
令和元年―２年度期 第６回 世田谷区子ども・青少年協議会 会議録 

 

■開催日時 

令和３年３月３０日（火）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 桜井純子 田中優子 林大介  

森岡美佳 新橋千恵子 明石眞弓 藤原由佳 新井佑 渡辺明宣 廣岡武明 

下村一 篠原健太郎 東珠希 高野黎 中谷汐里 

■事務局 

子ども・若者部長 知久孝之        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   報告書「若者の力が活きる地域～意見表明・参加・参画を中心に」 
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午前９時31分開会 

○事務局 では、定刻になりましたので、令和元年－２年度期第６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と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず、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。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日の協議会の出欠の状況でございますが、事前に、中條佐和子委員、遠藤一男委員、

後藤友幸委員、今村弥生委員、以上４名から欠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。 

 また、本日は保坂区長にも出席いただいております。 

 次に、お手元の配付資料を確認させていただきます。まず、次第、次に、令和元年－２

年度期子ども・青少年協議会報告書、ブルーの「Ｃｈｅｅｒ！」、緑色の「池之上青少年

交流センターに名称が変更になりました」、青少年交流センター広報紙「アップスプレ

ス」と「のげ青通信」、メルクマールせたがや令和３年度出張相談会チラシが２種類ござ

います。なお、机上配付の「Ｃｈｅｅｒ！」につきましては、第13回小委員会に出席され

た皆様には配付済みのため、今回配付は省略させていただいております。 

 以上ですが、不足はございませんでしょうか。 

 では、本日の流れをご説明させていただきます。今回机上に配付してございます報告書

は、12月に開催いたしました第５回協議会にてお示しした素案を踏まえて、委員の皆様か

らのご意見を反映した上で、１月及び２月に開催しました小委員会での議論を経て、報告

書案としての修正を加え、完成したものです。本日は、まず、小委員会委員の皆様から報

告書についてご説明をいただき、皆様からのご承認を得たいと思います。その後、森田会

長から保坂区長へ報告書をお渡しいただきます。後半には、各委員の皆様から、今期２年

間のご議論を踏まえ、ご感想をいただきたいと思います。なお、区長の公務の都合によ

り、モデル事業に関する報告につきましては、後半にご説明いただきます。本日は、この

ような流れで進行させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 では、まず、小委員会から報告書について説明していただきます。今期小委員会の進行

をご担当いただきました入澤委員長と林副委員長、お２人からご説明いただきます。 

 それではまず、入澤委員長、次に、林副委員長、お願いいたします。 

○副会長 おはようございます。小委員会の委員長を務めさせていただきました入澤でご

ざいます。 

 それでは、報告書に沿って、概要、全体の説明をさせていただきます。 

 報告書の４ページに趣旨がございます。今期、「若者の力が活きる地域～意見表明・参

加・参画を中心に」というテーマの下に審議を行ってまいりました。 

 検討体制につきましては、協議会の委員19名、専門委員７名を加えた26名で進めてまい

りました。その中でも、特に専門委員に３名の大学生がいたということが非常に大きな特

色となります。 

 次に、５ページの検討の概要についてです。若者を取り巻く現状と多様な若者の存在な

どを踏まえ、小委員会では、まず、以下の視点について議論してまいりました。①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若者と関わる大人

に必要な要素は何か、③若者が安心して意見が言える場はどういうものかということで

す。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議論を踏まえて、

いろいろな仮説が出てまいりました。それをパイロット的に試行する３つのモデルを構想

し、実施内容、手法等の検討を進めてまいりました。 

 モデル事業に関しては、後で林副委員長から詳しくご説明いただきますが、コロナ禍に

よる影響を受け、当初の構想から様々な変更が余儀なくされました。小委員会が開催でき

なかったということもあります。それぞれモデル事業の実施経過及び実施結果の欄に状況

をまとめていますので、そちらをご覧ください。 

○委員 続きまして、提言の内容について説明をさせていただきます。 

 報告書の45ページ以降をお開きいただければと思います。45ページ、第３章から提言と

いう形で、今期取組んできた内容をまとめております。 

 まず最初に、今期だけの取組みではなくて、前期、平成29年－30年度期の子ども・青少

年協議会での議論を踏まえて、７つの提言を出しております。それを踏まえた上で、今

期、先ほど入澤委員長より説明したとおり活動を行ってきております。 

 48、49ページには、前期の提言に連動して、今期、それぞれどういう取組みを行ってき

ているのか、モデル事業として、学校チーム、商店街チーム、イベントチームというもの
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が動いておりました。また、それとともに、区でも子ども・若者施策の充実に取り組んで

きていますので、それらがどのように関連しているのかということを48、49ページにまと

めております。 

 その上で、50ページから53ページに、今期の取組みをとおした提案内容について、学校

チームの提案、商店街チームの提案、イベントチームの提案、その他の提案をまとめてお

ります。各チームの提案を見ていただきながら、後ほどそれぞれ関わっていた委員の皆さ

んから今回の取組みについて報告いただきますので、そのときにここの内容も含めてお話

しいただきます。 

 今期は新型コロナウイルス感染症による影響もあり、実際に活動ができるだろうかとい

う課題が生じました。ちょうど１年前の３月から小委員会、本委員会も中止となり、実施

できなかった中で、この１年間はどのように取り組むことができるのかということに試行

錯誤しながら進めてまいりました。 

 それらの活動を踏まえての提言を、54ページからまとめてあります。 

 提言は全部で８個あります。１つ目は「多様な若者に、多様な居場所を」で、世田谷区

で育つ子ども・若者が受け入れられる場所を設けることが大事だろうということで、具体

案として、例えば居場所2.5「校内カフェ」や居場所4.0「Setagaya Wakamono Hotspot」

をやってはどうかという内容です。今回、新型コロナウイルス感染症により、オンライン

が一気に広がってきている中で、そこが子ども・若者にとっても意味のある場所になる、

つながるきっかけにもなるだろうと考えています。今後を見据えると、そういう場をいろ

いろな場所でつくっていくことが大事ではないかという内容が、ここにまとめてありま

す。 

 提言２は「現場へ出向き、若者の声を聴こう！」というものです。冒頭にありますよう

に、答えは会議ではなく若者がいる現場にあるということで、やはり現場に出ていくこと

が大事だということです。大人がただ待っているだけでは若者が入ってこられないという

面もありますので、具体案として、青少年交流センターや児童館、青少年地区委員会等が

学校内に出向き、提言１で触れている校内カフェ等を含めて、そういった場所につなぐ役

目をつくり、こういう人が関わっているならば参加しようかなと思える場づくりをしてい

くことが大事であるという点。あるいは、小中学校ＰＴＡや保育士、職員などへの研修の

実施も大事だということ、そして、56ページには、若者の集まる場で定期的にイベントを

開いて、実際に利用している若者の声をきちんと聴き反映していくことが大事だろうとい
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う内容となっています。 

 提言３は「参加したくなる、カルチャーを」ということです。例えば若者の提案を実現

できる助成金の設置について、年１回しか助成を受けるチャンスがないという場合、作業

未定の計画では実際に助成金を得ることはすごく難しい中で、そこは少し融通が効くよう

な形で、若者にとってチャレンジしやすい助成金制度ができたらどうだろうか、あるい

は、活動参加のインセンティブとして地域通貨を活用できたらどうかということを具体案

として挙げています。 

 提言４は「多様に参加・協働できる制度を」ということです。実際にいろんな場面で子

どもや若者が社会や地域とつながって活躍できる場を積極的に後押ししていくことが大事

だと考えます。具体案として、青少協において、「学生インターン」のように、委員とい

う立場ではなくて、もう少し緩やかなかたちでの若者と委員サイドをつなぐ人材を募集し

たり、協定大学や区内高校との定期インターン制度を設置してはどうだろうか、という具

体案を挙げています。さらに、利用者から事業者への人材循環制度設置ということで、学

校カフェ等の利用者がその場所を利用する中で、将来的には自分も運営する側に回ってい

くような人材循環型の仕組みをつくっていく、さらには、オンラインやリモートにより参

加方法の選択肢が広がることで、より多様な若者の活動参加が可能となるのではないかと

いう内容です。 

 提言５は「たくさんの多様な大人と会おう！」ということです。具体案として、若者に

身近な居場所で多様な人との出会いの機会をつくっていくことが大事だろうということ。

また青少年交流センターにおける、大人の居酒屋ノミニケーションを模したイベント「飲

めない居酒屋」等、若者の交流の場に地域の大人も参加していくことや、生きづらさを抱

えた若者を理解する試みも必要だろうという内容となっています。 

 提言６は「持続的発展のできる組織づくりを」ということです。先ほども出ましたけれ

ども、協定大学や区内高校との定期インターン制度の設置であったり、既存施設の拡張と

いうことで、利用者が施設に来ることを待つだけではなくて、どんどんアウトリーチをし

ていく場をつくっていく、例えば学校カフェのような場を含めて、いろんな場所に参加し

関われるようにしていくこと、さらには、地域団体との提携も必要だろうという内容で

す。 

 提言７は「若者にも伝わる広報・ＰＲを」ということです。発信する側はいろいろと伝

えたいことがあっても、実際には、届いても読まれていない、伝わっていない現状がまだ
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まだあるのではと考えています。具体案としては、コンテンツを漫画化したり、世田谷区

の広報広聴課内に若者室を新たに設置してはどうかという提案となっています。 

 提言８は「庁内連携や官民連携をスムーズに構築できる体制を」ということです。先ほ

どもホットスポットの話を説明しましたけれども、経済産業部署、官民連携担当部署等と

連携したＷｉ－Ｆｉ環境の整備、官民連携によるＷｉ－Ｆｉルーターの設置、区内大学と

人事部署との連携による定期インターンシップ制度設置。また、「若者に関することは若

者に意見を聴く」を区役所からということで、若者に関わる政策は、若者支援担当課だけ

が実行することではなく、あらゆるところが若者に関わっていますので、若者の意見を聞

くことが当たり前となる環境、制度を区役所で実現していくことが大事だろうという内容

になります。 

 その上で、60ページには、若者の意見表明・参加・参画に関わる指標として、共通の指

標、学校での取組みに関わる指標、商店街での取組みに関わる指標、施策への活用等を目

的とし若者の意見を聴く取組みに関わる指標をまとめてあります。このような視点を設け

ていくことが今後はより大事になるのではないだろうかという内容となります。以上、今

回の提言について説明させていただきました。 

○事務局 入澤委員、林委員、ありがとうございました。 

 続きまして、森田会長より報告書に関する補足説明をお願いいたします。 

○会長 コロナ禍の非常に厳しい状況の中で年度末を迎え、また、協議会にご参加いただ

きまして、ありがとうございます。 

 今回の試みは、実はあまり具体的なテーマではない特徴があります。しかし、理念と方

向性といったものをどう施策につくり上げていくかということは非常に難しい課題です。

本質的に一番大事な課題を今期協議会で取り組んでいただいたと思っています。 

 新しいものをつくりだすということは、そう簡単ではないですが、割と見えやすい成果

物という面もありますが、こういった理念、そして、一つの目標というものを具体化する

方法をつくり出していくということは、様々な立ち位置や、様々な具体的な実践をされて

いる方々が力を合わせないとつくれない、非常に難しいものです。他分野や、ほかの地域

やほかの国々でやられているものを参考にしながら、ここに合うものを見つけ出していく

ということが普通の手法なわけですが、ご存じのように、それがコロナ禍でほとんどでき

ないという中で、つくり上げていかなければいけない状況にあり、本当に大変だったと思

います。でも、だからこそ、若者たちが武器にしているＳＮＳ、前期につくり上げた世田
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谷の若者支援の中核になっているねつせたの仕組みが大きな力を発揮したとも言えます。

逆に言うと、ここの組織は５年ぐらい前から、こういった未来を見据えたというんでしょ

うか、災害時等の対応も起こり得ることを想定した取組みを広げてきたということが言え

るのかもしれません。 

 最近で言えば、オンラインとオフラインをどういうふうに組み合わせて、一人一人のリ

アルにつないでいくということができるか、これが重要な今の課題だと思います。 

 本日、まとめに当たって、私も何度もこの報告書のつくり方、活動の展開を聞かせてい

ただいて、それをどのようにまとめたら、皆さんに伝わりやすいかということについて

も、意見を申し上げさせていただきました。 

 問題はここから始まります。つまり、この提言が具体的にはどのような形で実施されて

いくのか。先ほど林委員からコメントがありましたが、若者施策というのは本当に世代を

超えるわけですから、ありとあらゆる部署に関連しています。子ども施策も同様ですが、

ありとあらゆる部署に関連していき、いわゆる横断的な行政を要請することが不可欠とな

ります。 

 横断的な行政と口で言うのは簡単ですが、国がこれだけ縦割りな中、横断的な事業に組

み替えるというのは並大抵のことではなく、基礎自治体レベルでつくり変えていくという

のは本当に大変なことです。 

 そのときに、とりわけ私たちが注意しなければならないのは、子どもや若者たちが置か

れている状況は、決して彼ら自身の意見が反映された現状ではなく、具体的には、彼ら自

身が私たちがいうパートナーにきちんとなり得ていない状況の中で成り立っている現在の

社会、地域の姿だということです。 

 そうすると、これをつくり変えながら、なおかつ、私たちは新しい世田谷の在り方とい

うのを探らなければいけない。先ほどお話しいただいたように、たくさんの課題を背負い

ながらも、これからの世田谷区を切り開いていく若者たちへの希望と期待というものをつ

くり出していくわけですので、割り振りや、組合せということがとても重要で、今期、世

田谷の中で、参加と意見表明ということ、そして、世田谷区が若者や子どもたちをきちん

とパートナーとして位置づけていけるような社会になり得るかどうかを問うた内容であ

り、非常に重要な報告書であると考えています。 

 今回の提言はコロナ禍の大変厳しい社会状況の中、つくり上げていただきました。 

 先ほど林委員から説明がありましたように、今期の提言のエッセンスは、54ページから
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61ページまでの提言と指標という部分になっていきますけれども、大切なことは、実際に

この指標を具体化していくためには、何年間で実現していくのかという行動計画が必要に

なることです。そして、この行動計画には、本当に世田谷区がこれから若者たちをパート

ナーとしてきちんと位置づけていけるかどうかがかかっていると思います。 

 そういう意味で、これからこの指標を具体化していくというところを―今日は区長も

いらしてくださっていますので、世田谷区の中で、コロナ禍にあっても、子どもや若者た

ちがパートナーとしてきちんと育つという社会をつくっていくために、参加・参画、そし

て、意見表明がいかに大事なことかということをお互いに共有しながら、リーダーシップ

を取っていくのは、若者たち自身であるべきだと思います。 

 私自身がよく感じていることですけれども、私たちを専門家と言うとすれば、具体的な

知識や技術、あるいは方法をたくさん知っているわけですから、こういったものを、適切

な形で、必要なときにアドバイスしていける体制が必要となります。若者たちは、自らの

主体的な活動の中で生きていきます。だからこそ、必要なときに、必要な形でアドバイス

を受け取れる体制がない限りは暴走してしまうこともありますし、迷走してしまうことも

あります。暴走、迷走というのも多少はいいんですけれども、これがずっと続いてしまう

と、この社会自体は本当に混乱してしまいます。そういう意味で、ぜひ、指標の具体化を

実行してもらえるといいなと思っておりますので、ご協力をお願いします。 

 世田谷区がこれからも子ども・若者施策のリーダーシップを社会の中で取っていかれる

ようなご協力をぜひ引き続きお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○事務局 森田会長、ありがとうございました。 

 このような内容で報告をまとめ、今期の審議テーマ「若者の力が活きる地域～意見表

明・参加・参画を中心に」に対する答申としたいと考えております。ご承認いただけます

でしょうか。―（拍手）―ありがとうございました。 

 それでは次に、森田会長から区長へ報告書をお渡しいただきます。恐れ入りますが、保

坂区長、森田会長、ご起立願います。 

○会長 よろしくお願いしたいと思います。 

○区長 ありがとうございます。 

○会長 この報告書は委員全員が書いたものです。職員が書かないということで有名な報

告書ですので、ぜひきちんと目をお通し下さい。職員の人が仕事をしなかったわけではな

く、ずっと一緒にサポートしてくれましたが、よろしくお願いします。 
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○区長 ありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは次に、保坂区長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○区長 ただいま森田会長から、皆様で作成いただいた報告書を確かに受取りました。改

めてこれまでのご議論ありがとうございました。 

 今期の子ども・青少年協議会は、本日が最後の開催と聞いております。２年間にわたっ

て、森田会長を先頭に、委員の皆さんには熱心な検討、議論をしていただきました。 

 意見表明というと、子どもの権利条約に意見表明権が入ったということを知ったときの

新鮮な印象を今でも思い出すことがございます。しかしながら、権利条約は批准をされま

したけれども、子どもが人格形成をしていくに当たって、その都度、その段階に応じて意

見を表明することは、権利として正当に行使されるべきだということが、日本の社会にど

こまで根づいてきたかという点には疑問を持たざるを得ません。社会がだんだん厳しくな

っていく中で、同調圧力という言葉がありますけれども、意見を誰かが言う前に、僕らの

意見はみんなと同じです、みんなは何も意見を言っていないという文化が、若者のみなら

ず、日本社会全体に、今、相当悪い影響を与えているのかなと思います。 

 少子化が加速をしてきました。100万人を割ったかなと思ったら90万人を割り、そし

て、80万人もやがて割ることになります。お子さんの出生減は、長期的な政策でないと、

反転は難しいわけですが、若者が大事にされているか、あるいは、社会のプレーヤーとし

てしっかり承認されて、試行錯誤、失敗することも含めて、この提言にもありますけれど

も、多様なチャンネルで、多様な大人と会い、また、ガイドブックにもある、世田谷区の

皆さんの議論を基に、オンブズパーソンであったり、青少年交流センターであったり、あ

るいは、ひきこもり等の支援のメルクマールせたがやであったり、様々な機関ができてき

ました。国、そして、区役所もそうですけれども、責任を持って、自らの部署の仕事をや

り遂げるというところはしっかりしているんですが、横につながることはあまり得意では

ないということがありまして、若者支援、特に子ども・青少年協議会のご提言というの

は、まさに横串を刺して、役所の所管等々にとらわれることなく、若者主体で考えていた

だいたものと今、８つの提言を聞きながら、受け止めたところであります。 

 この２年間では、１年前に児童相談所が発足をしました。職員体制約150名で、これも

子どもの権利条約を何度も引きながら、現在の児童福祉法の下の児童相談所や一時保護所

のありようはどうだろうかという議論を大分して、その結果、一時保護所のつくり方自体
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を、個室で過ごしていただく、そして、少人数で、ユニット式で、それぞれ幾つかのグル

ープで職員とともに食事を取るという形でスタートしてございます。 

 そういう意味では、世田谷区の区政の中で、子ども・若者支援、様々な状況下に置かれ

た若者に対する政策の器というものは、森田委員はじめ皆様のおかげで出来上がってきた

ものと思います。森田委員、長らくご指導いただいて、ありがとうございました。 

 これから区のほうで８つの提言を受け止めまして、これは若者とともに、あるいは、若

者に１歩、２歩先を走ってもらって、一緒に協働でつくり出していく価値なんだなと思っ

ております。若者が活きる地域―10代、20代の若者が地域に愛着、そして、自分の存

在、人生の根がここにあるよと感じていただいて、世田谷区の担い手になっていただくこ

とを遠く見ながら、しっかりとこの提言を実現していきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 保坂区長は公務の都合によりここで中座させていただきます。 

 続きまして、小委員会委員より補足や経過説明をお願いいたします。モデル事業ごと

に、代表の委員の方にそれぞれ補足や経過説明ということで、まず、学校チーム、東委

員、お願いいたします。 

○委員 私たちは、学校でのモデル事業について、企画、提案や、どうやってモデル事業

を進めていけばいいか話し合ってきました。本来はモデル事業をする予定ではあったんで

すが、コロナウイルスの影響もあり、私たちは、今回、モデル事業を行うのではなく、実

際に行っている団体にお話を聞いて、これから行うモデル事業に必要な準備をメインに進

めてきました。 

 学校でのモデル事業は13ページから書いてあるんですけれども、学校でなぜモデル事業

をやるかという理由については、中学生から大学生がそもそも学校に通っているというと

ころを利用して、学校に行きたくない子どもでも、学校に行くことで、カフェという、学

校でもないけれども、第三の全く知らない土地ではないので、少し行きやすいかな、2.5

の居場所みたいなところをつくれたらいいなという思いで、学校カフェの提案をしてきま

した。 

 実施の経過ですが、西東京市で実際に学校カフェを行っている方々にオンラインで取材

を行って、何が必要であるのかとか、今後の活動の問題点などのお話を聞きました。その

後に田奈高校に行って、実際にカフェを行っている場所の視察も行いました。そこでは、
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子どもたちが活発にカフェを利用している様子などを窺うことができたので、改めてカフ

ェの必要性として、子どもが輝ける場所になっているんだなというところを実感すること

ができました。今回の視察は、オンラインでの質問を経て、これからの学校でのカフェの

モデル事業の基盤になるところを私たちは固めることができたというところで、学校チー

ムの報告は以上になります。 

○事務局 ありがとうございます。 

 次に、商店街チームより、明石委員、お願いいたします。 

○委員 それでは、商店街チームの補足をさせていただきます。 

 商店街チームは報告書の23ページからになります。商店街を活動の場として選ぶ際に、

若者が行きやすい商店街はどこだろうということで、幾つか提案があったんですけれど

も、下北沢はいろいろな路線も通っており、通りすがりの若者もいるのではないかという

ことと、下北沢の商店街の組合の方がすごく協力してくださるということだったので、下

北沢の商店街で１度やってみましょうということで話がまとまりました。 

 実施をするに当たって、コロナ禍となりましたので、なかなか思うように活動ができな

かったという点がとても残念なところでした。ただし、コロナ禍であったからこそ、オン

ラインや、Ｗｉ－Ｆｉ環境など、新しい視点に気がつくことができ、また違った視点でモ

デル事業を実施できたのではないかと思っております。 

 商店街は多様な方がいらっしゃるので、様々な大人が若者に関心を持ってくださってい

るということが、このモデル事業を通して分かりました。 

 ただ、若者自身が参加できるかというと、大人の呼びかけでは参加に結びつくことが難

しい側面もあることが一方で分かりました。先ほどから森田会長もおっしゃっているよう

に、若者自身が主体的に行動しないと、若者の行動は起こせないんだなということが改め

て分かりましたので、大人は一歩引いて、若者を前に出すということがとても大事だとい

うことが試行錯誤の末に分かったということです。 

 あとは経過をご覧いただければと思っております。 

 以上になります。 

○事務局 ありがとうございます。 

 次に、イベントチームより、下村委員、お願いいたします。 

○委員 イベントチームです。イベントチームのモデル事業については、37ページから報

告があります。 



 11 

 イベントチームで最初に考えたことは、若者の意見表明という視点が少なからず実現で

きるようにということで、区議会議員の方や、この提言をまとめる協議会のメンバーを対

象に、若者の意見を聞こうという会を企画いたしました。ところが、実際には若者の応募

が少なかったということもあり、ある程度、方向性を変更する必要があるんじゃないかと

いうところで大きくかじを切りました。若者が集まっている場所に大人が出向いて、意見

をきちっと聞くという形に切り替え、昭和女子大のゼミや、女の子の居場所である「あい

りす」、希望丘青少年交流センターで若者の声を聞く会を、リモートとオンラインを合わ

せるような形で実施しました。その中で、日常的に居場所があって、大人と若者である程

度、信頼関係ができていると、実は若者がいろんな意見を表明してくれたというところが

あって、安心して意見を述べていいという環境をつくっていくことがすごく大事なんだな

と改めて実感させていただきました。 

 今後、若者の声を聞くときには、若者にとって社会に声を上げるのは難しいことだとい

うことを大前提に、大人側がいろいろな準備をするということが必要だということと、小

さなことでも構わないので、意見表明が実現していく。経験の積み重ねみたいなものが必

要になってきて、そうすると、地域のより大きな問題についても提言をしてくれることに

つながるのではないかということで、成功体験というか、そういう積み重ねが大事だとい

うのがイベントチームで考えたことです。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございました。 

 最後に、森田会長より、報告書全体に対する補足、ご説明をお願いいたします。 

○会長 私の報告書全体に対する思いということに関しては、あまり補足することはない

んですが、ずっと気にかかっていることは、若者の応募者が本当に少ないということで

す。私も大学生と何十年もずっと一緒に仕事をしてきて、じゃ、社会に対する興味関心が

ないかというと、そうではない。 

 例えば今、学生たちや若者たちが集まっているのはどんなところかを見てみると、遊び

場にはいろいろ集まっていますけれども、それ以外の場だと、インターンなどは今いろい

ろ見直しをされているのですが、これには応募がいっぱいあって、選抜されているところ

すらあると聞いています。 

 希望者が多いのはなぜかといえば、多分、が具体的に仕事につながることや、将来につ

ながるといったことが割とイメージしやすい。そして、逆に今現在の暮らしの中で、モデ
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ルがあまりなく、親たちや、本当に近い家族しかモデルがない状況のなか、新しいモデル

をそこで知りたい。つまり、挑戦をしたくないと思っているわけじゃないけれども、それ

をするためには、チャンスが割と身近なところにないと難しい。そこに自分が出かけてい

くことや、自分がアンテナを張って出ていくということには、若者にとってとても大きな

ハードルがあるんだろうと思います。 

 私たちは今まで、先ほどのアップスでの活動や、若者たちの相談支援、就労支援など、

いろいろな形で、若者たちのある種、保護的な支援的な活動というのはかなり整備をして

きました。それが全部に行き渡っているとは到底思いませんけれども、しかし、かなり実

現してきた。よく言われますが、世田谷区で若者期を過ごす人たちが何か困難を抱えたと

きには、ここに行けば、何とかそこからもう１回やり直しをすることができる、それぐら

いの仕組みにはなってきたという気はしています。何もなかった時代からすれば、天と地

ほど違う状況をつくり出してこられたということは言えるだろうと思います。 

 けれども、人が動き出すときというのはどういうときなんだろうということを若者の側

からもう１回見てみると、私たちが環境の整備として行わなきゃいけないこと、つまり、

大人社会との境目みたいなものをどういうふうにすれば、今の大人社会が抱えている社会

通念の中に若者がチャレンジしてくれて、なおかつ、そのチャレンジが吸収されない形

で、彼らなりの価値というところにたどり着けるか。この辺がとても重要な視点となりま

す。 

 最近、いろいろな企業の方とお話をしても、よく言われるのは、30代の人たちの社会変

革の意識みたいなものをどのような形でこの社会が受け止めるかということが物すごく大

きい課題だということです。 

 そういう意味で言うと、日本社会が今抱えている問題は、同じように世田谷区でもあ

り、あるいはそれ以上に抱えていることもあるわけで、少しはその対策をつくってきたけ

れども、これ以降、若者たちの今に引き寄せる形で、どうやったら今の社会の中で私たち

がチャレンジしようとしているものを提供できるかという部分が課題となることを感じて

います。 

 私自身は10年目となり、今期でこの委員は終わりとなります。10年間、若者支援という

ものをつくり上げるところに一緒に関わらせていただいて、社会とのギャップをある程度

滑らかにしながらも、キャップは必要なものでもあるため、そのバランスは、物すごく微

妙だけれども、難しいけれども、やらなきゃいけないことなんだなと。だから、常にギャ
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ップというものはあっていいし、全くなくなることはないけれども、そのままでは挑戦す

るというところにたどり着けない方々が生まれてしまいます。 

 社会福祉の領域であると、飲めない人たちが水を飲むということは絶対必要だし、食べ

物がない人に食べ物を提供することは絶対必要なんだけれども、そこから先を見通して、

食べることがどういうふうにあなたの人生に関わっていくかということの見通しがない

と、飲むことも食べることも自ら動いてしないという状況が生まれてしまうわけです。 

 この辺のさじ加減が非常に難しいのが若者施策で、ちょうど大人と子どもの間のところ

で実際にチャレンジをしていく世代が対象となります。しかも、一番大事な社会の中での

パートナーとして、きちんと生きていくというところを目指す今期の報告書は、非常に難

しい課題に向き合いました。行間をしっかり読んで、深く皆さんと一緒に、施策の在り

方、支援の在り方、また、社会の今後ということを考えていければと思っております。 

 私自身もこの報告を何度も読ませていただいて、事務局の方には何度も作り変えをお願

いして、「ここのところを分かりやすく皆さんに伝えられるようにしてほしい」などと

様々なお願いをしてきました。その努力に関しては、本当に心から感謝しながら、そし

て、ぜひ、いろいろな事業所や支援者の方々、あるいは、行政や政治家の方々に届いて、

若者たちの世代にこそ新しい施策が必要なんだということを伝えられるといいと思ってお

ります。 

 委員の皆様、今期のご協力を本当にありがとうございました。 

○事務局 森田会長、ありがとうございました。 

 これから進行につきましては、森田会長にお願いいたします。 

○会長 今期は今日で最後になります。青少協委員としての活動も区切りとなりますの

で、特に区民委員の方たちや、公募の委員の方々とか、役職で就かれた方々は、任期終了

となりますので、「このことは本当はやりたかったんだけれどもできなかったな」という

お話や、「このことがやれたことは自分にとって本当に喜びだった」という話などを一言

ずつお話しいただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは最初に、小委員会の委員で、まず区民委員の藤原さんからお願いします。 

○委員 ２期、委員を務めさせていただきました藤原です。 

 １期目は、様々な調査、フィールドワークをしながら、第三の居場所が必要というキー

ワードをいただきまして、この委員会の中では、理念、方向性みたいなものをより確かな

ものにしていくご議論をいただいて、自分の中でも、そのビジョンに向かって、４年間過
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ごすことができました。ありがとうございます。 

 今年は商店街チームということで、モデル事業に携わらせていただきました。若者と地

域の交流というテーマなんですけれども、そもそも商店街において、若者と交流している

ビジョンは、もはや浮かびづらくなっている状況があります。昔なら日常的にあったかも

しれない交流をどうやったら取り戻せるのか、何をしたらいいか、誰をターゲットにした

らいいか、といった話が当初はありました。若者を交えながら話し合っていくなか、いろ

いろな正解があって、これというのがなかなか見つからなくて、会議がすごくループした

こともありました。 

 そこで、発想の転換をしまして、そもそもモデル事業としてご提供いただいた下北沢の

駅前の町の案内所という建物があるんですけれども、町の案内としては、若者があまり使

っていない現状があります。なぜなら情報過多だからなんですが、では、そこに人が集ま

ってくる状況は何によって生まれるんだろうという発想から、ふらっと人が集まってくる

場の要件というものがあるのではないかということで、実験的なモデル事業をそこからス

タートすることができました。 

 情報なのか、冷暖房なのか、水なのか、ベンチなのか、あるいは、充電なのか、Ｗｉ－

Ｆｉなのかということで、若者の答えは明らかで、充電とＷｉ－Ｆｉだったんです。会社

帰りのお父さんが新橋の赤ちょうちんに向かって自然と歩いてしまうようなイメージに近

いようです。無意識にふらっと集まって、ふわっと会話ができるようなスポットが世田谷

区内に商店街を中心にたくさんあったらいいのではないかという声を受け取り、ここに関

しては、ある程度のデータを踏まえて、ホットスポット的なものがあるといいですよとい

うことをご提案させていただきました。ふわっと集まって、ふらっと会話ができるような

ところが区内に多くあれば、家の中にいる人たちが外に出ることもできますし、Ｗｉ－Ｆ

ｉ格差みたいなのを少なくできるのではないかという思いも込めて提案させていただきま

した。 

 第三の居場所につきましては先ほど森田会長のお話にもありました保護的な居場所とい

うステージを超えていった先が自分自身の課題であるとも思っています。それは何かとい

うと、やりたいことが見つからない若者が多いということなんです。今、「ねつせた！」

のサポートをさせていただいていますが、確かにボランティア的なこととか、何かやって

みたいということで、応募はたくさんあるんだけれども、自発的に何かをやるということ

がなかなか生まれづらい状況があります。居場所としてそれを待って、何か出てきたら後
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押しをするというスタンスで関わっていても、あっという間に１年がたってしまうという

ことも少なくない状況があります。そのときに、どう自発的に何かを見つけていくかとい

うところのサポートが次のステップで、そこがまだ未消化なので、次の１年は、自分の課

題としても、区民の一人としても、コミットしながらやってまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

○会長 次に、新井委員、お願いします。 

○委員 1.5期ほど参加させていただいておりました。ありがとうございます。 

 商店街チームとして活動してきましたが、僕は大学生の後輩が結構多く、このコロナ禍

で家から出ず、ゲームばかりやっていて、ツイッターではゲームの話ばかりとなり、リア

ルで会っていたときは、毎日のようにお酒を飲んだり、話したりしていましたが、家にひ

きこもりがちで、大学の授業も全部オンラインになって、なかなか外に出るきっかけがな

くて、出ようと思っても出られない、友達ともなかなか会えないという状況が多いと聴い

ています。対象としてそういう若者たちを外にそれとなく出して、コミュニケーションを

取っていくといった取組みはどうやってつくればいいかなと思っていたところ、商店街の

モデル事業につながったというところでした。 

 意見表明とか地域参加というものを引き出すためには本人の主体性、本人が一歩前に自

ら出ていくような指向性をどうやって育んでいくかということがとても大事だと思ってい

ます。それは、さっきあったように、大人がああだこうだ言うのではなく、自ら出ていく

機会を大人が待ったり、そういう環境を整えておく、そういうことが一番スムーズな部分

だと思っています。主体性を最大化させるためには、環境づくりというのが一つの大きな

テーマとなり、Ｗｉ－Ｆｉや、インフラの整備といった話につながってくると。環境が人

に意味をもたらすということが、一番柔らかく、温かく、主体性を育みやすいコンセプト

であり、そういった視点でモデル事業を今後もう少し行動計画に落とし、実行していきた

いと思います。 

 このコロナで、やはりリアルは大事だということは、多分、皆さんが一番感じたことで

はないかなと思っています。今までオンラインを活用するということが、テクニカルな文

脈においてよかったとされていたけれども、いや待てよ、やっぱりリアルなんじゃないか

という人間性の回復や、手触り感、そういうところに全ての人たちが飢えていることを感

じています。リアルとオンラインというところをうまく掛け算しながら、人に意味をもた

らす場をいかにつくっていけるかというところが今後は大事な部分になってくると考えて
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います。 

 また、世田谷区の庁内の連携という話も出ていましたけれども、机上の空論で終わらな

いように確実に実装させるためには、庁内連携や官民連携はとても必要になってくると思

いました。 

 林委員が、若者支援は若者支援担当課だけではできないという話をされていましたけれ

ども、まさに僕もそのとおりだと思っておりまして、若者支援という文脈は、若者支援担

当課が旗振り役となるとは思いますけれども、そこを中心としながら、いろいろな庁と部

署が連携し、確実に実装させる仕組みを内部的にも対外的にも持って進めるように何かし

らのお役に立ちたいと思っております。ありがとうございました。 

○会長 次に明石委員、お願いします。 

○委員 私は先ほどの藤原委員と新井委員と同じ商店街チームで活動してきました。それ

から、篠原委員と一緒にやりましたけれども、区民委員の力はすごいなと思いました。多

様な大人がこういう会議には必要であり、区民の方が自らの意思でこういうふうな会議に

参加してくださるというのはすごく大切なことで、区民委員の人数を増やしてもいいのか

なと感じました。 

 商店街チームでは、「しもきた倶楽部」というグループをつくりました。やり残したこ

ととしては、せっかくつくった「しもきた倶楽部」をどういうふうに若者が使ってくれる

かという点です。先ほど新井委員もおっしゃった環境整備や、大人によるバックアップを

しながら、何か１つでも成功できた事例を下北沢でつくりたいなと思っています。若者が

はたで見ていて、何か面白そうだなと思ったら、ほかの商店街にも広まるようなことが起

こる可能性もあるので、ぜひ一つでも成果を出したいと思っています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 次に、森岡委員、お願いいたします。 

○委員 私は１期２年で、初めてこちらに参加したときには、どういう立場で若者たちの

ことを見ていったらいいかということで、試行錯誤していたんですが、立場的には地域と

学校関係のほうが強みでしたので、そちらのほうから考えるようにしました。 

 先ほど保坂区長がおっしゃっていましたけれども、昔は同調圧力といって、本当にみん

な子どもたちも会議というか、授業でも、はい、何とかさんと意見は同じです、いいです

とか、ただそんな授業だったんですけれども、ここ最近、教育のほうも変わってきて、自
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分で考えて、自分で課題を見つけて、自分で友達と協力しながら考え抜いていくというの

を位置づけています。子どもたちも数年後には、自分で考えて、自分で発信して、いろん

なことを考えるという力がついてくるのかな、３年、４年後ぐらいになると、子どもたち

も変わってきて、こちらが今考えている自発的にというところがちょっとクリアになるの

かなと期待しております。 

 私は学校カフェのチームを担当させていただきました。今回はコロナ禍のために実施で

きなかったため、今後学校にカフェをモデル事業として実施してみたいと思っています。

学校には行けるんだけれども、保健室で過ごしているという生徒もいます。そういう生徒

のためには、何となく行ける場所を提供し、そういう子たちもほっとできる居場所が必要

と感じています。学校カフェの視察で伺ってきたのですが、学校はどうしても指導に入っ

てしまうけれども、指導じゃなく、そばに寄り添う福祉的な立場でカフェを運営している

というお話がありました。カフェは福祉的な立場の目線で運営していくのがいいなと勉強

させていただきました。 

 心残りとなっていることは学校カフェをモデル事業として実際にやってみたいというこ

とですので、それは次期にぜひ実施していただけたらありがたいと思っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 新橋委員、お願いします。 

○委員 若者支援といってもすごく広いんだなと、この会議で改めて思いました。生きづ

らさを感じる子から、何でもがんがんやってみようと思う、チャレンジする子との温度差

というのを何と一遍にやろうと皆さんは思っているんだなと思うこともありました。それ

はどうやったらいいか、急にここに来て、何か考えをと言われても、そんなに簡単には答

えは見つからないなと感じています。 

 小さいことで考えますと、若者に寄り添う、生きづらいという子に寄り添うという点で

は、正しいことを求めないことが大切なんじゃないかなと思います。 

 数年前ですけれども、３年生の遠足が毎年３月に中学であったんですけれども、最初は

ディズニーランドに行っていたんです。それが、それはどうなんだという大人の意見が出

て、結局、防災センターに行くような、つまらないものに変わってしまったことがありま

した。それはそれで大事だと思います。けれども、子どもの考えとして、防災センターと

ディズニーランドでは随分違うし、防災センターという選択も絶対正しいし、保護者も子
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どもたちも誰が悪いとか駄目だとは思わないでしょうけれども、そんなところまで正しさ

を求めて楽しいのかなと感じました。 

 また、経済的な面でも、ディズニーランドは高額ですし、そんなに何回も行けるところ

ではないのに、その意見を出した方は、そういうところは家族で行ったらいいんじゃない

ですかという意見なのです。けれども、うちなんかはかなり経済的に苦しいので、子ども

をみんなバスで、子ども料金だけを出せば連れていってくれるんだったら、楽しい思い出

ができるんだと思うと、なぜそれをなくしちゃったのかな、うちよりもっと厳しい家庭も

あるのにと思って、とても残念な気持ちになりました。 

 そういう細かいことまで考えると、子どもに寄り添うというのは、子どもには経験もな

いし、大人の意見は大体言われるとおりに生活していますけれども、子どもの立場で考え

る、正しいことばかりを押しつけないようにする大人がいっぱいいるといいと感じていま

す。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、ここから専門委員の方にお願いしたいと思います。まず、若者委員の東さ

ん、高野さん、中谷さん、お願いします。 

○委員 若者委員を務めさせていただきました東です。私が青少協に来て感じたのは、思

った以上に活発で、私たちみたいな子どもの意見が求められるし、大人の人もたくさん意

見を出してくれていて、すごく活発なところなんだなというのを本当に一番最初の会議で

感じました。そこから自分が意見を出していくことで、会議がどんどん発展して、自分の

意見が受け入れられることがすごくうれしくて、私は学生のうちにとてもいい経験をした

なと感じています。 

 私が今期でやり残したと感じているのは、やっぱりモデル事業です。 

 私が学校カフェはいいなと思っていたのは、当時の私自身が、学校に行っているけれど

も、学校にある特別な場所にすごく魅力を感じていたからです。家庭科室や、美術室みた

いな、ふだんあまり行かないけれども、行くと特別感があって楽しいところに憧れがあっ

たので、カフェがあったら、すごくいいだろうな、魅力的だろうなと感じました。自分の

経験から、そういう意見を発言して、実際、モデル事業に選んでいただいて、その分、や

っぱり実践してみたかったと心残りがすごくあります。 

 質問したときにも、カフェを運営している方々に、子どもは心配しなくてもたくさん来

るというお話を聞きました。逆に私は、運営する大人のほうが子どもに対して、こんなに
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来るんだとか、こういうことを子どもは言うんだということを受けて、困って、もっとこ

ういうアプローチをしてみたいな、これからカフェをよくするために、こういうことをし

てあげたいと、大人が子どもに触発されて、やる気が出る、もっとやりたい、もっとやっ

てみたいと思ってくれる機会にもなるんじゃないかなと思ったので、私はモデル事業を大

人の人に体験していただきたかったなと思いました。 

 あと、こういった私たちの発言が、この報告書もそうですけれども、ちゃんと形になっ

て、モデル事業が次々により現実的に、コロナ禍でできないんだったら、ほかのアプロー

チをしようということを、回を重ねるごとに考えられていくことを体験でき、有意義に感

じました。学生の会議はどうしても、話合いをして、そのときの意見は出すんですけれど

も、大本のベースは、コピーを引用して、意見だけ自分のものを書くみたいなことが多い

です。全部何から何まで自分たちの力でつくっていって、それをバージョンアップしてい

くという経験がなかったので、すごくやりがいになったし、大人の企画が実現できる力み

たいなのを感じることができたので、大人になるっていいなとちょっと思うことができま

した。 

 以上で私の感想を終わります。 

○会長 ありがとうございました。 

 では、高野委員、お願いします。 

○委員 高野です。このような公的な会議に参加できるというのも、多分、生涯で一度だ

けだろうなと思うので、本当に貴重な経験をさせていただいたなと感じています。 

 私は大阪の田舎のほうから東京に出てきたんですけれども、世田谷区でこのような大勢

の大人たちが、こうした若者のために会議をしていること自体知らなかったんです。世田

谷区に住んでいる友達であったとしても、知っている人は半分以下ぐらいなんじゃないか

なと思います。 

 知らないというのも問題だと思うんですけれども、意見をあまり言わないというのは、

そもそも意見を言ったとしても、何も変わらないんじゃないかというのが個人的な僕の考

えではあるんです。例えば大学がコロナでオンラインの授業になったんですけれども、そ

こで学費を下げてほしいという署名があったと記憶していますけれども、そういった行動

をしている方たちがいたとして、署名を出しても学費は下がっていなくて、何にも変わっ

ていないんです。それを見て、行動をしていない人たちは、やっぱり意見を言っても何も

変わらないんだと考えると思います。だから、先ほど森田会長もおっしゃっていた、若者
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の意見を聞いた後にどう反映していくのか、どう実行していくのかという部分も非常に重

要なんだと思います。 

 私自身もこの場に参加しておいてなんなんですけれども、これだけでは何も変わらない

んじゃないかなと考えていまして、ただ、この世田谷区の活動が日本中に広まっていけ

ば、日本全体もよくなって、若者がより生きやすくなる社会になるんじゃないかなと考え

ています。 

 以上です。 

○会長 それでは、中谷委員、お願いします。 

○委員 中谷です。まず、２年にわたって青少協に委員として参加できたことをとても光

栄に思っています。 

 私はイベントチームとして携わりまして、イベントチームのメンバーとして、モデル事

業を進めるに当たって、いざ若者に「社会に向けて何か思っていることとかはある？」と

聞いても、あまりそこまでふだんは考えていないよという返答が返ってきたり、先ほど森

田会長が冒頭のほうでおっしゃっていたとおり、そもそも応募者が少なかったりして、イ

ベントチームとしてモデル事業を進めるに当たって、とても難航したのが印象的でした。 

 その上で、まずは大人から若者がいるところへ出向くということが大事であると分かり

ました。この出向くというのは、実際、あいりすであったり、アップスであったり、世田

谷区内の学校、大学とかに行くというのももちろんそうなんですけれども、精神的にも出

向くという姿勢が大事だと、私は活動をしていてとても感じました。 

 実際に、イベントチームであいりすにＺｏｏｍを介して利用者の方にお話を聞いたとき

も、利用者の若者から、大人から寄り添ってもらうと話しやすいであったり、意見を聞い

てくれる仕組みがあるといいという声が出たので、来期以降の活動で、若者がいるところ

へ出向くという姿勢を生かしていただければと私は思っております。 

 ご存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、私は「情熱せたがや、始めまし

た。」という、本協議会における若者の社会参加、参画のモデル事業としてスタートした

団体にメンバーとして所属をしておりまして、今回、「情熱せたがや、始めました。」か

ら代表して参加をさせていただいています。 

 私自身、この春、大学を卒業しまして、社会人になるんですけれども、社会人のメンバ

ーとしても、「情熱せたがや、始めました。」に携わっていけたらと考えてはいるんです

けれども、社会人と学生が関わるに当たって、どういう姿勢で関わっていったらいいんだ
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ろうと今もずっと考えていて、この子ども・青少年協議会で学んだ、実際に若者に何か聞

くというよりは出向く、実際に足を使って出向いていったりとか、精神的な出向くという

姿勢が大事だということが分かったので、私自身の今後の活動にも、今回、子ども・青少

年協議会で感じたことを生かしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 あまり感想を言っていると先に進まないので、お礼は申し上げたいと思っていますけれ

ども、先に進めます。 

 ここから専門委員として関わっていただいた方々にお話をいただきたいと思います。廣

岡委員と下村委員、そして、篠原委員、お願いいたします。 

○委員 廣岡です。私は今期から専門委員としてこの会に参加させていただいておりま

す。 

 私自身は学校チームに携わらせていただいていたんですが、問題意識としましては、私

がメルクマールせたがやで業務に従事している中で、所属のない方たちの不安であったり

とか、若者ご本人もそうなんですけれども、ご家族の方も、この子はどうなっちゃうんだ

ろうみたいな不安にさいなまれていらっしゃる方が多いので、学校カフェというものがで

きたら、所属のあるうちに何とかそこでつなぎ止められる部分も大きいのではないかと考

えて、参加させていただいておりました。 

 それこそ今、不安のところをお話しさせていただいたんですが、若者の意見表明であっ

たりとか、参加・参画というところに関しましては、これまでも出ているように、まずは

自分が言ったことをちゃんと聞いてくれる、受け止めてくれるみたいなところがベースに

あって、そこから大人が一歩引いて、若者が前に出ていければ、それが本当に理想だなと

思います。まずは自分が関われる場所、つながれる場所、話を聞いてくれる場所というと

ころで、学校カフェというのはすごく可能性を秘めている取組みだなと考えております。 

 今期はモデル事業立ち上げというところまで至らなかったですけれども、今後、まずは

モデル事業をできたらいいなというところと、いかにそれがイベントではなくて、維持継

続できる仕組みにしていくかというところが大事だと考えております。ですので、そこを

つくるときに、私立学校であれば、先生の入替えがあまりないから、気になる先生をつか

まえて、何かつくれるといいかなとか、公立のところでやるのであれば、先生がいらっし

ゃる任期の間に、本当に時間も見ながら計画しながらというのも進めていくことが大事だ
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ろうなと考えています。 

 今期のテーマでは、失敗をいかにプラスに捉えてもらえるようになるかは、この協議会

でもそうですし、実際のメルクマールのところでも考えながらやっていることです。自分

は根が体育会系なので、いいじゃん、どんまい、次頑張ろうぜみたいなところで、どんど

ん動いていけたらいいのにという思いはあるんですけれども、失敗したらどうしようと

か、もう次がないみたいになってしまうと、そこで足が動かなくなってしまうというのも

想像できるので、失敗は悪いものじゃないよということを若者に伝えていけたらいいなと

思いながら、これからも取組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 では、下村委員、お願いします。 

○委員 ありがとうございます。今回の若者の意見表明とか参加・参画というところで言

うと、小委員会も含めて議論がされるたびに、青少年交流センターに宿題をたくさんいた

だいて帰るというようなことだったなと思っています。青少年交流センターの場合には、

環境という意味でのＷｉ－Ｆｉであるとか、インフラ整備、充電というところもできてい

ますので、さらにその先を積み重ねていかなければいけないと感じています。 

 青少年交流センターの中では、ある程度、若者の意見を聞くというところは少しずつで

きていると思っていて、若者も意見表明をしていいんだという雰囲気にはなっています。

ただし、最近、若者と座談会等でじっくりと話す機会があったんですけれども、やりたい

ことはいろいろあるみたいですが、そこから一歩踏み出すのに、なかなか勇気が要る、も

う少し手助けしてくれたら僕たちもやるからといったことがあったので、その辺のサポー

トの仕方だったり、一歩を踏み出すための環境づくりに今後取り組みたいなと思っていま

す。 

 それから、個人的には、これは主管課と相談しながらでしょうけれども、学校カフェに

アウトリーチするには、青少年交流センターの職員も加わらせていただけると、町の多様

な方たちと一緒にできて、効果がすごくあるのではないかなと思っています。 

 ありがとうございました。 

○会長 篠原委員、お願いします。 

○委員 篠原健太郎です。私はついに４期８年目が終わるところとなりまして、随分長く

居座ってしまったのではないかと、気にしています。私は来期はいないかと思いますの
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で、やり残したことということで少しお話をしたいと思います。 

 報告書の55ページの居場所セグメントという図がとても分かりやすくていいなと私は思

っています。居場所1.0が家で、居場所2.0が学校で、学校の中に2.5のカフェがあった

り、3.0でイベント、4.0で商店街がありますけれども、これらが今後具体化していくこと

がすごく大事で、どうやっていったらいいのかなという課題に私も委員でなくても関わり

たいと思っています。ただ、やっていく中で、2.0、2.5とあるように、もしかしたら4.2

とか、4.7とか、あるいは、5.何とかということも必要で、議論したり、取組むことにな

るかもと思っております。そういったところを今後やれたらいいと思っています。 

 また、今期は新型コロナウイルスの影響が大きく、振り返ると、大きく状況が変わった

なと感じることがあります。私は就職氷河期世代だったんですけれども、今の大学４年生

であったり、今後、就職活動を行う若者たちが第２の就職氷河期世代になりかけている、

なるのではないかという心配があります。そういったことを生まないようにするためには

どうしたらいいんだろうかというのが、実は大きなテーマとして考えてきたところです。

それに対しては、特に答えも出てはいないですが、私だけではなく、社会として解決に向

けて取組む必要があると思っております。 

 それから、先ほど新井委員が言われたように、リアルとオンラインの両方が大事だとい

うことがより鮮明になってきたと思っています。実は若者だけではなく、新井委員も全て

の人にとって課題だと言われたように、今、私の職場でも、以前に比べて職員同士のコミ

ュニケーションや、話合いという部分が非常に弱くなってしまい、つながりが弱くなっ

て、仕事がうまくいかない部分が出てきました。これは別に若者に限った話ではなく、多

くの人たちに起こっていることかと思います。 

 若者の声を聞いていると、この１年間、ネットやバーチャルの情報に変更するようなと

ころが出てきてしまったということです。以前だったら、もう少しリテラシー能力が発揮

され、これはそんなに信憑性がないよと受け取れたものが、人とのつながりがなくなった

ことにより、情報を信じやすくなり、よくないことにつながったことがあるなどという話

がありました。実は職場でも似たようなことが起こっていて、コロナは多分まだ続いてい

くので、その前提で若者たちにとってもリアルとオンラインのところをどういうふうに向

き合っていくのかということが大きな課題かなと思っています。私は委員ではなくなるの

かもしれないですが、一人の人間として向き合っていかないといけないかなと思っていま

す。 
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 最後になりますが、かつてサポステで支援をして、カフェを立ち上げて、今もそこで働

いている若者が、今回の取組みの中で声をかけたら、すぐに関わってくれて、力を発揮し

てくれたというのが個人的にすごくうれしくて、感動しました。サポステで支援を受け

て、その後、働いてから、世田谷の何かに戻ってきて貢献してくれたというのが、１つ、

若者支援の成果といえるいい動きなのかなと思いました。 

 今までありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

 これまで専門委員の方にお話しいただいたんですが、次に行政庁の委員の方にお願いい

たします。 

○委員 警視庁の世田谷少年センター所長の渡邉と申します。 

 警察ですので、よく誤解されるんですけれども、我々の少年センターというのは、通常

の警察とは違っておりまして、子どもを対象としているんですけれども、子どもの犯罪と

かを取り締まっている施設ではございません。どちらかというと、皆さんが取り組まれて

いることと同じです。若者の支援や育成を専門としている部署になります。 

 警察は自分たちがやっていることをいろんなところでうまく伝えていくことがちょっと

苦手な組織なので、皆さんに知られていないところがあると思うんですけれども、少年セ

ンターには、公認心理士などの資格を持っている一般職の心理士などがおりまして、カウ

ンセリングを中心とした専門的な指導や助言などの支援をしています。また、その延長

で、立ち直り支援活動という活動もしておりまして、非行性のある若者、子どもたちと

か、逆に被害に遭われた子どもさんたちの立ち直りを支援していくという活動もありま

す。これも10年近く警察として取組んでいることなんですが、先ほど申し上げたように、

またこれも警察の悪いところで、自己完結してしまっている側面があります。当然、ボラ

ンティアの学生さんをはじめ、多くの少年警察ボランティアという方たちの力を借りなが

らやっているんですが、私自身、ずっと少年警察部門に携わっているんですけれども、警

察だけでは限界があるということを感じています。 

 私自身は去年の９月から着任したものですから、今回参加をさせていただき、この報告

書の内容を見させていただいて、いろいろな機関や町の方たちがいろんな活動をされてい

るというのがよく分かりました。やはり私たちとしても、こういった活動とうまくつなが

っていかないと、今後はないのかなというのをすごく感じております。ぜひ、今後これが

実践されていく中で、皆様方から我々をうまく使っていただくという方向と、我々が皆さ
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んをお頼りする形で、我々が問題を抱えた子どもたちに対応する中でうまく皆様とつなが

ることによって、いい支援ができてくるのではないかなということを非常に強く感じまし

た。これからだと思っております。 

 私も着任してまだ半年で、世田谷少年センター所長として、いろいろとやらなければい

けないことがあると思っておりますので、ぜひ皆様方とつながっていきたいと思っており

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

○会長 青少協の構成メンバーであり、市民側の取りまとめのような役割をお持ちなの

が、ここにいらっしゃる区議会議員の方々です。実は世田谷区の会議体の中で、議員の方

はほとんど入っていらっしゃらなくて、子ども・青少年協議会では議会とここの議論をつ

ないでもらうという重要な役割だと思います。 

 あまり時間がないですが、一言ずつ、何かこの期につかんだことで、これはやり遂げら

れそうだななど、ぜひコメントいただけたらいいなと思います。お願いいたします。 

○委員 大変すばらしい報告書をありがとうございましたということと、小委員会の方々

がどれだけご苦労されたか、私たちは本当にこういう定例会しか出ていなくて、お世話に

なりましたということを申し上げたいと思います。 

 今日はラストで、充電とＷｉ－Ｆｉとか、リアルが大事、それから、正しさを求めない

というキーワードを幾つかいただいて、すごくよかったなと思いました。それと、コロナ

の関係で、これからイベント等がどれだけ実現できるかというところにかかってくると思

いますけれども、議会としても、そういう支援をしていきたいと思います。 

 １つ残念だったのは、区議会議員と話すのは、本当にまるで人気がなくて、みんな興味

がないんだなということがわかりました。日程もあったと思うんですが、もう少し具体的

に区議会議員は何をしている人？とか、選挙は幾らかかるの？、年収は？とか、そんな疑

問をみんなで聞こうなどの企画で実施すると、興味をもつ若者がいるかもしれない。自分

も興味があって、政治の世界に行こうかなとか、そういう若者が増えてくれるといいなと

思いました。 

 本当にありがとうございました。 

○委員 ありがとうございました。私は、この協議会に入りたくて、会派の中で、こうい

うのがあるよと聞き、希望しました。そのため、なかなか全ては行けませんでしたけれど

も、小委員会のほうにも傍聴に行かせていただいて、２年間、いろんな話を聞くことを楽

しみにさせていただきました。 
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 かつて子ども・青少年問題協議会というときも何回か委員をやったことがありますけれ

ども、今考えると、いくつも居場所ができているということはすごく劇的な変化だなと思

っています。居場所ができてくる大きな力になったのは、やはりこの協議会の場で、協議

会で話したことを区議会でも話をして、そして、オルパという実験的なところができたり

してきたことが今につながっているなと感じています。そのため、この協議会の議論が本

当に大事だということを私も実感しています。 

 若者周りのことで少しだけ話をすると、この２か月の間で、私は大きな体験をしまし

た。初めて大学生のインターンが私の元に来て、２か月過ごしました。３人のインターン

が、２か月の間にものすごくいろいろな体験をしている中で、まず、政治が身近になって

いって、すごくハードルが高かった政治が、議員にこんなふうにいろいろな話をすれば、

いろいろな話をしてくれるし、聞いてくれるんだということが分かったようです。また、

この２か月を、いろいろな大人に合わせるというテーマで私は過ごしたので、区長に会っ

たり、いろいろな人に会ったことで、様々な大人のモデルと、大人の人生の中には、たく

さんの挫折があるということも伝えることができました。あとは、自分たちが政策づくり

をするということで、発表の場をつくったのですが、そこに集まった大人たちが口々に褒

めてくれました。一番よかったのは、内容もさることながら、３人がきらきらと輝いてい

たことにより、私たちも成長させてもらいました。若者たちに対する思いというのが成長

したと思っています。 

 ３人の中には、日本生まれで日本育ちのバングラディッシュ人がいて、ヒジャブをかぶ

っているんです。そのせいで受けた差別を私たちに伝えてくれたということもあり、新た

な出会いや、出会いの場を提供していくことは大事だなと感じました。 

 若い人たちの中にある力というのを私たち大人もいただいて、成長ができるんだなと思

いましたので、この提言の中に、インターンという言葉がありますけれども、インターン

の場をどんな場にするのか、どんなふうなインターン制度にするのか、ということが今度

問われるかなと思います。 

 最後に、我が会派は６人の議員がインターンを取っていて、大体20人ぐらいになりまし

た。うちの会派はすごく恵まれていて、２つ部屋があって、１つは、インターンが集まっ

てくる場所になることができました。２か月の間に、学生がそこに行ったら、誰かいるん

じゃないかと思って、毎日来る居場所になっていました。これが今、学生たちには身近に

ないために、リアルに会うことのすばらしさというのを学生たちが感じ、いろいろな議論
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をしていたということを思うと、リアルな場所をたくさんつくってあげること、そこに私

たちも顔をのぞかせることが必要かなと思いました。 

 ２年間、本当にありがとうございました。 

○委員 公明党の区議会議員の福田たえ美です。令和元年から約２年間ですけれども、こ

ちらの協議会に参加させていただけたことを本当にありがたく思っております。というの

も、私も実は切望していまして、この協議会にどうしても入らせていただきたいという強

い気持ちがありましたので、この２年間、森田会長からのたくさんのお話も含め、各委員

の皆様から現場のいろいろなお話を聞けたということが一番刺激になりました。今後の私

自身の活動にも大きく影響を与えると思っております。 

 その中で、２点ほどございます。まず、この提言の中にもございましたけれども、森田

会長のお話を含め、若者の声を直接聞いて、それをどう形にしていけるのかというところ

が一番重要だと思っていますが、若者の声を聞くということの難しさも実際に感じまし

た。どうやったら若者に本当の自分自身の声を発していただけるのか、本当の声を聞き取

らなければ、私たちも若者にぴったりな支援や何かを形にしていけないんだなと感じまし

た。 

 その中でも、私が１つうれしかったのは、昭和女子大学の学生さんとオンラインで直接

お話を聞かせていただけた場面で、皆様がご自身の意見を明確に私たちにお伝えしてくだ

さったということです。今後伝えていただいたものをいかに形にしていけるのかが、本当

の意味で大切であり、若者が自分が言ったことが形になったんだという体験を積めるよう

な場を今後しっかりとつくっていけたらと私自身思いました。 

 最後に、コロナというものが私たちの生活を大きく変えてしまいまして、多分、一番影

響を受けたのは子どもや若者ではないかなと思っております。というのは、子どもの自殺

率が過去最多になったということが報道されております。子どもや若者たちが声を上げに

くい場にいるんだろうなと思って、その意味でも、コロナでさらに今、孤立や孤独が深刻

化しているということも言われています。周りにいる大人たちがいかにそこに早く気づい

てあげられるのかなということを考えますと、こちらにいらっしゃる皆様と一緒に、さら

に連帯を強めていきながら、世田谷区の子どもたちが孤独や孤立を少しでも解消されて、

安心できる場所を提供できたらと思っております。 

 これからも子どもたちのために精いっぱい頑張っていきたいと思います。本当にありが

とうございました。 
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○委員 皆様、２年間、本当にありがとうございました。自民党の石川ナオミでございま

す。 

 まず、このずっしりとくる報告書を実は案のときにちょっと拝見しておりまして、すば

らしいなと思いました。森田先生率いる委員の皆様それぞれがご活動の中で、このように

まとめたものというのが、今後の世田谷をつくっていくということを改めて感じており、

非常に充実した内容と感じております。 

 そして、私も委員として、この協議会に出席をさせていただきましたが、アフターコロ

ナ、ウィズコロナで、今後、若者をどのように支援していくかというヒントを非常にいた

だいたなと感じております。 

 先ほど福田委員からもお話がありましたが、私も昭和女子大学の４年生とオンラインで

つなげての意見交換会に参加をさせていただきました。実際にコロナ前と後では生活がど

のように変わったのか、そして、気持ちの変化はどうだったのか、友達に会えない寂しさ

はどういうものなのか、また、ＳＮＳなどで身近につながることはできても、実際に自分

の声を発する場所がないという切実な声を、オンラインを通してでも生の声をいただくこ

とができまして、非常に有意義な意見交換会ができたなと、これには本当に感謝をしてお

ります。 

 今、オンラインが主流になってきつつあり、授業もほとんどオンラインとなる中で、学

生の皆さんの中では、ひきこもりなどが社会的な課題になっているということは、皆さん

もご承知のとおりだと思います。 

 先ほど桜井委員がインターン生を受け入れたとおっしゃっておりましたが、実は私も自

民党では初めてのインターン生をこのほど２名ど受け入れさせていただきました。実際に

インターン生と、例えばひきこもりの講演会に一緒に行ったり、フリースクールなどにも

出かけて、現場の声を伺ってまいりました。インターン生の目線で一緒に私たちも考えて

いくことができるチャンスがあるというのはありがたい感じました。 

 そして、インターン生から教えていただいたのは、「今、ひきこもりというのは一つの

職業なんですよ」というお話でした。皆さん、ご存じですか。インターネット用語で、ひ

きこもりは自宅警備員と言われているそうです。実際に調べてみましたら、確かにインタ

ーネットに自宅警備員という用語が出てきまして、これをひもとくと、職業の一種であ

り、日本を代表する花形職業であるという内容がありました。年齢や資格が問われず、面

接がないのが人気の理由になっており、在宅勤務で、24時間自宅を警備することが職務。
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主な勤務内容は、パソコンのモニター監視、掲示板のサイトの管理というようなことが補

足で説明されていました。何が言いたいかといいますと、このように、ひきこもりという

現象であったとしても、社会とつながることができるということ、そして、若者の視点か

らは、新たな発想で私たちに示唆をしてくれる、教えてくれるということなどが非常に印

象にも残りましたし、これは大切だと感じております。 

 ぜひ、これからの世田谷区の若者支援は、若者がどんどん前に出て、世田谷区の未来を

つくっていってもらいたいと改めて感じております。この報告書はまさにその指南書です

から、ここの中から、私も幾つか具体案のところを議会に発信していきたいと思います

し、かけ橋となって提言していきたいと思っております。 

 引き続き、この協議会を通してでも、サブ的にでもいろいろなご意見を伺えたらと思っ

ておりますので、どうぞご指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○会長 予算獲得を目指し、議会で頑張ってほしいと思っております。 

 では最後に、学識経験者ということで、この会議をずっとサポートしてくれた林委員と

入澤委員にお願いしたいと思います。 

○委員 林です。２年間どうもありがとうございました。 

 まず、少しお礼を申し上げます。報告書の68ページを見ていただきたいんですが、令和

元年－２年度期の子ども・青少年協議会の日程、スケジュールが書いてあります。協議会

自体は、本当は６回のところ、コロナで１回中止になっていますので、５回で、小委員会

も13回ですけれども、実質12回です。 

 さらに言うと、76ページを見ていただくと、特に今年度だけで、それぞれ商店街チー

ム、イベントチーム、学校チームでいろいろと動いているんですけれども、この１年間だ

けで19回、何らかの形で動いています。どうもありがとうございました。特にコロナ禍と

いうところもあるんですけれども、これだけのことをやって、私も含めそれだけ時間を割

いていただき、こういう形で世田谷区の子ども・若者施策の部分が議論されていて、ま

た、実際に動いているというところは非常にすごいことではないのかなと感じています。

１年間の19回で、さらに小委員会を入れると、月に何回会っているんだろうという状況で

した。さらに、この間、メールでいろいろとやり取りがされていましたので、そういう中

で最後を、報告書として、提言という形でまとめさせていただきました。いろいろな思い

が詰まっている内容となりますので、ぜひご覧いただければと思っております。 

 私が今後への積み残しや、最後に感じていることは、特に今回のテーマは「若者の力が
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活きる地域」という中で、若者自身がどうしたら当事者性とか当事者意識を持てるんだろ

うかというところではないかなと思っております。 

 先ほど高野さんからも、コロナ禍での署名のところで、署名を出しても仕方がないと感

じることがあったというお話がありましたけれども、言っても仕方がないなどの思いを若

者はどうしても感じていて、知らないところで大人が勝手に決めている感覚を持っていま

す。でも一方で、今回、こうやって委員になっていただいたことで、東さん、高野さん、

中谷さんも、言うことはすごく大事だよねとか、若者の声を聞く人はちゃんといるよねと

いうことが分かったということを発言してくれました。でも、そこが伝わり切れていない

部分が多くある中で、子どもや若者の声をちゃんと聞こうとしている、それは大事だよね

と思っている大人はいっぱいいるんだけれども、そこにどうつながったらいいのか分から

ないし、難しい部分があるのも事実です。 

 また、先ほど昭和女子大の学生さんとの話が福田先生、石川先生からありましたけれど

も、ああいう形で寄り添ってくれると意見を言えるようになるといった、若者に来なさい

という待ちではなくて、聞きに行くというところがすごく大事だということがわかりまし

た。ちゃんと聞いてくれる人がいるといった体験を積み重ねていくことで、人間として

や、区民として大事にされている、尊重されているという意識を、大人になってからでは

なく、どう子どもや若者時代から繰り返し伝え育んでいくことができるのか。先生の言う

ことを黙って聞きなさいではなくて、そこに取組んでいくこと、地域の中でも積み重ねて

いくことが大事です。 

 冒頭、保坂区長が言われた同調圧力みたいなところについても、みんな違っているこ

と、多種多様であっても、ギャップをどう尊重し合っていくのかというところがすごく求

められていると同時に、そこがとても難しい、大変な課題だろうなと感じています。だか

らこそ、今回の提言でも、例えば学校カフェをやったらいいんじゃないか、地域の中でも

やったらいいんじゃないか、地域の人はどう学校に入っていったらいいのか。また、いろ

いろな形で若者の声を聞ける、あるいは、頼れる人や、支えてくれる人がいるよとか、支

えられていると感じられるような場面をつくっていくことが大事だということを、今回の

提言の中でまとめさせていただいております。 

 これらの提言を次に実際に行動に移していかなければいけないと思っておりますので、

そういう意味で、次期はメンバーが大きく変わってしまうのかなと思いますが、この提言

がどう次に生かされて、つないでいくのかというのは難しい部分ではありますけれども、
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逆に今まで関わっていた皆様方や次に残られる方ももちろんいらっしゃると思うんですけ

れども、もし今回離れたとしても、外からこういうことはどうなのと、逆に周りの人にぜ

ひこの内容を知らせていっていただけると非常にありがたいなと思います。特に委員の皆

さんも、次のメンバーが新たに入ってくるということは、逆にこの内容を知っているメン

バーが増えるということですので、ぜひそうやって広げていっていただけたらなと思って

おります。 

 事務局の皆さんにもいろいろとご迷惑や、これだけの会議をやっていただき、大変だっ

たと思います。この場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。 

◯副会長 入澤でございます。２年間にわたって審議に加わらせていただきまして、あり

がとうございました。 

 小委員会の委員長ということでしたけれども、運営のスタイルは、私の大学でのゼミの

スタイルを取りました。ゼミは２年生、３年生、４年生とあるんですが、全部ゼミ長に任

せている状態でして、各イベントチームについても責任者に任せてしまいました。本当に

ありがとうございました。 

 今期は昨年の８月から審議は順調にスタートしたんですけれども、2020年に入り、新型

コロナ問題が出てきたということがありました。それでも、今、林委員がおっしゃったよ

うに、各委員の熱意で、これだけの回数をやったということは特筆に値すると思っていま

す。そこでまた活発に各委員から意見が出された、活発な議論がこの冊子に生かされてき

たということで、目標は半分達成できたのかなと思っています。今後、これをどう具体化

していくかということについては、課題となりますが、課題というのは、改善すべきこ

と、革新すべきことという意味がありますので、そこまで進んだのではないかなと思って

おります。 

 私の大学では、このコロナ禍でオンライン授業が行われたんですが、よい面と悪い面の

両方がありました。よい面というのは、学生が積極的に発言するようになったということ

です。これは調査結果が出ていますが、原因は分かっていません。顔出ししないから、顔

を見ないから言えるのかもしれません。発言する機会を我々はどうやって引き出していく

かというのが、教員のこれからの課題だと思います。 

 悪い部分は、ひきこもってしまった学生が結構いることです。石川委員がおっしゃった

ように、自宅警備員にはなれないひきこもりの学生も結構いるため、そこにアタックして

います。私は大分アプローチしたんですが、大変かたくなで心を開いてくれませんでし
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た。一方で、対面を始めたら、対面の授業は出てきたんですが、オンラインの授業は全部

単位を落としている学生もいます。こういう現象も出てきているということで、これらの

人たちが今度、生きづらさを抱えた若者の予備軍になっていくのではないかなという危惧

を持ったということも、このコロナ禍の問題のひとつです。 

 しかし、今後、若者をさらに積極的に社会に出していくためには、高野委員が指摘され

たような感想を、私たちがこれから行動にどう生かしていくかということです。それか

ら、森田会長が指摘されたように、今後、具体的にどう実施していくかということについ

ては、行政や議員の先生方の課題に投げかけができたのではないかなと思っております。 

 このたび、皆さんの協力で活発な議論ができた小委員会をリードをさせていただき、無

事大役を終えることができました。どうもありがとうございました。 

○会長 それでは最後に、私のほうから少しお話をさせていただきたいと思います。 

 報告書の62ページと63ページに、珍しく私が写真入りで載っております。 

 実は今期の子ども・青少年協議会で私は最後になります。10年という任期でしたが、最

初の頃はまだ「子ども・青少年問題協議会」でしたから、そこから新しい仕組みをつくる

というところに向き合いながら、「子ども・青少年協議会」をつくってきた10年間だった

と思います。 

 ご存じのように、私は子ども・子育て会議のほうにも携わっておりますので、両方をや

っていくのはとても無理だということで、動かしてもらう組織として、小委員会を設置し

ていただくということを考えたわけです。 

 子ども・青少年協議会は、この小委員会があってこそ動くものです。本来ならば、親組

織でもっと議論していくということができればよかったのかもしれませんけれども、一つ

のやり方ではないかと私は思っています。市民の方々や専門家の人たち、そして、若者た

ちが当事者として、いろいろな形で関わっていくという仕組みは、若者の支援をつくり出

していくにはとても大事な仕掛けだったのではないかと思っています。 

 私が最初に引き継いだときの子ども・青少年問題協議会は、もう少しコンパクトな組織

でした。議論していることも、今と比較すると限定的な内容を扱っていました。そこを、

こんなふうに皆さんに関わっていただき、そして、いいところはその組織からも引き継ぎ

ながら、この10年の間に新しい仕組みをつくり上げてきたことは、報告書のメッセージと

いうところに書かせていただきましたので、ぜひ後でお読みいただけたらと思います。 

 一番大事なことは何かといったら、子ども・若者の施策、取組みの方向性というものは
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いつも間違いのないようにというところで進めていきましたので、職員の人とはどれぐら

い議論したか分からないぐらい議論してきました。多分、私の要求というんでしょうか、

質問に答えるために、とても苦労されたんじゃないかと思います。 

 私たちのような研究者がいろいろな地域で、その理論を具体化しようとするときに、そ

れをつないでくださる職員の人たちがいなかったら、実際、私たちは何の実現もできない

わけです。そういう意味で、世田谷区は実現できるところにいたということは、私は区民

ですけれども、そういう自治体になれたということが、私にとっては喜びでもあります。

その中で、私が10年間関わることができたということは、そういう意味で、とても幸せな

10年間だったと思っております。 

 この10年間というのは、ここに書かせていただいたけれども、ちょうど東日本大震災と

並行した10年となり、私にとってもものすごく多忙な10年間でした。ただ、この10年だっ

たからこそ、事業の方向性や、10年前にはまだ若者施策に取組む必要があるとは誰も考え

ていなかった時代に、社会が変化していく中で、家族や地域が支え切れないときには、行

政としての施策がどうしても必要なんだということにきちんと共有感が持てたことがまず

成果です。そして、いち早く若者支援の施策に取組んで、若者たちにきちんとメッセージ

をつくり出すことができたというのは、子ども・青少年協議会をつくってきた一つの喜び

であったし、そういう意味では、恐らくこれから世田谷区の根幹をなしていく若者たちが

この施策によって多く支えられて育っていくという時代を迎えていくのではないかと思っ

ています。 

 これから社会を担う直前の人たち、あるいは、担っている人たちに、「必要なときにい

っぱい失敗してください」というメッセージを伝えられることは私たちの喜びとなりま

す。普通、社会に出たら、失敗なんか許されないわけですが、もし失敗がもしあったとし

ても、やり直すきっかけを世田谷区は用意しています、そして、家族がもし支えられなか

ったとしても、社会の中でこれを支えることができる、そういう地域でありたいというと

ころは、若者たちにとってとても広い懐としての大人たちの姿であると思っています。そ

ういうものがなければ、若者たちは育たないと思いますし、居着くことができないと思い

ます。それについてはエビデンスも出てきており、世田谷は若者たちに対して、心やお金

もかなり注いでくださっています。そのような仕組みをつくり出している役割のひとつが

この協議会であるという自負は、皆さんも十二分に持ってくださっていると思いますし、

専門委員で入ってくださっている方々は、まさに事業の担い手として、十二分にその意識
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を持っていただき、事業実践を行ってくださっているだろうと思っております。そういう

意味で、今後も市民と専門家と、具体的には当事者の子どもや若者たちが一つのチームと

して、地域の中で生きていくことができるような世田谷でありたいと思っております。 

 私自身はここで引退をいたしますけれども、入澤委員と林委員は残りますので、この２

人を核にして次期の子ども・青少年協議会に、いいところはつなぎながら、そして、変え

なければならないところは積極的に変えていくという形で進めていくことができればいい

と思っております。 

 この10年間、かなりいろいろなことに関わらせていただきましたが、まだやらなければ

ならないことはいっぱいあると、入澤委員とはいつもお話をしているところです。そうい

う意味では、私たちが若者たちから学んだことはあまりにも多く、また、市民の方々がい

ろいろな形で専門性を発揮してくださる、この世田谷のありようというのは、ほかの地域

のモデルになっていくだろうと思っています。 

 これから、子ども・青少年協議会が一層、世田谷区の中での大きな課題をぜひ次期の活

動の核に入れ込みながら、活動していただけたらいいなと思っております。 

 10年間には、ある意味では、世界を視野に入れながら、しかし、日本中の若者たちに対

して、基本的なスタンスはここにあるんだよということをきちんと伝えることができる仕

組みが、世田谷の子ども・青少年協議会にはあったと自負しておりますので、皆さんのこ

れからのご活躍を心からお祈りしております。 

 私自身はこれからも区民ですので、いろいろな形で関わらせていただくことはできます

ので、よろしくお願いします。本当に様々な無理難題をお願いをした期になりましたけれ

ども、ありがとうございました。 

 これで終わりにいたします。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

○事務局 森田会長、委員の皆様、本当にどうもありがとうございました。 

 事務局といたしましては、今期の子ども・青少年協議会でご議論いただきました提言、

ご報告について、また内容を踏まえまして、より一層、若者支援に取り組んでまいりま

す。よろしくお願いいたします。 

 令和元年－２年度期につきまして、本日が最終回となります。委員の皆様、本当に２年

間どうもありがとうございました。 

 次期、令和３年－４年度期子ども・青少年協議会につきましては、６月から２年間の任



 35 

期として新たにスタートさせていただく予定でおります。今後もお力添えのほどよろしく

お願いいたします。 

 本日、委員の皆様にご提言いただきました報告書を十分に生かした形で、新しい２年間

を、委員の選任もさせていただき、取組んでまいりたいと考えております。改めまして２

年間のご協力に感謝申し上げます。 

 また、最後になりますが、森田会長には、今期の協議会だけでなく、これまで５期10年

にわたって、子ども・青少年協議会で会長をお務めいただきました。本当にありがとうご

ざいました。お忙しい中、多大なるお力添えをいただきまして、本当に感謝しておりま

す。今後もこちらの協議会にお力添えをお願いいたします。 

 それでは、閉会に当たり、子ども・若者部長の知久より一言お礼、ご挨拶を申し上げま

す。 

○事務局 子ども・青少年協議会の皆様方には、２年間にわたり今期のテーマについて熱

心にご議論いただき、ありがとうございました。 

 後半の１年は、先ほどからお話が出ていますとおり、コロナの影響で先が見通せず、当

初予定しておりました手法の中止、あるいは見直しなど制約がある中で取組んでいただき

ました。 

 入澤副会長、林委員をはじめ、小委員会の皆様には、先ほど経過をご報告いただきまし

たけれども、12回開催された会議への出席、オンラインでのグループ間での活発な討議を

通じて、モデル事業の検証を取りまとめていただきました。この場をお借りして、改めて

厚くお礼申し上げます。 

 そして、森田会長には、先ほどから出ていますが、５期10年にわたりまして当協議会を

導き、支えていただきましたことを、事務局を代表しまして、改めてお礼申し上げます。 

 今回取りまとめていただきました報告書につきましては、各委員の先生方が専門とされ

ている領域からの知見や視点、また、コロナ禍に生きる若者の率直な声や思いが反映され

ているものと感じております。本報告書を次期協議会に引き継ぐとともに、若者の参加・

参画をどのように施策に結びつけていくかを次期以降に取組んでまいりたいと考えており

ます。 

 結びになりますが、２年間にわたる協議会運営への皆様のご理解、ご協力に感謝申し上

げますとともに、引き続き区の子ども・若者施策へのご支援をお願いいたしまして、挨拶

とさせていただきます。長い間ありがとうございました。 
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○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、令和元年－２年度期第６回子ども・青少年協議会を閉会いたします。本日は

誠にありがとうございました。 

午前11時39分閉会 


