケーションを取りましょうとなったときに、委員側のコミットメントとしてどのく

らいやるかというのが結構リアルな課題としてあります。若者のスタンスになって、若者

に寄り添って考えると、たぶん毎日ＬＩＮＥをして、コミュニケーションを取って、リレ

ーションを築いてというふうにやっていかないと、初めて会った大人と仲よくなるってこ

とはかなり難しい、特にオンラインだけとなったときに、時間的なコミットメントが多分

に必要になってきて、それをこのボランタリーな状況の中でやるべきかどうかというとこ

ろは、もちろんスタンスとしてはやりたいので、そういう参加の方法をしているんですけ

れども、それがこの会議体の仕組みとしてどういうふうになっているのかというところが

結構ファジーで、その辺を多分皆さん思いながらも、なかなか声に出して言えないところ

はあるのではないかなというふうに感じています。 

 なので、プロジェクトとしてまだ輪郭ははっきりしていないんですけれども、そういう

ものを本気で推進していくためには、大人側も若者側も、そういう意味の仕組みというの

をちゃんと設計した上で、アクセルを踏もうなどというところが必要になってくると思い

ます。また、ブレーキを踏むことというところは、世田谷区の事務局の方とも綿密にすり

合わせをしながら進めていったほうがいいのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。先ほど下村さんが、児童館、そして若者のいろいろなセ

ンターがこの世田谷区の中にはあるわけで、その他のいろいろな機関も、例えばハローワ

ークや少年センターなど、いろいろなところがあります。こういったところと何らかの形

で何かつながりながら、新しい事業化や、活動などを仕掛けていく。例えば、子ども基金

って世田谷区はありますが、こういう公的な機関からは応募できないというふうに聞いて

いますが、駄目なのか、それとも若者たちが挑戦しようとする仕組みとして何か新しい仕

組みをつくれないのかなど、これは委員の方々とぜひ検討をしていただければいいと思い

ます。 
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 放っておいたら、なかなか若者が自分たちで動き出すということは難しいわけです。こ

れは仕組みを変えれば済むことなので、初めの一歩をどういうふうに応援する社会をつく

るかということについて、その資金をどういうふうに提供するか、これは私もずっと東日

本大震災で復興していく過程の中で、若者たちにぜひその特別の基金をつくってほしいと

いうことをずっと言い続けています。先ほどちょっと紹介しましたが、大学は１つの私企

業ですのでつくれましたけれども、なかなかこういう若者の特典みたいな形でつくり出す

ことは難しいですが、でも、大人と平等に闘わせると、よほどの仕掛けとしてうまくサポ

ートしないと、一般の資金のところから獲得することも難しい現実があります。これは若

者の、ある意味では大人になる途中の人たちですから、そういうものをつくり出していく

ような仕掛けを自治体の中に持っていないとなかなか育たない。どういうふうに設けるか

ということは、ぜひ今後の課題としても検討してほしいなと思いました。 

 そうでないと、多分この参加・参画というのが、既存の例えば学校や地域というような

狭い意味での参加・参画にとどまってしまうという気がしています。多分最初に、私たち

がこの協議会として出したテーマというものは、世田谷区をもう１段、次のステージに乗

せるような若者たちの参加・参画ということを目指したわけなので、このあたりについて

はぜひそういう仕掛けも含めて、考えていきたいと思います。ここで皆さんの中から、ご

意見や感想はございませんか。 

○委員 今までの話の中で、下村さんに話を聞きたかったところがあります。今日の配布

資料４なんですけれども、冒頭で課長からもお話がありましたが、コロナ禍における若者

施策への影響と新たな取組みというところで、新たな取組みなどの事業者・支援者の状況

の青少年交流センターというところで、コロナ禍の中で「ユースワーカーが定時に近隣の

公園等に出かけていき、若者への声かけ等を通じて、コミュニケーションや見守りを実施

した」というふうに書いてありますが、これはアップスの取組みでよろしいですか。 

○委員 ４月に閉館が決まってから、すぐに青少年交流センター全体でそれぞれが自分の

周りの公園とかを見回って、若者が本当になかなか連絡が取れないため、どういう動きを

するのか分からないという視点から、青少年交流センター全体でやりました。 

○委員 要は安心できる場とか人とかという話の中で、私はこの取組みって大事だなと思

っており、海外ではよくユースワーカーなどが出ていって声かけをして回る取組みがあり

ます。別に警察みたいに取り締まるというわけではなくて、何か困ったことがあったらと

いうところを、やっぱり定期的に行くことによって、この人だったら大丈夫なんだなみた
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いな、そこがまたリアルな場につながっていくのかなというふうに思いました。 

 きっとこういう取組みは今までやっていなかった中で、コロナ禍というところもあって

できているんだと思うんですけれども、やはりその一方で、こういうことをやると結構負

担になっているんじゃないのかなとか、閉館しているから、利用者がいないから、その分

の時間でユースワーカーが外に出ていくというところだったのかもしれないんですけれど

も。でも、こうした事業に、要は結局お金の部分とかも含めて、またこういうことをやれ

る人材をどう増やしていくのかみたいなところが、１つは若者が、こういう大人がいるん

だなとか、だったら、次、青少年交流センターに行ってみようというふうに次につながっ

ていく。あるいは行けなくてもＺｏｏｍで連絡を取ってみようみたいな働きかけというの

がきっと出てくるのかなというふうに思っているので、ここはむしろ今後、すごく大事に

取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 あと、先ほどから、ボランタリーな委員という面でご意見が出ています。例えば、視察

に行っても、視察費が出るというわけでもない中で、皆さんにはいろんな負担をしていた

だいていると思っていますが、やはりそこに対して何らかの形でというのは１つ大事な視

点だと思います。 

 また、活動の部分については、逆に新たな基金をつくるのか、例えば希望丘青少年交流

センターなどの若者施設に、例えば年間で50万円ぐらい自由に使える裁量の予算を渡し

て、随時募集し、何か３万とか５万円程度の案件があったら、毎月審査して、いいものだ

ったらどんどんサポートしますと。予算は決まっていて、半年などの短期で終了するかも

しれないけれども、というような、自由裁量で使える、若者にとって使いやすい仕組みが

必要ではないか。例えば、児童館からでもやりたいなと思ったら、希望丘に連絡し、エン

トリーできるようなサポートの仕組みが、うまくできるといいのかなと思います。金額は

いろいろな場合があると思うんですが、そんなにかからなくても、きっと中高生世代など

は、交通費などがきっと気になる、集まって、あとはそこでのお茶代とかというところ、

大きいイベントをやるにしても10万とか20万円必要なわけではきっとないんだと思いま

す。でも、そこに対して１万でも２万円でも交通費とかで出ますよというのがあるときっ

と動きやすいし、その分、やっぱりもっと必要だから、次、こういう助成金にエントリー

してみようみたいな、次につながっていく、ステップアップにつながっていくような制度

ができたらいいんじゃないのかなと、話を聞きながら思いました。その辺をうまく提言の

中で入れられたらなというふうに感じています。 
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 そういう意味では、要は、先ほど安心できる場という話が出ましたが、要は安心できる

という体験を提供していくことが大切です。やっぱり来てもらって、安心できる場をつく

ることはできるんですけれども、実際に来てもらった上で、こういうのが安心できるんだ

よねという実体験が本当に大事なんだなということを、学校チームの報告の文章にありま

した。資料５のぴっかりカフェの報告の後ろのほう、７番のところにあるんですが、「瓶

のラムネ１つ取っても、栓の開け方や、ビー玉で飲み口が閉じないように飲む方法は、体

験しないと分からない」と、まさにそうだなと思います。体験してもらう、体験できる場

をどうつくっていくのか。そうすると、そこが居心地のいい場所とか、人につながるので

はないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

◯会長 ほかにいかがですか。何かご発言ありますか。 

 今の皆さんのお話を聞きながら、例えばこのコロナの中で、保育園なんかは近隣にある

公園ということに出向いていって、そこでの遊び方を支えたり、あるいは公園のところで

密を避けるような形でのサポートをしたりというような方たちがたくさん出てきました。

私たちは、市民と、専門家たちと、そして様々な支援を受けたいという子どもたちや若者

たち、こういった人たちが一体になって暮らしています。子どもたちが今どういう状況に

あるかということを、私たちがきちんと捉えて、様々な市民、様々な施策、事業、事業

者、こういった人たちが共同して、この社会の中での安全安心、そして子どもたちがこの

中で豊かに暮らしていけるような、こういった参加の仕組みをつくっていくというような

こと、このためには一体どうしたらいいのかということをもう１段工夫して試行していか

なければいけない。自分たちができることを提案していく、あるいはできないことはなぜ

できないのかということを考え工夫してみるというようなことができると、ここでやり始

めようとしているものが具体化していくのかなと思います。 

 世田谷区はこの協議会の非常に重要な視点として、全部準備できてからで始めるのでは

なく、１か所でもいいから始めてみる。そして、始めてみて、よかったらそれを広げてい

くという、モデル事業をすごく大事にしてきました。だから、今期コロナ禍の中で体験し

たこと、あるいは今回のイベントとして試してみたこと、この初めの一歩はどうしても誰

かが自腹を切らなきゃいけないだろうし、それは時間であるのか、エネルギーであるの

か、お金であるのか様々な場合がありますが、それは出さなければならない。しかし、そ

こを乗り越えたときには、新たな活動としてきちんとこの中で位置づけられて、次に波及
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していける。この波及力って大きい組織だけにとても大きな影響力があるわけですので、

ぜひ今回のまとめのところでも、こういったものが展開するような形でご協力をお願いし

たいと思っております。 

 今日は時間が限られておりますので、十分に皆さんのご意見を伺うことができませんで

したが、このご意見を後で事務局のほうにお寄せくださっても構いません。そして報告書

をまとめる際には、いろんな形でのまとめの時間を取っていきますので、ぜひご意見を頂

戴できればと思います。そして、それぞれの委員の皆様が、ＰＴＡはＰＴＡとして、議会

は議会として、そして公的な機関は機関として、ぜひこの活動に、こんなところをうちの

組織は手伝えるよというような提案も出していただけると、さらに豊かな報告書に仕上が

っていきますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 私からは、これで事務局に進行をお渡しし、今日の会議をいったん終わらせていただき

ます。 

○事務局 森田会長、委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 では、事務局からは４点お伝えしたいことがございます。 

 まず、生活文化政策部の区民健康村・ふるさと交流課長より、成年年齢引下げについて

ご説明がございます。 

 大谷課長、お願いいたします。 

◯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です。成人式を担当して

おります。 

 前回８月の会議の際にも、成人式に関する若者へのアンケート調査の結果を報告させて

いただいたのと併せて、成年年齢引下げに伴う成人式の在り方について検討しているとい

うことについて説明させていただきました。令和４年４月に改正民法が施行された後は、

成年年齢が18歳に引き下げられますので、毎年１月に成人の日にその年度に二十歳になる

方を対象に新成人の集いを開催しておりましたが、成年年齢引下げを踏まえまして、令和

４年度以降の対応について検討しております。このたび方向性について、所管部のほうで

調整中の内容ではありますが、まとめてございますので、ここの場で説明させていただい

て、委員の皆様のご意見を賜りたく、まかり越しました。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料のかがみ文の１番の検討のポイントとしては、今回の民法改正で18歳が成年

年齢と定められますが、成人式を行うには幾つか問題点がございます。１つ目は、高校生

がほとんどでありまして、進学、就職準備に忙しい時期であるために、式典への参加が難
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しいような状況であること、また、今の新成人のつどいについては実行委員会形式で若い

人たちの参加によって、自分たちの手でつくり上げるということをやっておりますけれど

も、そういった実行委員会への参加が難しくなること、大学受験や就職にかけて、家計に

対しても費用がかかる中、成人式も併せて行うことで負担が大きくなるのではないかとい

うこと、４番目は、ちょっとテクニカルな問題ですけれども、初年度に18歳から二十歳ま

で３年齢が対象となるので、どういう開催をしていくのかということが非常に困難である

というところです。一方で、対象を二十歳のままとした場合には、成年年齢に達する年度

から２年後の開催となるために、目的や意義を改めて整理する必要があると考えておりま

して、検討を進めてまいりました。 

 検討の経過でございますけれども、今年度に15歳、16歳、17歳になる方1500名を対象に

６月にアンケートを送りました。その結果については前回説明したとおりでございます。

８月の会議で報告させていただきまして、９月には、林委員に講師、それとコーディネー

ターをお願いし、６月のアンケート回答者を対象に、中高生との意見交換会を実施してお

ります。今回アンケート調査の内容を取りまとめた結果の案というのを別冊に添付してご

ざいますので、その概要を説明いたします。 

 区としての対応の考え方、結論についてですけれども、これまで同様に、その年度に満

二十歳になる方を対象として１月の成人式に開催するのが妥当ではないかと考えておりま

す。理由としましては、先ほど述べたような問題点ですけれども、裏面の②のところに、

アンケート結果の中でも、実際にその対象になる方の75％以上の方は二十歳がいいという

ような結果も出ております。意見交換会の中では、二十歳、18歳というのが拮抗したとこ

ろではあったんですけれども、やはり18歳というところになったときに、式典への参加と

いうところでは非常に難しい問題があるというような意見もございました。二十歳になり

ますと、民法で定められる成年年齢とは別に、法律上の様々な制限がありまして、飲酒で

すとか、喫煙、あるいは公営競技の賭博、そういったものについては二十歳まで制限がか

かるということですので、そういったものの年齢制限がなくなり、いよいよ責任ある大人

としての自覚や自立を促す機会としてはよい機会ではないかと考えています。 

 実施目的につきましても、成年に達し、学生や社会人としての社会経験をしていること

を踏まえまして、改めて大人としての自覚、自立への理解を促すとともに、未来を託す期

待を伝えるということ、また地域社会の一員としての自覚を促し、地元世田谷を意識して

地域社会への参加を考える機会にしてほしいということ、また、高校を出て一定の期間を
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経まして、旧友と近況を語らい、今後に向かって励まし合う場を提供するという機会にも

なるだろうということです。 

 ただ、名称については、「新成人」ではないので、二十歳のつどいなどの名称に変更す

ることを考えていくことが必要だと考えています。また、催し物の内容についても、成年

年齢に達してから一定期間を経ていることを踏まえまして、お祝いという意味合いより

も、若者への激励や地域社会への参加を意識していくものに変更していくことが必要だろ

うと考えています。こちらの具体的な内容については、今後、平成４年度の成人式を迎え

るまでに、関係所管と協議しながら検討してまいりたいと思います。 

 また、18歳で成年になった人への対応ということも必要になると考えております。区長

からの祝福のメッセージを送るということのほかに、成年年齢に変わりまして、様々な責

任を負うことになりますので、そういったことを理解していただくような啓発資料を作成

し、配布するようなことも検討していかなければならないと考えておりまして、こちらの

ほうも関係所管と調整しながら、どのように対応していくかを今後考えていくということ

で考えてまいりたいと思います。 

 このような形で所管課としては案をまとめておりますので、ぜひ委員の皆様からもご意

見を賜れればと思います。 

 なお、こちらの検討結果報告書のほうにも、委員の皆様にもアンケートを事前にお送り

したものの集計した結果がございます。12名の方から回答いただきまして、75％が二十歳

ということで、そのほか特に意見はなく、中高生のアンケート結果を尊重するというのが

16.7％という形になってございます。 

 説明のほうは以上でございます。 

○事務局 委員の皆様、何かご質問とかご意見はございませんでしょうか。若者の皆さん

はいかがですか。 

○委員 今大学４年生なんですが、純粋に私の、子どもの意見だと思って聞いていただき

たいんですけれども、私はこのアンケートを見たときに、18歳で成人式になっても、友人

と会う新鮮味がなかったりだとか、開催時期によっては、髪の毛が染められなくてつまら

ないなみたいな、そういう意見がありました。やっぱり成人式は人生で１回しかないです

し、晴れ着を着られるのも、女の子だったら他にそんなにない機会ですので、目いっぱい

やりたい放題やるなら二十歳のほうがいいかなと思いました。すみません、こんな意見な

んですけれども、参考にしていただければと思います。 
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○委員 私も、今は二十歳でいいと思うんですけれども、これは今アンケートを取ってい

るのが今のティーンの年代なんですけれども、今後、見直しとかがあるのかどうか。やは

り子どもはいろいろと変わっていくので、これを決めたらずっとこのままなのか、５年後

に見直しますかとか、その方向性はどうなっているでしょうか。 

○事務局 今のご意見についてなんですけれども、まず、令和４年の成年年齢の引下げに

どう対応するかということを現時点では検討しております。また、今後の状況について

は、明石委員のおっしゃるように、様々な意見が出てくると思います。そこについては、

そうした意見も踏まえながら対応してまいりたいと思います。ただ、その式典という形に

とらわれるのかどうかというところもございます。令和４年度、令和５年の１月には、従

前と同じような形で名称を変えまして、内容の見直しを行った上で式典を行いますが、今

後そういった本当に式典という形なのかどうかということは、そういうことも含めて、そ

の先については改めて考えたいと思っております。 

○事務局 ほかの委員の皆様、何かご質問等はございませんか。 

◯委員 私も18歳でもしこの成人式をやるとなったときに、18歳のこの１月という時期だ

と、やはり受験を控えていたりとか、卒業を控えていたり、就職を控えていたりで、なか

なか参加が難しいんじゃないかなと思ったので、このように式典という形は二十歳になっ

た際というのがいいんじゃないかなというふうに思いました。 

 あとは、この18歳に成年年齢引下げということで、今後どうなっていくかというのは、

やっぱりまた変わっていくと思うので、それは今後５年、10年先に時代が変わっていくご

とに検討の余地があるなというふうに思いました。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

◯事務局 貴重なご意見、お時間をいただきましてどうもありがとうございました。 

○事務局 次に、私のほうから、参考資料２について説明させていただきます。（仮称）

世田谷区立池之上青少年交流センター運営事業者候補者の選定についてという資料を配付

しております。前回４回目の協議会で池之上青少年会館の運営について、令和３年４月か

ら新たな運営体制を導入しますというような報告をいたしましたけれども、今回、その事

業者がプロポーザル方式による公募で選定したので、報告になります。 

 ２番の候補者名等のところです。決まった事業者が公益財団法人児童育成協会、こちら

は野毛ですとか、希望丘の青少年交流センターと同じ法人になっております。 
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 経過や選定方法については記載のとおりです。 

 ５番の審査・選定結果ですけれども、児童育成協会が表のとおり合格点716点というこ

とで選定です。主な選定理由ですけれども、若者との対話を重視したやりたいことの実現

に努めるという提案、あとは施設運営及び児童育成の経験のある職員を多く配置する予定

や、地域の方々で形成される池之上青少年会館協議会との事業の共同開催及び協議会受付

の方を中心に地域スタッフを配置することについても提案がありました。また、訪れる多

様な若者一人一人に寄り添い、必要な場合には個別支援にも取組むという積極的な提案が

あったことなど、質の高い安定的な事業運営が期待されることから、こちらの事業者の提

案を採択するとの評価に至りました。 

 今後のスケジュールについてもご覧のとおりで、名称変更については、前回もお伝えし

たとおり、池之上青少年交流センターに変更していきます。通称名として、地域の方々か

ら親しまれている「いけせい」はそのまま使用させていただきます。 

 報告は以上です。 

 続きまして、報告書案、原稿確認のお願いをさせていただきます。今回配付いたしまし

た報告書素案についてなんですけれども、本日のご議論を踏まえて、小委員会で検討を進

めて、報告書案としてまとめてまいります。３月には委員の皆様にご郵送させていただく

予定としています。その際には、またお忙しいところ恐れ入りますが、原稿の確認にご協

力をお願いいたします。 

 最後に、次回の協議会の予定についてお知らせいたします。次回第６回協議会は、年度

末本当にぎりぎりなんですが、３月30日火曜日午前９時半からの開催を予定しておりま

す。開催通知は改めてお送りさせていただきます。また、１月、２月の小委員会の日程に

つきましても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５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10分閉会 


