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子ども計画シンポジウム 

『子どもがいきいきわくわく育つ』ってどんなまち？ 

 
平成26年10月4日 

成城ホール 

【第１部】 

 
司会：皆さま、こんにちは。長らくお待たせいたしました。本日は「子ども計画シンポジ

ウム」にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせ

ていただきます、子ども育成推進課の香山です。どうぞよろしくお願いいたします。本日

はシンポジウムを記録するため、ビデオ、写真撮影及び録音をしています。ご了承いただ

きたいと存じます。それでは、シンポジウム開催にあたりまして世田谷区長の保坂展人よ

りご挨拶を申し上げます。保坂区長、よろしくお願いいたします。 
 
区長：皆さん、こんにちは。世田谷区長の保坂展人です。今日は「子ども計画シンポジウ

ム」ということで、「『子どもがいきいきわくわく育つ』ってどんなまち」と、大変子ども

にもわかりやすくて深いテーマだと思います。お集まりの方は皆さんご存知だと思います

が、全国的に少子高齢化社会と言われる中で、世田谷区では 5 歳以下の子どもたちが毎年
1,000人ずつ増えています。したがって子ども人口としては、乳幼児を中心に、小学生ぐら
いの子どもたちよりも 5,000～6,000人多いという逆ピラミッドに、少し下のほうがふくら
みかけているという、そのような人口形態になっています。これは日本全国ほとんど例の

ないことだと思います。 
 どうしてそのように子どもたちが毎年 1,000 人という規模で増えているのか。様々な総
合的な要因があると思いますけれども、一つ大きな背景として、人口流入、とりわけ若い

世代が地方都市から首都圏へということで、移動に加速がかかっていることも見逃せない

だろうと思います。また首都圏の中で、世田谷区で培ってきた子育て支援の様々なメニュ

ーにより、やはり子育てをしやすいまちという選択をして、世田谷区で子どもを生んでい

ただいているのかとも思います。おでかけひろばや子育てステーション、産後ケアセンタ

ーなどありますが、特に産後ケアセンターについては日本全国で例がない施設です。国の

制度にも都の制度にもありませんので、世田谷区が全部経費を出して運営するという形に

なっています。しかしそういうものが、これからの日本社会、特に少子化であるとか人口

減少ということが焦眉の課題だと言われている中では必要だと言われながら、まだ制度的

なバックアップは不十分なままです。国に対しても様々そういったものを、世田谷区だけ

ではなくて、応援してくれるように要望を強めていきたいと思います。 
 また、子育て支援の大きな課題である保育園の整備ですが、今、世田谷区では、数えて

みるとちょうど 12園を同時に手掛けています。過去そのようなことは一度もありませんで
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した。12 園の用地を確保して、あるいは国から借りて整備をする、運営をする事業者と調
整をしながら、担当所管課はフル回転な状況です。 
 こうした中で 2 年ほど前から、私は「子どもの声って騒音なのか」と、ツイッター等で
問いかけ続けましたけれども、最近になってまたその議論が再燃しています。東京都の都

議会のやりとりを聴くと、都の環境確保条例について、子どもの声について他の音と同じ

ように扱うことを改めることが検討されているようです。これは、ドイツで法律改正がな

されて、法律で「環境騒音ではない」と規定して、住民訴訟の道を封じたという一つの例

があるわけですけれども、世田谷区においては、近隣との関係を工夫しながら、努力に努

力を重ねて理解を得ることができるようにということでこれまで進めています。しかし、

こういったことが大きく論じられるようになってきたということは、やはり必要なことで

はないか。担当者だけがそのことを抱えて苦しむ、あるいは近隣の、その園の周辺だけで

議論があるというよりは、社会的に開かれた議論を区としても進められるような問題整理

をしていきたいと思っています。 
 このたび「子ども計画（第 2期）」の素案ができました。今日は、この素案について講演、
パネルディスカッション、そして若者たちも交えた議論を行い、この議論を経てさらに計

画を今日の表題にピッタリくるような中身にしていけたらと思っています。 
 
司会：ありがとうございました。続きまして子ども計画素案について講演をいただく東洋

大学社会学部長の森田明美先生をご紹介いたします。森田先生には、子ども計画第 2 期の
策定にあたりご意見をいただく「子ども計画研究会」の座長としてご協力をいただきまし

た。それでは森田先生、よろしくお願いいたします。 
 
【子ども計画（素案）の紹介】 
森田明美氏（東洋大学社会学部長） 
 
森田：皆さん、こんにちは。とてもいい季節になってきました。台風が近づいてきている

ようですが、今日だけはいい天気にしてくれて本当によかったと思っています。お忙しい

中を今日は子ども計画の紹介をさせていただくこの会にお集まりいただきまして、ありが

とうございます。私は、先ほどご紹介いただきましたけれども、子ども計画（第２期）自

体は区の責任においてお作りになるわけですけれども、それに厳しく要望あるいは指摘を

いろいろな形でしていく研究会というものを世田谷区は設けていまして、その座長をさせ

ていただいております。今日、私の方から、時間としては 25分ぐらいの時間しかありませ
んけれども、この計画の中で何を実現しようとしているのかということについてお話をさ

せていただきます。それを受けて、この研究会には日本の子どもたちの施策を作るところ

の第一線で活躍いただいている方々に参画していただいているのですが、その方たちに今

日お集まりいただいていますので、これが終わりましたら、皆さんがお感じになったりお
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考えになったりしていることを伺いたいと思っています。そのようなわけで私が冒頭で少

し全体像をお話ししたいと思います。 
 〔資料：子ども計画（第２期）の策定について（子ども計画策定にかかわる世田谷区の

特徴）〕世田谷区の特徴をいくつか確認しておきたいと思います。まず今、区長がおっしゃ

っていましたけれども、乳幼児の人口です。見ていただくとお分かりになるように、この

時期の子どもたちがこのように突出して多いわけです。このような自治体というのは本当

に日本の中に他にないわけで、この子たちが具体的には今乳幼児期ということで、いろい

ろ話題になっていますけれども、この世田谷区の中での保育待機児、あるいは様々な子育

て支援の必要性のある子どもたちということで、今、世田谷区の中であふれているという

状況にあります。これが一つ大きな特徴だと思います。 
 見ていただきますと、この子たちが徐々に大きくなっていくわけですから、そういう意

味で年齢的にも 0 歳から 5 歳の子どもたちが大きくなっていきますので、この世代がどん
どん増えていくことになります。今は乳幼児期ですけれども、これから小学校、中学校と

どんどん大きくなっていくことになります。このように子どもは必ず 1 年経つと 1 歳大き
くなっていきますので、世田谷区の中での課題というものは順々にまた変化していくとい

うことになります。 
 合計特殊出生率という、一人の女性が一生の間に生む数もこのように徐々に増えてきて

いるということで、世田谷区は今の段階でいうと、やはり子どもを生み育てやすいまちに

なってきていることになります。けれども、皆さんご存知のように、現段階では保育所が

足りないということで、本当に大変な状況にありますので、ここをどう乗り切るかという

ことがこの計画の中での大きな柱になっているわけです。 
 さて次に、世田谷区の子ども施策というものはどのように作られてきたかということに

触れたいと思います。世田谷区は子ども条例を作っていますが、この条例を一つ柱に少し

整理をしてみたいと思います。〔資料：子ども計画（第２期）の策定について（世田谷区の

子ども施策の構築過程）〕皆さんのお手元にありますので、後でまたご覧ください。簡単に

申し上げますと、平成 8年、今から 17～18年前のことですが、子ども家庭支援センターと
いう児童相談所の地域版のようなものが世田谷区の中にも作られました。そして、この先

ですが、平成 14 年。今から 12 年前ですが、子ども条例が世田谷区の中で作られました。
ここにありますように、この 12年間の間を見ていただくと、毎年のように新しい取組みと
いうのが作られてきました。簡単に言うと、条例という一つの法律を基に計画を作り、計

画に基づいて具体的な施策を作り、その施策を評価して新しく見直していく、それを繰り

返しながら世田谷区の子ども施策というものの全体像を作り上げてきたということになり

ます。 
 さて、世田谷区の子ども条例の特徴はどういうところにあるか。1回、子どもの人権擁護
委員の制度を作るにあたりまして条例改正をしています。もともとの理念のところを見て

いただきますと、大変重要なところなのですが、子どもがすこやかに育つことができて、
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子どもが育つことに喜びを感じることができる社会、これを作り上げるんだということが

世田谷区の中の大きな理念としてあります。平成 25 年の条例改正というところで言うと、
人権擁護が大きな柱として打ち出されたということがあります。そして、次期の子ども計

画ですが、私は 4つの視点、ポイントというものをここで整理しています。〔資料：子ども
計画（第２期）の策定について（世田谷区子ども計画（第２期））〕 
 1つ目は、今年は、子どもの権利条約が日本で批准されてちょうど 20年を迎えた年にな
ります。世界的にもこの子どもの権利に関する条約というものが、世界最大の国際的なグ

ローバルスタンダードとして位置づいているわけです。 
 この世田谷区の中でもとても大事にしてきた理念が、「子どもの今を支えよう」というこ

とです。「子どもが未来の主権者である」ということはよく言われるわけですけれども、子

どもにとってやはり今というのは非常に重要な時期です。日々、子どもたちにとっては大

切にされなければならないこの時期を、どんなふうに子どもたちの必要としているサービ

スの量、そしてサービスの質というものを私たちは提供していけるか、良いものに、そし

て十分なものにしていけるかということを考えなければならないということが一つです。 
 そして 2つ目に、世田谷区は、先ほども申し上げましたように、条例に基づいた計画と、
そして計画に基づいた施策の実施をしていきます。ある意味では必ずいつも全体像を見な

がらその施策が展開されていると私たちは思っていますけれども、いろいろな分野の施策

が実は子ども施策には関連しています。簡単に申し上げれば、保健の領域、あるいは福祉

の領域、あるいは教育の領域、こういった様々な領域が関連し合いながら子どもたちや子

育て家庭を支えていくわけです。そういう意味でいろいろな分野をつないでいく総合的な

視点というものが重要になってきます。 
 そして 3 つ目ですが、多問題家族。どうしても問題というのは、一つの家庭で何か問題
が起きますと、「なんでこの家庭にこんなにいろいろな問題が降ってくるんだろう」と思う

ほど問題が集中していくということがあります。具体的には、たとえば保護者の方が病気

になられた、そのことをきっかけにたとえば所得がなくなり、あるいは家族の中での争い

が起きる、時にはそのことの影響の中でたとえば暴力だとか、他の方が病気になっていく

ということが起きてきます。そういう意味で、問題が非常に複雑に入り組んでしまう家族

があります。基本的には子どもを育てることというのはそれぞれの家庭でできます。しか

し子どもたちというのは家庭の中だけでは育ちませんので、地域の中で、あるいは学校を

含めて、子どもたちの成長の過程の中でいろいろなところで育っていきます。この子ども

たちが地域の中で活動する時の支援というものも重要になっていきます。このような重い

家庭を支えなければならない、様々な問題を抱えている家庭を支えなければならないとい

うところから、あるいはより健康度の高い子どもたちをより積極的に支えていくところま

での重層的な支援というものが求められています。 
 また 4 つ目ですが、これは日本の中でも本当に特徴的な施策に今なってきていますけれ
ども、ちょうど子ども・若者育成支援推進法という法律が日本社会の中にできましたけれ
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ども、若者たちをきちんと自治体レベルで支えていくという仕組みが、なかなかまだでき

ていません。そういう意味では世田谷区の中では、妊娠期から若者期まで一貫した施策を

展開していくという意味で、継続的な施策を展開していくという柱をこの中に入れ込んで

います。 
 具体的にはこの 4つの視点。1つが今を支えるということ、2番目に総合的な施策である
ということ、そして 3番目に重層的な施策であるということ、4番目に継続的な施策である
ということ。この 4つの理念を具体化するということでこの計画は作られています。 
 これが具体的な、先ほど申し上げました、若者期を含んだ子ども計画になっているとい

うことです。そして「子ども計画」という形になっていますけれども、子どもに関わる計

画は単に子ども計画だけではなくて、具体的には基本構想、基本計画という総合計画があ

り、若者たち、子どもたちにも分かるようなものにしたいということで、このような冊子

も今世田谷区の中ではつくられています。 
 そして、この全体の計画の中で子ども計画というものの第 2 期が今つくられようとして
いるわけです。その時に一番私たちが大事にした、この計画の目指すべき姿の図は、実は

本当にこの 1 年間ずっと議論してきた図で、私たちにとっては大切な図であるわけです。
この真ん中に子どもが丸で囲まれていますけれども、子どもたちを真ん中にして、そして

様々に関わっていく大人たちがこの子どもたちを盛り立てていこう、そういう構造図にな

っています。具体的には、ここにありますように、保護者だけでないです。基本的には子

どもと家族というものを基本に据えていますけれども、区民も子育ての支援者の方々も、

そして区という一つの行政単位も、全体が力を合わせて子どもを育てていこう、こういう

図になっています。つまりこの計画の主語は「子ども」なのです。子どもたちがどう育つ

か、子どもたちはどう生きていきたいのか、子どもたちというものを主語にして私たちは

この計画を作りあげたいと思ったわけです。 
 計画では、重点政策というものを示しています。皆さんのお手元に A3の 1枚の紙〔世田
谷区子ども計画（第２期）素案の概要〕があると思いますけれども、これの一番右端に記

載しているのが重点政策になります。この重点政策というのは、全体の視点の中で作られ

ていく項目の中での重点、一番私たちが大事にしなければいけないものと考えています。 
 この中で私たちが重点政策として考えたのが、1 つが、妊娠期からの切れ目のない支援。
そして、近年非常に大きな課題になっています、虐待に対する対応です。これは、子ども

たちにとってみると最悪の事態になります。もっとも信頼して暮らしている保護者の方た

ちを中心として大人たちからの虐待ですので、そういう意味では早く、そして軽微なうち

に子どもたちをそこから救出しなければならない。そしてまた子どもたちだけではなくて、

そこが家族として回復していくための支援もその中で考えていかなければならない。その

ような仕組みをひとつ考えるということが、「妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防」

ということになっていきます。 
 続いて、「子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上」ということです。世田谷区は先ほ
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ど来申し上げていますように、毎年 1,000 人の乳幼児が増加し、保育園の不足ということ
が日本でトップクラスをいつも占めているという不名誉な状況にあるわけですけれども、

この問題に対して、一方では子どもの増加というものにきちんと焦点を当てながら、単に

量を増やすだけではなく、きちんと質を担保したところでサービスを提供していかなけれ

ばならないということがあります。そして具体的にはサービスを提供していくということ

なのですけれども、サービスというのは単に物を与えることではありません。シンポジウ

ムの中で皆さんと議論していきたいと思いますけれども、当然ですが子どもを育てるとき

の主体は、これは保護者でなければならないわけですから、保護者が喜んで子どもたちを

育てられるような環境、そしてそのための支援というのを私たちはしつづけなければなら

ないということがあります。 
 「世田谷区保育の質ガイドライン【案】」を皆さんのお手元にお配りしていると思います。

私もここで議論をさせていただきましたけれども、保育の質のガイドラインの中で大変長

い時間をかけて議論したことがあります。それは、基本的には私たちは、子どもが育つこ

と、そして子育て家庭の保護者の方々が喜んで子どもを育てられること、そのためにどう

いう、より良い質のサービスが提供できるか、そのようにきちんと保育の質というものを

考えていかなければならない。単に子どもがその日楽しく暮らせたというだけではいけま

せん。そこに保育の質というものに対する厳しい問いかけということをしながら、世田谷

区の中で子どもたちが、社会的な機関で育てられる限りにおいてはどこでもこの質が担保

されるようにしたい。そういった願いを込めて保育の質ガイドラインというものを今つく

り上げようとしています。ぜひこのガイドラインについても皆さんの様々なご意見をお寄

せいただいたらと思っています。 
 今申し上げましたように、一番大事なことは、子どもたちの生きる力というものを育て

ていかなければならない。そしてそのことを伝える、本当の一番の土台は家庭にあるわけ

です。その親たちがもっとも子どもたちに力を注げるように、私たちは適切な支援という

ものをしなければならない。ある意味で言えば大人たちがどのような形で子どもたちに関

わるかということで、子どもたちの成長は決まっていくといってもいいわけです。そうい

う意味で大人たちの正しい関わり方、そして子どもたちにとって重要なサービスというも

のが適切に提供されるようなことが重要になっていきます。 
 次に、策定にあたっての視点というもので、今お話したような重点政策を私たちは考え

ていますけれども、この時に大事にした視点としては 4 つあります。特にこの時に大事に
したことの中の 1つが、「地域で包括的に支えていく仕組み」です。世田谷区は 5地域に分
かれていますけれども、1つの地域が 20万人近いわけですから、それは、他の自治体にす
れば 1 つの自治体と言っても過言ではないぐらいの大きさになります。そういう意味で、
もっと小規模な地域の中できちんと子どもたちを育てていこうという大人たちの努力が必

要になってきます。そういう意味で、地域で支えるということ、そしてもちろんその中で

は区が果たすべき責任と役割は十分考えてもらわなければならない。しかしそれだけでは
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子どもたちは絶対に育たないということを私たちはこの議論の中で大事にしてきました。 
 具体的には、当事者の参加・参画の推進。これは、大人たちの参加・参画、つまり子育

て家庭の親たちの参画だけではなくて、今日後半の部分で議論される、子どもたち自身の

参画というものをとても大事にしていかなければならないと思っているわけです。そうい

う意味で、私たちが子ども計画の中に具体化しようとしていることは、こうした世田谷区

の中で実現しようとしている市民参加というものであったり、あるいは当事者参加という

ものであったり、あるいはその中で人々がネットワークを組んでいくということであった

り、こういった大人たちの中に出されている課題がそのまま子ども計画の中にも反映され

ていると考えてくださっていいと思っています。 
 〔資料：世田谷区子ども計画（第２期）素案の概要〕あとでぜひご覧いただきたいので

すが、世田谷区の子ども計画の全体像です。ここに「子育て家庭への支援」から「子ども

が育つ環境整備」というところまで大項目がつくられ、そしてそこに中項目がつくられて、

そして具体的な事業がその先につながっていきます。ちょうど今、子ども計画後期計画の

中で具体化されている事業として、皆さんのお手元に A3の紙〔資料：年齢別子ども・若者
施策一覧〕が配布されていると思います。今現在の世田谷区の主な施策の一覧になります。

それが、今後、修正がかかって新しい計画の施策体系になっていくだろうと思います。そ

の中で具体的に一番今重視されているのが、今回の場合は子ども・子育て支援事業計画に

なります。これにつきましては、ちょうど今から 2 カ月ぐらい前に、子ども・子育て支援
新制度に関するシンポジウムもさせていただきましたけれども、特に保育の計画を中心に

して事業計画を策定しています。実はその中で、皆さんも一番注目されている保育所の整

備についても謳っております。これは、もともと国が新たな制度を作るということになっ

て、運営は、基礎自治体が中心になって運営していく、そのための区の事業になります。

条例も作らなければなりませんし、具体的な事業の量や質、あるいは種類というものも全

て決めていくことになります。 
 この中で世田谷区の一つ大きな特徴があります。先ほど区長がおっしゃっていましたけ

れども、たくさんの保育所を作っていくのですが、世田谷区が作っていく過程の中で 0 歳
児の保育というのが、需要量まで整備できないという状況になっています。それは、保育

所を運営されている方はよくお分かりになると思いますが、0歳児の赤ちゃんだけの保育園
を作るわけにはいきません。どうしてもそこのところは、全体を作り上げていきますと 0
歳の赤ちゃんのところが少ない状況になるわけですけれども、私たちはそこの問題を取り

上げて、これをもっとみんなで考えてみようと議論しました。つまりワーク・ライフ・バ

ランスを具体化する一つのきっかけになるかもしれない。この事業計画の中で 1 歳のとこ
ろは予定数を超える状況までもってくることになっています。むしろ今の日本社会の中で 1
歳まで育児休業を取れる方たちについては、前倒しするのではなく、子どもたちと豊かな 1
年間を過ごしていただいて、そして 1 歳になったら復帰する。このような世田谷モデルみ
たいなものが作れたらどうだろう、このような話も私たちの中ではしているところです。
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次のパネルディスカッションではぜひそのような構想もお聞きいただければと思います。 
 〔資料：子ども計画（第２期）の策定について（需要量見込み、確保内容検討の流れ）〕

これがその計画です。国の手引では、3 から 5 歳の保育の希望は 33％となるのですが、議
論を重ね 43％はあると考えて事業計画を作っているところです。ここでいきますと、1・2
歳については、今現在の実績としては 5,300 人ぐらいなのですけれども、31 年度の確保量
としては 8,000人ぐらい、このような計画になっています。 
 そのような形になってきますので、ぜひ皆さんで、子どもを育てるということを喜んで、

楽しみにして世田谷区の中で営めるようなそのような環境を私たちはつくり上げたいと思

っています。 
 最後に、これは体制作りです。今お話したように、世田谷区では、私たちはここのとこ

ろに位置づいています、子ども計画研究会です。これからお話しさせていただく皆さんは、

日本の保育・幼児教育の中でも多様な場での論客として活躍されている方々ですので、ぜ

ひここからは皆さんと一緒に世田谷区の子ども計画の特徴というものをお話させていただ

けたらと思っています。冒頭、私に与えられました時間はこれで終わりましたので、次の

パネルディスカッションに移らせていただきます。どうもありがとうございました。 
 
司会：森田先生、ありがとうございました。森田先生には引き続きパネルディスカッショ

ンのコーディネーターとしてご協力いただきます。続きまして、子ども計画研究会の委員

によるパネルディスカッションを行います。パネリストの皆さまのご紹介は時間の関係で

省略させていただきますが、本日お配りしています資料の中にパネリストのプロフィール

を記載していますので、ご覧いただければと思います。研究会の委員の皆さまには様々な

意見をいただいて素案の策定に至りました。子ども計画への思いを大変皆さまお持ちです。

様々なご意見を伺いましたが、本日はこの計画にどのようなご意見をいただいたかについ

てお話をいただいて、計画策定に至るまでの様子を伺えればと思っています。それでは、

これより進行は森田先生にお任せしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【子ども計画研究会委員によるパネルディスカッション】 
天野珠路氏（日本女子体育大学准教授） 
池本美香氏（株式会社日本総合研究所主任研究員） 
猪熊弘子氏（ジャーナリスト、東京都市大学客員准教授） 
加藤悦雄氏（大妻女子大学准教授） 
普光院亜紀氏（保育園を考える親の会代表） 
 
森田：それではパネルディスカッションに移らせていただきます。今日登壇いただいてい

る方々は、先ほど私から紹介させていただきました子ども計画研究会のメンバーでいらっ

しゃいます。この方たち以外にもあと数名メンバーはいらっしゃるのですが、今日は様々
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なご都合でいらっしゃれないということで、お集まりいただきましたのは今日ご都合のつ

く方たちだけです。これまで毎月のように議論を重ねてきましたけれども、その中で今日

お話しいただくのは、計画の中でのそれぞれのお立場ですが、皆さんの紹介が簡単にあり

ますのでぜひご覧いただけたらと思いますけれども、それぞれのお立場の中で何を大事に

されてきたのかということを最初に伺おうと思っています。それがおそらく計画の中にい

ろいろな形で反映されていきますので、まずはそのことを一巡お話しいただきます。その

次に、この計画の中でいろいろご発言いただいてきたのですが、残念ながらまだ具体化で

きていない、この世田谷区の中で課題として残さなければいけないことについて、2巡目で
お話しいただこうと思っています。おそらくそれでだいたい時間になってしまうだろうと

思いますけれども、いろいろなところで執筆もされている先生方ですので、ぜひ足りない

部分は、皆さんいろいろな著書をお読みいただいて補足していただけたらと思っています。 
 それでは最初に猪熊さんからお願いしたいと思います。今日の順序は、猪熊さん、池本

さん、普光院さん、そして天野さん、加藤さん。このような形で進めたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
 
猪熊：皆さん、こんにちは。猪熊です。いつもお世話になっています。よろしくお願いし

ます。私はずっと雑誌とかいろいろな本に保育や教育の記事を書いたり、テレビやラジオ

でお話ししたりということをいつもやっているわけなのですけれども、やはり今も取材し

ているのが待機児の問題です。世田谷といえば待機児童というような形で最近取り上げら

れてしまうようになりまして、私はあまり世田谷を取材しないようにしているのですけれ

ども。この子ども計画の中でも保育の部分の問題では、待機児童をどうするのかという問

題がやはり一番大きくあったと思っています。たとえば今年の世田谷の待機児童は 1,109
人と発表されていまして、日本で一番多いと言われています。ですが、先ほど森田先生が

発表してくださった事例の中にもあったと思うのですけれども、とにかく 0 歳から 5 歳ま
での子どもの数が本当に多い。毎年、毎年 1,000 人ずつ増えていくという中で、待機児童
の問題に対して、何もしていないわけではない。そして実は利用定員というところでは去

年 1年間で 618人、保育を利用できる人の数が増えています。それでも待機児童が 225人
も増えてしまって 1,109 人になってしまったということで、何もしていないわけではない
のですが、やはり子どもが育つ時間というのはすごく速い。本当にきちんと一から保育園

を作ろうとしたらやはり 3年ぐらいかかります。0歳の子どもはもう 3歳になってしまう。
そうすると 0 歳の子どもで、と思ってきたのに 3 歳になってしまうと、出来上がったとき
にはニーズが違ってしまうというように、非常に待機児の問題というのは解決するのが難

しいと思っています。 
 いろいろな報道とか、私以外の、厳しい経済界からの追求で、「世田谷は企業を入れてな

いから待機児を解消できないのではないか」とか言われています。私もすごくひどいこと

を言われたのは、ある学者の人に、世田谷は待機児があんなにたくさんいるのに、独自の
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ルールで 0歳の赤ちゃんの保育室の面積基準として、国は 3.3㎡という最低基準を設けてい
ますが、世田谷は 5㎡で運用しています。保育の質ガイドラインの中にもありますが、5㎡
で運用していることに対して、待機児が多い「くせに」と言われたのです。「くせにおかし

いんじゃないか」と言われたことがあって、非常に腹立たしいと私は感じています。 
 私が大切にしてきたことというのは、たとえば待機児がいるから、「預けられれば何でも

いい」ではないと思うのです。「何でもいい」ではないところ、それはこの世田谷の保育の

質のガイドラインにもあるように「やはり守るところはきちんと守らないと子どもの命は

守れませんよ」というところを非常に大切にしてきました。ですので、確かに他の区から

見たら、すごく慎重に進めているのではないか、遅いのではないか、といった批判がある

かもしれません。しかし、それはやはり子どもの命を守るために、子どもの命は取り返す

ことができませんので、そこはやはり緩めることはできないと感じています。 
 先ほどの森田先生のお話の中で、子ども計画の主語は子ども、とありました。子どもが

どうなのかというふうに考えていくと、最近気になるのが待機児童の話の中でよく出てく

る言葉で「預けられればどこでもいい」「預けられれば何でもいい」というような保護者か

らの声です。でも、そうすると保育をする側、あまり好きな言葉ではないですが、保育サ

ービスを提供する側は、「預かってもらえればどこでもいい」という親に対応すると、やは

りそこは親と事業を提供するほうは合わせ鏡ですので、どうしても「預かれば何でもいい」

に落ちてしまう。そこに「子どもはどうなのか」という視点が欠けてしまうのです。だか

ら「預かればどこでもいい」「預かれば何でもいい」でなくて、やはり世田谷らしさ、世田

谷の質を担保した保育を守るのだということを重要にしていきたいと思っています。私か

らは待機児の問題ということでお話ししました。 
 あと、待機児童の問題がメインになってしまうのですけれども、家でお子さんを育てて

いる、0、1、2歳のお子さんを育てている方、そして幼稚園に入っていらっしゃる方もいま
す。その方々もとても多いので、どうしても保育寄りになってしまうところを、そうでは

なくて、そういった方たちもみんな、誰でも参画できるような、誰でもどんな子どもでも

この計画に入るような、そういったことも含めて考えてきました。保育園のことばかりが

どうしても取り上げられがちですけれども、地域のこれからの重要な子育て支援の拠点と

して、幼稚園というのも本当に今後は重要になってくると思います。大きな庭だったり、

大きな土地だったり、施設だったり、資源がたくさんあります。ですので、そこも幼保の

垣根を越えて世田谷区で一緒にやっていけるような、というところを提案してきました。

それも今後考えていければと思っています。以上です。 
 
森田：ありがとうございました。何でもいいわけではない。一回限りの人生ですので、そ

ういった意味でどう量を担保しながら質も担保していくかという、これは非常に難しいこ

となのですけれども、そのようなご指摘をいただいたわけです。 
 続きまして、池本さんから発表をお願いいたします。 
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池本：皆さん、こんにちは。私は、保育政策、教育政策を特に諸外国との比較の中で日本

のあり方を考えるという、そういう仕事をしています。世田谷区民ということもあり、今

日は私がお世話になっています園長先生も見えていて、日頃と少し状況が違って、「中に入

ってしまうと言いにくいところもあるな」などと思いながら若干緊張気味なのですけれど

も、今日は区民として、また実際に保育園や学童保育をまさに今利用している保護者の立

場からいろいろ感じているところ、そしてまたその中で世田谷区にこうあってほしいと思

っていたところについてお話ししたいと思います。 
 もともと保育政策は独身の時から調べていたのですが、それを実際に利用する立場にな

ってすごくいろいろ感じるところがありました。たとえば学童保育は、娘のところはつい

に 100 人を超えてしまいまして、本を読むのが本当に好きな娘なのですけれども、ものす
ごい騒音の中で落ち着いて本を読めない。このあいだ聞いた話では、そこに子どもがつっ

こんできて、静かにしていた子どもが骨折するという事故があったなどという話も聞きま

した。自分が子どもだったら本当にそこにいたいか、そこで子どもが豊かな放課後を過ご

せているかというところで本当に疑問に思うところがたくさんありました。また保育園で

は、一時期、待機児童になりまして、本当に途方に暮れた時期がありました。奇跡的に今

認可にお世話になって、非常に恵まれた環境にいます。 
 ただ 1 点その中で気になっているのは、乳幼児の場合は子どもが何か言うということは
できないわけですが、それについて「もっとこうあったらいいんじゃないか」「ここちょっ

と大丈夫かな」と親が思ったことを、みんな黙っているということをすごく感じています。

うちの保育園は保護者会も父母会も何もないので、保護者同士がつながる機会も非常に限

られています。昔であれば、そういうのは自主的につながれたと思うのですけれども、そ

ういうのが私もあまり得意でなかったりもするので、なんとなく思っていても言えずに、

「保育園との距離ができてしまっているな」ということを感じていました。 
 今日、受付にも本を置かせていただいたのですけれども、諸外国において親と保育園が

どういう関係にあるかというのをいろいろ調べましたら、組織的に保護者会、父母会は必

ず保育園や幼稚園には置かなければいけないという国もありました。そこの代表を選んで、

そこと保育園の先生方の代表とで定期的に会合を持って、そして保育園についていろいろ、

こうあったらいいのではないかということをざっくばらんに対話しながら園が運営されて

いるということが標準となりつつあるということも今回の調査で分かりました。そういっ

た親がそこにどうやって関わっていくかによって保育の質を高めていくというところに、

今後世田谷区も力を入れられないかと思っているところです。時間ですので、終わります。 
 
森田：ありがとうございました。池本さんは、ニュージーランドやヨーロッパなどのいろ

いろな国々との比較で様々な発言をしていただいたわけですけれども、グローバルスタン

ダードといわれる世界の潮流の中で、世田谷区はその牽引者でありたいという思いが私ど
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もの中にあります。子どもたちの幸せというのは大人たちが保障しなければいけないこと

ですので、そういう意味で精一杯そこのところを議論しているわけです。 
 次は普光院さんです。普光院さんにはぜひ親の会の立場から、親というのはどういうス

タンスで子どもたちの環境というものに関わっていけばいいのかというようなことをお話

しいただこうと思っています。お願いします。 
 
普光院：私は、保育園を考える親の会という、保育園に子どもを通わせている親たちのグ

ループの代表をしています。いろいろな保育の施策とか国や自治体の委員会等にも参加さ

せていただき、世田谷区の子ども施策についても長年にわたって関わらせていただいてい

ます。それで今回も子ども計画の研究会に参加させていただいたわけですが、猪熊さんや

森田先生からのお話にもありましたけれども、東京都内では本当に待機児童問題というの

が今深刻で、私も日々その問題と向かい合っているわけですけれども、その中でやはり悩

ましいのは質と量の問題だと思います。この解決のためには、実は子ども計画の理念が一

つ大事なこととして関わっているのではないかと思っています。今回の子ども計画の目指

すべき姿として「子どもがいきいきわくわく育つまち」を謳っていて、子どもが希望を持

って意欲的に今を生き、育っていけるように、親も地域も行政も様々な事業者等も、大人

がみんなで支え、子ども自身にも参加してもらおうということが謳われているわけです。

このことは、紙に書いてあるだけでは実現しないと思います。世田谷区は、行政としてそ

の環境づくりのために具体的に施策を行うわけですけれども、地域や区民の一人ひとりが

その意味を考えて、ともにまちづくり、地域づくりを支えていかなければ実現できないの

ではないかと思います。 
 9月 18日の朝日新聞の夕刊の 1面に、世田谷区ではありませんが、都心の区で園庭のな
い保育園が増えて、同じ児童公園に 5 つも 6 つもの保育園が行って利用するために、子ど
もたちが十分に遊べなくなっているという状況が記事になっていました。高層マンション

が林立する中にある保育園で、土のあるスペースがなく、タイル張りの広場を子どもたち

の遊び場にしているというようなことも紹介されていました。土地が高いから保育園のた

めに広い土地が確保できないというのは確かに現実ですけれども、このような現実をただ

容認しているだけでは子どもが本当に育っていける空間は永遠に確保できないと思います。

保育園年齢の子どもたちは、本当に思いきって走り回って、友だちとたくさん遊んで、本

領を発揮する環境を必要としています。遊ぶことで心や体が育つし、人間の子どもはこの

時期に複雑な発達をとげるので、育つためにたくさんの遊びを必要としていると思います。

けれども 1 センチ四方の土地さえも大人が所有しているこの社会では、子ども自身がスペ
ースを自分で獲得することはできません。つまり大人が意識して保障していかなくてはい

けない、そういう問題だと思います。高層マンションを建てるときに、なぜそこに子ども

も生活するということを織り込めなかったのかと、その記事を読んで思いました。デベロ

ッパー次第なのかもしれませんけれども、大人が大人の快適さしか追求しないようなまち
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づくりでは、子どもの育ちを保障していけないと思います。 
 世田谷区は、今、本当に大変な努力をして園庭のある保育園の整備に力を入れていると

思います。また自然環境にも世田谷区は恵まれていますから、この新聞報道のようなこと

はないとは思っていますが、しかし待機児童の多さ、早急に何とかしなければならないの

ですが、そのためにはやはり今計画がしっかり立てられて予算も投入される予定になって

いますので、あとは子どもが育つための、区民、そして親もそうですけれども、子どもは

育つということを区民や保護者がどういうふうに支えていくかというところに問題はある

と思います。 
 今、子ども計画で立てられている保育整備の計画、これをきちんと実現していただくこ

とが必要なのですけれども、そのためには用地の取得とか、開設とか、その後の運営など

に関して地域の協力がなければ難しくなっていくことがあるのではないかと思っています。

保育園のことだけではないのですけれども、家庭で、学校で、地域で、子どもたちがその

年齢にふさわしい形で自分を発揮し主体的に生きる権利をもっているのだということを、

大人が常に忘れずに考えておかなければいけないということを強く感じています。そのた

めに子ども計画の理念というものを、この機会にみんなで考えもっともっと議論していけ

たらいいと考えています。 
 
森田：ありがとうございました。子ども計画の中の理念というのが、皆さんのお手元の子

ども計画（第 2期）素案の最初に書かれています。私はいつも言っているのですが、「子ど
もたちは未来の希望だ」。そうですね、未来の希望なのです。しかし私は今回この前に、「子

どもは今を生きている主体である」。ここをなんとか入れていただきたい。これは実は子ど

も条例の前文にある言葉なのです。今を大事にされない子どもたちは決して未来にはつな

がらないのだ、そこを強く子どもたちの代わりに代弁していかなければいけないというこ

とをずっとこの研究会の中では申し上げているところです。今日は区長も副区長もいらし

ていますので、ぜひそこのところはお伝えをしておきたいと思っています。 
 では続きまして、天野先生お願いいたします。 
 
天野：皆さん、こんにちは。日本女子体育大学の天野と申します。烏山にある、地元世田

谷区の大学です。体育大学ではありますけれども保育者の養成を長らくしていまして、私

も毎年、保育園の先生、幼稚園の先生の養成に携わっています。私自身は保育園、幼稚園、

合わせて 20年近く勤めていました保育者です。そして日々子どもたちと格闘しながら、同
僚とともに保育の充実を、子どもたちが自ら遊び、自ら学び、自ら作り出していく、子ど

もと保育者がともに作り出していく、それでもやはり子どもであるということを常に意識

しながら、しかしなかなかそれがスムーズにうまくいかなくて、いろいろ悩みつつ迷いつ

つ 20年間やってきたと思っています。 
 その後、保育行政にも携わったわけですけれども、日本の認可保育園のバイブルである
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保育指針の中にある保育の大目標は、子どもが現在をもっとも良く生き、望ましい未来を

つくり出す力の基礎を培うということです。まず今が大事であるということは、本当に森

田先生が言われたとおりです。「将来、未来こうなるために今こうしなさい」「ちょっと我

慢しなさい」とかそういうことではなくて、現在をもっとも良く、いきいきとわくわく生

きなければならない。生きるということがまず主眼でなければならない。それとともに子

どもたちが将来、未来にわたって生きる力の基礎を培うためにどういうことを、どういう

経験をしたらいいのか、どういう遊びを展開したらいいのか、どういう発達の見通しを持

ちながら環境を設定したり整備したりしたらいいのか。保育というのは子どもの現在と未

来をつなげる営みであるというふうに思うわけですけれども、そういった保育者の、今日

は現場の先生方もいらっしゃるかと思うのですけれども、保育者はそういう格闘の日々だ

と思います。 
 そしてそこに 10年、20年ぐらい前から、保護者の視点、保護者が利用しやすいようにと
か、保護者がより安心して預けられるという視点、そこがとても強くなりました。そのよ

うな中で子どものため、保護者のためというような葛藤とともに、子ども主体の保育、保

育者が子どもを引っ張っていく保育、いろいろな綱渡りみたいなところを日々保育者の皆

さんは、悩みつつ迷いつつ、しかしやはり子どものためというところを軸に据えながら保

育現場で頑張っていらっしゃると思います。 
 この子ども計画の策定の時も、私自身はとにかく子どもを主語にということを意識して

発言してきました。先ほどから出ていますけれども、子どもを主語に、子どもが主体者で

あり、子どもたちが生きるということを核に据えたいという気持ちがとても強くありまし

た。皆さん保育現場の方たちは、毎月の指導計画、年間の保育計画や月の指導計画、いろ

いろな計画に則って保育を進めているわけですけれども、その指導計画を書くときに、た

とえば子どもを主語にしっかり書いてみようということをやっていきますと、たとえば子

どもに生活習慣を身につけさせるとか、させるようにするとか、子どもが友だちと一緒に

声をそろえて歌えるように指導するとか。何か「させる」とか、「そうなるようにする」と

か、もっと言葉を悪く言えば「しむける」みたいな、そういう文言は取って、子ども主体

の書き方に全部指導計画を変えていくと、全体の計画の雰囲気とか、ひいてはそこを実践

していく時の保育者の意識や園の雰囲気まで少しずつ変わってくるのです。こういった指

導計画を通して保育を見据えながら変えていくというような、そういったことも私は現場

の方と一緒にやっているのですけれども、そういった意味では「子どもを主体に」という

ことが、日々の実践や、それから見通しを持った継続的な取組みの中でどうつなげていく

か、つながっていくかということは今後ますます重要な課題になるのではないかと考えて

います。 
 それとともに保育の場が地域に開かれ、そして大人同士のつながりを子どもたちは本当

によく見ています。大人同士がどうつながっているのか、どう助け合ったり、支え合った

り、あるいは時に意見を戦わせたりしているのか。そういうところを子どもたちは本当に
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敏感に察して、そしてそのモデルというような姿を見て育っています。子どもの育ちとい

うのはそことすごく深く関わりますので、大人同士の関わり、そして開かれた保育の場、

地域とのつながり、こういったことが今後ますます大事なものとなってくると考えます。

以上です。 
 
森田：ありがとうございました。天野先生にいつも言われることは、「保育園にはもっと可

能性がある」ということです。現場にいらした立場から、いつも私たちはそこに支えられ

て、厳しく保育現場に向けた言葉を発しているということなのですけれども、もっとでき

ることがあるのではないか、もっと活躍する場があるのではないか、保育士も、そして保

育園も、そして世田谷区の中にある保育施設が、いろいろな種類があるわけですけれども、

そういったところがもっと力を合わせればもっといろいろなことができるのではないか。

そしてこれからですが、次の提案のところでまた話してくださると思いますけれども、み

んなが力を合わせて新しい、世田谷区の中での子どもが育つまちをつくっていくというこ

とかと思います。 
 最後になりますけれども、加藤さんから、そういった地域との関係ということで少しお

話をいただこうと思います。 
 
加藤：加藤と申します。よろしくお願いします。今回の計画のテーマが、「子どもがいきい

きわくわく育つまちをめざして」ということになるわけですけれども、そういうまちって

どういうまちだろうと考えた場合に、やはり少なくとも子どもが寂しい思いをしないこと、

あるいは子育てをされている方々が「寂しいな」と思わないこと。そうではなくて逆に、

かけがえのないいろいろな人とか、物とか、出来事とか、場所とのつながりを実感しなが

ら生きていくことができる。そしてやはり自分らしく、自分の頭で考えて自分らしく生き

ることができる。そういったまちが大事だと思っています。 
 そういったまちを可能にしていくためにやはり忘れてならないものとして、地域という

ものがあるのではないかと思っています。この計画をずっと読んでいきますと、ところど

ころに「地域」という言葉が本当にたくさん入っています。地域というのは少し曖昧な言

葉で、何だろうと思うかもしれませんけれども、ここで使われている地域というのは、や

はり単なる場所という意味での地域だけではなくて、そこでのいろいろな人と人との関わ

りであるとか、つながりであるとか、そういった意味合いをかなり色濃く「地域」という

言葉は含んでいると思います。 
 それでこの計画をこれから具体化していかなければいけないわけですけれども、実はこ

の計画を見ていきますと、たとえば地域の子育ちとか、子育て力の向上などということが

目標に掲げられているわけです。やはりこの目標というのが少し他の目標と質が違うのは、

これを具体化する上でやはり一人ひとりのこれからの行動に委ねられているという意味が

たくさん含まれています。一人ひとりが行動しないとこれは具体化していかない課題なの
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です。一人ひとりというのは、本当にいろいろな人が含まれていて、専門職であれば、も

しかしたら地域に出向いていかなければいけない、今までの業務とは違った動きをしなけ

ればいけないかもしれないし、ネットワークを作っていくことが必要になってくるかもし

れません。そして地域で暮らしている人にとっては、自分が担い手として関わっていく、

子どもと関わっていく、子育て家庭、保護者に声をかける。そういった一人ひとりの行動

がないと具体化していかない。そういった目標ではないかと思います。 
 この建物のすぐ隣に実は世田谷区の社会福祉協議会があります。今回の行政の計画と歩

調を合わせる形で世田谷の社協でも子ども・子育て支援の柱づくりをしていこうというこ

とで、私もそちらに関わっていましたので、何度もこちらに足を運んでいたわけです。地

域で支えていく、地域の人たちが支えていく仕組みも必要だろうということで、社会福祉

協議会では今までの子育てサロンとか、ふれあい子育てとか、そういった事業以外に先輩

保護者による産前産後のアドバイスとか交流会、あと市民社会や地域住民との助け合いに

よって作り出していく仕組みづくりなどもしています。私は少し関わっただけですが、今、

社協であるとか、社協の仕組みを利用して積極的に子ども支援、子育て支援に携わってい

る市民の方々がたくさんいらっしゃるということも実感しましたので、ぜひそういった仕

組みなども活用しながら、地域での、あるいは地域の人たちによる子ども支援、子育て支

援というところに一歩、一人ひとりが足を踏み出していくということが大事だということ

を実感しています。以上です。 
 
森田：ありがとうございました。 
 少しずつ専門性を変えて、計画に今反映しなければならないこと、あるいは専門家の立

場として主張されてきたことについていまお話をいただいたわけです。本当に短い時間で

申し訳ないと思っています。 
 もっと短い時間になりますが、2分ぐらいでそれぞれお願いしたいと思っていますが。こ
の計画の中で今ここから具体化しなければならない。ぜひここのところについては重点的

に考えてほしい、あるいはここではまだ実現できなかったけれどもこれからここを考えて

ほしいと思っておられるようなことがありましたら、ぜひご発言いただきたいと思います。 
 では猪熊さんからお願いできますか。 
 
猪熊：写真を持ってきたので、つないでいただけるとありがたいです。私は、いろいろな

ところの保護者の方や事業者の方から、今とてもつらい保育の状況を受けているといった

話を受けています。 
 世田谷区の基準がどれだけいいかという写真です。 
 施設によるいろいろな差ですとか、保育士さんの状況による差ですとかがすごく保育の

中で出てきています。そういうところを確実に、本当に良心的に、本当に子どものためと

いう主語でやってくださるような事業者がきちんと入れるような仕組みを作るために、施
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設ごとにいろいろな情報公開をするといったことを組み込めたかと思っています。ただ、

これからもう少しこういうところに組み込んでいかなければいけないと思っているのは、

一方で保育園などに来られない、預けずに自分のところで育てているお母さんたち、お父

さんたち、そういった方たちへの支援をもう少し手厚く、そして NPOとか地域の人たちの
取組みでできないかと思っています。 
 先ほど少し言ったのはこれなのですけれども、面積の基準で、0歳の赤ちゃん 1人につい
て 3.3㎡という、オレンジのラインが国の基準なのですけれども、世田谷は 5㎡を基準とし
ています。このように条例で、数字で守ることというのはやはりすごく重要だと思ってい

るので、こういったことをきっちり守れたらいいと思います。 
 
森田：ありがとうございました。在宅子育てというものについては、特に今回 NPOの方々
の取組みが世田谷の中でもだいぶ進んできています。ぜひそういったものを、世田谷らし

さというのはそこにもあるわけなので、遊びや在宅、こういったところの支援というもの

にぜひこれからも活動ができるような仕組みとして展開したいということがあります。 
 続きまして、池本さんお願いします。 
 
池本：時間が少ないのですけれども、3つ、私がこれから世田谷区でできないかと思ってい
ることについてお話ししたいと思います。1つは、先ほども触れたのですけれども、今回の
計画策定にあたっての視点の一番初めにありますように、当事者の参加・参画の推進とい

うことがありますが、親や子どもの意見を聞く、親や子どもを参画させることによって質

を上げていくということをぜひやれないかと思っています。今回、海外を調べて、そうや

って親たちが意見を言う場が必ずどこの保育園でも保障されているということなどは、世

田谷でもやろうと思えばできるのではないかと思います。保坂区長も以前、父母会設置を

厚労省として推奨すべきではないかというご発言を議会でされているのを拝見させていた

だいたのですけれども、そうやって親が保育について関心をもって、それをアイデアとか

ボランティアで手も足も出しながらみんなで、共同生産で保育を作っていくということが

できるといいと思います。そして保育園の場ももっと開いて、海外などですと保育園の場

所でお母さんたちやお父さんたちがお茶会を開いたりして、みんなの場所になっていって、

それでみんなで作っていくという、かなり保育の概念をガラッと変えるようにまで踏み込

めないかと思います。あるいは海外だと、親自身が保育園を運営するという、今、日本だ

と株式会社というのがすぐ出てきますけれども、そうでなくて、足りなかったら親たちが

自分たちで作るという、そのような選択肢も区として支えられないかと思います。 
 あともう一つは、先ほど言いました、子どもに意見を聞くということです。たとえば娘

が学童にいても、娘は絶対にそのことについて、自分からは意見を言わないです。我慢す

るということに慣れてしまっていて、私が言おうとすると「お母さんやめて」と言うぐら

いです。そういう形で子どもたちの意見がなかなか、聞いてあげなければ出てこない状況
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なので、それを聞くことでどんどん保育や学童、学校は良くなるということをやってほし

いと思います。その際にもう一つ、学校現場であれば学校の図書室を使わずに学童の場だ

けで過ごしているこということもあるので、教育と福祉の連携もなんとかしてほしいとい

うことです。そういう連携というところが 3 点目なのですが、世田谷区はすべての学校で
コミュニティスクールをやっていますが、それが小学校だけで閉ざされてしまうのではな

くて、保育園や中学校など、もっと総合的に小学校区で何かつなげられないかということ

も一つ思っているところです。たとえば保育園の運動会の日が学校の登校日にかかってい

るので卒園児たちは保育園の運動会に来ることができない、というのが今の区立の保育園

と学校の関係になっていて、そこのところは本当にもったいなくて改善できることかと思

います。以上です。 
 
森田：では普光院さん、お願いします。 
 
普光院：私も 3 つほど話したいと思います。まずこれは今回の子ども計画の議論の時に私
からお願いしたことなのですが、放課後児童クラブの基準が、国では新制度の中で作られ

ています。世田谷区の場合は、新 BOP という形で放課後児童クラブをやっていますので、
その時に定員とか規模などを国の基準に準拠したものにしていただきたいということを会

議の中で意見として言わせていただきました。その点は配慮されて条例なども作られてい

るかと思います。 
 2点目には、父母会、親の会を保育園等に積極的に設けるという、今の池本さんのご意見
には、私はもともとそのような意見ですけれども、大賛成です。ただ保護者たちは今とて

も忙しいのです。本当にどんどん仕事が忙しくなってしまっていて、「父母会がないところ

がいい」という保護者も中にはいるわけなのです。保育園を考える親の会などでは、「父母

会の役員をやるとすごくいいことがあるよ」ということで、「こんないいことがある」とい

う親の会の体験をいろいろ紹介したりして、父母会をやるのはお得だということをアピー

ルしているところなのですけれども、そういった空気作りも大事なのではないかと思って

います。 
 それから、3点目は少し細かいことになってしまうのですが、今の父母会をやるにもワー
ク・ライフ・バランスが必要だという話なのですが、このワーク・ライフ・バランスと保

育時間の関係です。今回の新制度では、11時間と 8 時間というように保育標準時間、保育
短時間という区分を新しく打ち出しまして、保育量が違ってくるわけです。今までの保育

園の保護者はふつうに、入園の時とか年度ごとに、保育園とお約束した時間にお迎えに行

くとか、土曜日仕事がなければお休みをするとかいうことは各保育園でもう常識化してい

ると思います。しかし、新たにこの制度が打ち出されますと、最大利用時間 1 日 11 時間、
最大利用時間 1 日 8 時間という言葉が一人歩きしてしまって、週 6 日毎日これだけの時間
を利用できるという勘違いが、勘違いではないのですけれども、これはあくまでも最大利
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用時間であって、国としてもこれは最大の利用時間であって、保護者は仕事が終わればお

迎えに来るし、土曜日お休みであれば保育園もお休みすると考えていますと、政府の文書

の中には書いてあるのですけれども、いまひとつ明快な説明ができていません。 
 この最大利用時間というのは何なのか。11 時間、8 時間というものをどう説明するのか
というのは、これはやはり保育園と保護者の間だけで明快な位置づけ、解説をするのはと

ても難しいので、私は、国や自治体がこの最大利用時間の中で、親は必要時間を利用し、

そして必要時間は十分保障されなければいけないのですが、「仕事が終われば子どもとの時

間をとるんですよ」というお説教ではないのですけれども、「とることを前提とした制度な

んですよ」ということについて何らかの説明をする必要があるのではないか、今私の中で

も明確な言葉が出てこなかったのですが、何かきちんと明文化する必要があるのではない

かと感じています。以上です。 
 
森田：それでは天野先生、お願いします。 
 
天野：保育の質をどう担保するか、どういう保育園がいい保育園なのか、どういう保育環

境がいい保育環境なのか、そういったところは本当に様々な視点や基準があると思うので

すけれども、全体的に言えば、池本先生もよくご存知のように、配置基準、面積基準とも

に日本は非常に低いというか悪いです。 
 たとえば幼児 30人を 1人でみるなどということは、ほかの国ではまずないことです。あ
るいは面積も、先ほど 3.3㎡が国基準で、世田谷は 5㎡とありましたけれども、北欧などで
は 7㎡とか 8㎡というところも多いですし、乳幼児 15人以上を 1人でみるなんてことはま
ずあり得ないというような、そういったところが多い中で、日本は集団で子どもたちをみ

るという、小学校のミニ版といいますか、そういう考えがずっとありました。その乳幼児

の特異性といいますか特性といいますか、「乳幼児にとって」という視点をもう一度再構築

したいと私は思っています。そういうことを現場の、じかに日々保育されている方ととも

に考え、そのことをまた保護者の方や地域の方、関係者と共有していながら模索していき

たいと思っています。 
 たとえば、良いものの案ができましたけれども、「保育の質のガイドライン」の 7ページ
のところに（3）保育環境、いろいろな視点がありますけれども、ここの中で下の方に枠が
あって、2 つ目の四角の枠のところですけれども、「子どもが興味意欲のもてる玩具、遊具
が、子どもの手の届きやすい場所に一定の数が用意され、子どもが自由に手に取って遊ぶ

ことができるように整理されて置いてある」とあります。園に行くと、安全のために、子

どもが口に入れたりしないために、いろいろなオモチャはあるのですけど全部押し入れに

しまってあります。これはやはり良くないわけです。子どもは自由にそこに行って、「あれ

面白そう」「あれさわりたい」「あれどんなのだろう」と、赤ちゃんの時からそういう自主

性、主体性、自ら動くという、心と体を動かすということが大切です。その下のところに
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も、「子どもたちが遊びこむことができる時間と空間への配慮、自由な遊びコーナー等、子

どもの自主性、自発性を尊重する工夫がされている」とあります。自分たちで遊びを紡ぎ

出す、自分たちで遊びを発見するとともに、遊びを選んだり、その遊びから次の遊びへつ

なげていったりする、そういった子どもたちの面白さ、すばらしさというものは「私たち

はその芽を摘んでないだろうか」といつも私自身も反省しながら保育をしていました。 
 そういった就学前の子どもたちの遊びの重要性、遊びを通して、生活を通して学んでい

る、幼児教育というのは本来そこだと思うのですけれども、そこの大事さを保育園でも、

小規模の保育所でも、それから幼稚園でも、今後増えるかもしれない認定こども園でも、

それから子育て支援の場であろうと、何か価値観なり考え方なり、統一する必要はないの

ですけれども、どういうことが就学前の子ども、乳幼児期の子どもにとっていいことなの

だろう、いい環境なのだろう、どういうことがさらに子どもの育ちにつながっていくのだ

ろう。そういったことを、垣根を取り払ってともに関係者がもっともっと模索しながら、

実現できることを、世田谷区の中で形に、目に見えるものにしていければいいと思ってい

ます。 
 また、公立保育園のベテランの先生たちが、そういった意味ではいろいろなつなぎ役と

いいますか、地域の中でいろいろな保育の場、子育て支援の場をつなぐ、コーディネート

の役割を果たしてくださる方が、きっとそういう力のあるベテラン保育士がいるのだろう

と思います。そういう方にもっともっと活躍していただきたいと思っています。以上です。 
 
森田：では加藤先生、お願いします。 
 
加藤：では 2 点だけ申し上げたいと思います。先ほど猪熊さんの写真でも出ていましたけ
れども、たとえば保育所の面積基準を緩和してでもたくさん子どもを入れなさいとか、結

構経済界を中心に世田谷区に対する批判などが激しいわけですけれども、やはり私は市場

原理で子どもは育たないと強く感じます。やはり面積を少なくしてたくさんの子どもをそ

こに詰め込んでいって利益を出そうとしたら子どもはもちろん豊かに育たないわけです。

さらには関係性に関して考えていきますと、たとえば「100 円払ったのだから 100 円分ち
ょうだい」といった関係の中で子どもは育っていくのではなくて、対話であるとか、手間

をかけるといった贈与であるとか、やはりそういった関係がないと子どもは育たないので

はないかと思っています。子どもは本来市場原理の中で生きているのではないということ

が言えるのではないかと思います。 
 あと、先ほどの地域の話でいいますと、地域というと、最近いろいろな事件があって、「ち

ょっと避けたい場所」というイメージが強まっているわけですけれども、ぜひ信頼のでき

る人がたくさんいて、安心のできる場所なのだというところを、先ほどの話とも関連しま

すけれども、少しずつ、一人ひとりの行動によって作り上げていくということが第一歩と

して大事かということを感じています。以上です。 
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森田：ありがとうございました。本当はもう一回りいきたかったのですが、やはり予定通

り二回りが限界でした。最後に私から一言申し上げたいと思います。 
 先ほど私の話の中で、冒頭、「年齢別子ども・若者施策一覧」というのを皆さんのお手元

にお出ししました。これが今の世田谷の施策です。見ていただくと本当にいろいろな施策

があると皆さん思われるだろうと思います。実はこの右の方にあるのが、中・高校生以降

の、いわゆる子どもたちが家庭の中から徐々に社会に独り立ちしていく、そういう過程で

使っていく事業ということになります。具体的には、一番端を見ていただくと 39歳と書い
てあります。これが世田谷区が若者支援の対象としている年齢なのですが、実は私は長期

構想の委員として、昨年、ずいぶん長く議論をさせていただきました。その時にもやはり

世田谷区の中で、人生というのは循環していく、人々の暮らしというのは循環していくわ

けです。乳幼児期から青年期、大人になって、そして人によっては親になるし、人によっ

ては親にならない方たちもいらっしゃるわけですが、子どもであり続ける人たちと、親に

なってまた次の世代を育てていくという、いろいろな暮らし方があるわけです。その中に

は家庭の中でいろいろ問題を変えていく、あるいは家庭の中にひきこもっていかざるを得

ない人たちもたくさんいらして、世田谷区の人口の中でいえば、数千人の若者たちがその

中で苦しんでいるということが明らかになっています。 
 今までは、子どもを育て、その育った子どもは、大人になれば自己責任で、あとは自分

の力でがんばってください、このような社会であったわけです。しかしこれからの日本社

会が超高齢社会になっていく時に、本当にこのまま子どもたちを、親子関係の中で年齢を

重ねていく中でそのまま放置していいのだろうか。親子関係でいえば常に子どもの状態で

す。そういう意味で若者たちをきちんと支えていく、そういった社会でありたいというこ

とも実はこの議論の中に入れ込む中で、中･高校生から徐々に大人になっていく時に、社会

の一員としてきちんと活動していただけるような子どもたちを育てていくということと、

そしてまたなかなか自立できない、家庭の中で悶々と日々を送っている若者たちに対して

は一定の社会からの支援という手を差しのべたいと思っています。それが具体的には若者

施策の柱になってきているわけです。これはまだ本当に緒に就いたばかりで、世田谷区の

中でも手探りの状態で始められているわけですが、この取組み自体は、東京都や国の施策

とつながりながら新しい日本社会の大きな若者施策としておそらく展開していくことにな

るだろうと私は思っています。 
 つまり、世代というのは循環していくのだということ、そして子どもがいる社会という

ものはやはり幸せな社会であるということ。今日、冒頭ですが、保坂区長がおっしゃった

ような、「子どもの声は騒音か」というお話がありました。実はちょうど先日、私が評議委

員をさせていただいている児童養護施設の中に保育園がつくられることになって、そして

その保育園の名称を、地域の方たちが多数候補の園名を出してくださったというお話があ

りました。この園が来年 4 月スタートすることを地域の方たちが本当に期待して待ってく
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ださっているというお話がありました。本当にうれしい話です。つまりそれは何を指すか

といえば、それまでのその施設の営みそのものが地域の方々に評価され、そして次の新し

い事業展開を地域が喜んで受け入れてくださる。施設や事業が地域とともに展開していく

という、まさに世田谷のあるべき姿を一つ示してくれたのだろうと私自身は思っています。

そういった意味で子どもと暮らすことは地域の喜びです。もちろんそれぞれの家庭の喜び

でもあるけれども、地域の喜びです。仕事をし、社会の一員として認められる中で子ども

も育てていくのだと。こういった世田谷の中での暮らしを実現していくということ、これ

を保障するような施策でありたい。決して子どもを家庭から奪い取ったり、あるいは保護

者から奪い取ったり、そのような施策をしたいわけではない。地域の中で子どもたちが育

ち、親も育ち、家庭も子どもを育てることが喜びになっていく。そのような仕事や暮らし、

そしてその中で子どもが育つという社会をこの世田谷区の中に具体化していきたい。それ

は本当にたくさんの事業や、あるいはいろいろな人たちの努力が必要なのです。決して区

の事業だけが行うわけではない。様々な市民のそうしたあたたかい見守りを含めた営み自

体がこれを育てていくと私たちは思っています。 
 そういう意味でこの子ども計画の崇高な理念を私たちは生かしていかなければいけなく

て、大変な努力をみんなでしていかなければいけないということだと思っています。ただ

この事業というものがやはり世田谷区の中核を為す事業であると私たちは思っていますの

で、あと数か月になりますが、この研究会を私どもは精力的に展開させながら、この計画

の具体化に最後まで尽力したいと思っています。 
 本当に舌足らずな報告になりましたけれども、ぜひ皆さんの様々なご意見をこの計画に

お寄せいただいて、この計画が世田谷区の中での子どもたちの育ちにとって中核の計画と

して羽ばたくことができるように、皆さんのご協力を得たいというふうに思っています。

今日は本当にどうもありがとうございました。 
 
司会：森田先生、パネリストの皆さま、ありがとうございました。大変熱い思い、それか

らご意見、世田谷の「子ども計画」に対するご意見をいただきました。どうもありがとう

ございました。 
 休憩に入ります前にここで 1 つお願いがあります。講演の中でもご案内させていただき
ました「世田谷区保育の質ガイドライン【案】」をお配りしています。お時間がないかと思

いますが、ご覧いただきまして、ご意見等がありましたらアンケートに記載いただければ

と思います。それでは 10 分程度休憩させていただきたいと思います。こちらの時計で 15
時 10分から開始いたします。よろしくお願いいたします。 
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【第２部】 

 
【子ども計画を子ども・若者と考える】 
櫻井龍太郎さん＜コーディネーター＞（せたがやっ子参画推進パートナーズ） 
香取実沙さん（若林児童館 OG、ユースミーティング世田谷 OG） 
加藤春日さん（若林児童館 OG、ゆう杉並 OG） 
横尾直美さん（野沢児童館 NLP） 
永澤由紀子さん（世田谷リーダースクール） 
木村春菜さん（ユースミーティング世田谷） 
岡田朱里さん（Activity for Students） 
 
司会：ただいまから「子ども計画シンポジウム」の第 2部を開催いたします。 
 第 2 部は、現在、地域で活躍していらっしゃる高校生にパネリストになってご登壇いた
だきます。なお、ご登壇を予定していました青少年松沢地区委員会のジュニアリーダーの

方は体調不良のため本日は欠席となりました。ご了承ください。 
 また、現行の子ども計画策定の 5 年前に、中高生として地域で活動したり計画策定にご
意見をいただいた若者にもご登壇いただいています。コーディネーターもそのうちのお一

人であります櫻井龍太郎さんにお務めいただきたいと思います。 
 それでは、これより進行は櫻井さんにお任せしますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
 
櫻井：これから第 2部を始めたいと思います。 
 私は今、NPO 法人せたがやっ子参画推進パートナーズで理事を務めています櫻井です。
よろしくお願いいたします。 
 私は、5年前の子ども計画後期計画の策定の際のシンポジウムに、世田谷区の教育委員会
が行っていたジュニアリーダークラブの高校生として登壇をしました。その後に、ユース

ミーティング世田谷、世田谷リーダースクールなどにも関わりつつ、中学生、高校生とと

もに、この世田谷区に対して、提言やいろいろな活動のサポートなどを行ってきました。 
 本日は元気な高校生と、5年前、私とともに後期計画のシンポジウムの際に登壇した若者
2人にもお越しいただいています。どうかよろしくお願いいたします。 
 早速始めていきたいと思いますが、最初に、今回、来てくれている 7 人の若者たちに、
まず自己紹介と、今どんな活動をやっているのかをお話していただき、5年前に出てくれた
OGの 2人には、5年前どんな活動をしていたかと、この 5年間でこんな活動をしてきたと、
報告も兼ねて自己紹介をしてもらいたいなと思います。 
 では、こちらから順番に、加藤さんからお願いします。 
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加藤：こんにちは。日本大学藝術学部 2年の加藤春日です。よろしくお願いします。5年前、
シンポジウムに参加させていただきました。5年前は、地元の若林児童館で、中学生として
職員さんの企画のお手伝いとか、自分たちでも遊びたいという気持ちを素直に職員さんに

伝えて屋上で遊んだりとかしてすごく楽しい日々を過ごしていました。 
 5 年の間に、私は高校生になって、杉並区にある児童青少年センター、「ゆう杉並」と呼
ばれる施設の中高校生運営委員会でゆう杉並の運営のチェックを主に行ってきました。職

員さんと同じ立場で利用者の意見を聞きながら、ゆう杉並がどういう施設であったらいい

のか考えながら、施設の運営について 2年間活動してきました。 
 今は大学生になり、OGとしてゆう杉並に関わらせていただいています。 
 
香取：皆さん、こんにちは。東京農業大学 2年生の香取実沙です。5年前は、隣にいる加藤
春日と一緒にシンポジウムに出て、若林児童館で遊んでいました。 
 5年間の間に、ユースミーティング世田谷という、区に意見を伝えるための中高生の会議
体や、中高生支援施設オルパ、中高生のための施設のスタッフをやっていたり、今は、区

の小学校で PP（プレイングパートナー）の活動や、若林児童館ではないのですけれども、
ほかの児童館でキャンプの引率、大学のサークル活動で子どもと遊んだりしています。 
 5年前、シンポジウムに出たのをきっかけにリーダーチームを若林児童館でもつくり、少
しですが活動しました。 
 
横尾：皆さん、こんにちは。深沢高校 3 年の横尾直美です。今は野沢児童館で、野沢リー
ダープロジェクト、略して NLP という中高生の活動をしています。NLP は、地域の人と
の交流、子どもたちと楽しむこと、自分たちが楽しむことという 3つの柱で活動していて、
年度の最初に総会を開き、NLP の中高生が集まって、地域との交流や子どもが楽しめるよ
うな企画をみんなで考えて 1 年の計画を立て、実行委員も決めてそれを実行していくとい
う活動をしています。 
 例えば 12月だと、サンタプロジェクトというものをやっています。希望がある親御さん
いますかと募集をかけ、その人のお家に行って親御さんたちと中高生が話をして、例えば

サンタさんが本当にいると子どもに思わせたい、私たちに本当のサンタさんをやってくだ

さいという親御さんの話を聞いて、12月の 20日～24日の時期に親御さんがイメージする
のと全く同じことを私たちが実現します。そんな交流もしつつ、児童館で子どもと遊びつ

つという活動をしているのが NLPです。 
 以上です。 
 
永澤：こんにちは。聖ドミニコ学園中学高等学校に通っている永澤由紀子です。 
 私は世田谷リーダースクールに所属していて、普段、野毛にある野毛青少年交流センタ

ーで活動しています。1年の活動は、父の日や母の日に、小学生を対象に野毛青少年交流セ
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ンターに集まってもらって写真立てをつくったり、春と夏にキャンプをやったり、10 月に
行われる野毛の交流センターで行われる祭りの準備と当日の販売や、クリスマス会などを

しています。 
 世田谷リーダースクールの主な活動として、小学校 5～6年生を対象に行っている春と夏
のキャンプがあります。私たちの活動を知ってもらうというのもありますが、今ビルなど

がたくさん建っている中で、自然が多いところにキャンプに行って遊んだり、都会にはい

ないような虫とか動物に触れ合ったりして遊ぶ、親からの自立の目的で自分の両親がいな

いところで自分で生活していく、同じぐらいの年の知らない子たちと協力してキャンプを

楽しんだり、料理をつくったりするのですが、そこで役割分担して協調性を養うことも目

的に活動しています。 
 終わります。 
 
木村：こんにちは。世田谷総合高校 2 年生の木村春菜です。私はユースミーティング世田
谷（Y せた）という団体に所属しています。ユースミーティング世田谷は月に 2 回、世田
谷区役所で、世田谷区をよりよくするためにはどうしたらいいか話し合っています。今ま

で、中高生の居場所や環境など、いろいろなことについて話し合ってきました。今年度は、

今の高校生ができる未来のための交流について話し合っています。 
 Y せたの中で話し合ったことを 2 年に 1 度、報告書として区長さんに提出しています。
そのほかにも、世田谷区民まつりにボランティアとして参加したり、直接区長さんと話し

合う意見交換会に参加しています。 
 以上です。 
 
岡田：こんにちは。千歳丘高校 2年の岡田朱里です。3日前まで熱でダウンしていて、今も
鼻声だったり、たんがからんだり、喉が痛かったり、少々聞きづらい場面があると思いま

すが、よろしくお願いします。 
 私は、Activity for Students、略して AFSという団体を今年の 3月に自分たちでつくり
ました。先ほど香取さんのお話にあったオルパという京王線の千歳烏山駅にあった烏山中

高生世代応援スペースに通っていた子たちと一緒につくりました。 
 AFS は、中高生が地域で活躍できることを伝えること、中高生の居場所をつくりたい、
中高生に自分の地元を好きになってもらいたい、そして、世田谷に貢献したいということ

を目的につくりました。このことを応援してくれたオルパがなくなってしまったのが残念

です。 
 私は小学 6 年生までずっと児童館にいて、中学からは部活が本格的に忙しくなってあま
り行けなくなってしまったのですが、高校からまた行き始めました。今日はよろしくお願

いします。 
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櫻井：ありがとうございます。 
 今日はみんなとても緊張しているので、皆さん、笑ったり、ああ、そうだよねとか反応

をいただけると、みんなも僕も緊張が和らいでいけます。黙って怖い顔をして聞いている

と、ああ、これちゃんと聞いてくれているのかな、嫌なことを言ったかな、みたいな感じ

になってしまうので、温かくお見守りいただければと思います。 
 今回のシンポジウムは、「子どもたちがいきいきわくわく育つまちってどんなまち」とい

うテーマとなっていますので、それを現役の高校生と、OGの大学生の 2人と話をしていけ
ればと思っています。 
 最初に、OGのお 2人から、5年前のシンポジウムに登壇したときにこんなことを発言し
たけれども、今、世田谷はどんな感じなのかなというのを話をしてもらって、その後、現

役の高校生たちから、いきいきわくわく育つって何が必要なのだろう、私たちはこんなこ

とを求めているよ、逆に今こういうのがあるけれども、とてもいいから、もっともっと広

めてください、そういう意見を聞いていきたいと思います。それをメインに第 2 部は進め
ていきたいと思っています。よろしくお願いします。 
 先ほど皆さんの自己紹介があったのですが、オルパは中高生世代応援スペースとして、

昨年度、9カ月間の世田谷区のモデル事業として、私どもせたがやっ子参画推進パートナー
ズが運営していた施設です。野毛にあった青年の家が新しくなって野毛青少年交流センタ

ーとしてリニューアルオープンしたのですけれども、そこで僕は今、働いていますので、

そういう話もしつつ進めていきたいと思います。 
 では、早速 OG の 2 人から 5 年前と比べて、今、世田谷どうなったのかという話をして
もらいたいと思います。最初に香取さんから話していただいて、加藤春日さんからは、杉

並区で活動してきたので、杉並区と世田谷区を比較しつつ話をしてもらえたらと思います。 
 では、香取さん、お願いします。 
 
香取：5年前、シンポジウムに出させていただいたときは区役所の大きいホールでした。私
たちは本当にただの中学 3 年生で、ただ児童館で遊んでいただけなので、ものすごく緊張
して何をしゃべったか覚えていないので見返してみたら、私は中学生と小学生がもっと児

童館を通じて仲よくなれたらいいんじゃないかということを発言していました。 
 私自身、言った以上、自分で動きたいなと思って、このシンポジウムをきっかけに、ほ

かの児童館にリーダーチームがある、中学生、高校生が集まって何かをするという団体が

あるのを知り、若林児童館でもそれができたらいいなと思って、隣にいる加藤さんと一緒

に立ち上げました。 
 少し活動もしたのですが、あまり浸透していなかったのでそういう活動とか、当時は中

学生で児童館に来る人数自体が少なかったので、あまり長続きはしなかったのですけれど

もすごくいい経験になっていると思っています。 
 その活動を通じて、他の児童館のリーダーさんと知り合うようになりました。今、隣の
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隣にいる櫻井君と知り合ったのも、それがきっかけです。 
 他のリーダーチームと知り合ったのもそれがきっかけで、せたがやっ子参画推進パート

ナーズのお手伝いもさせてもらってオルパと関わり、端っこにいる朱里とも関わるように

なれて、交流の場が広がって、私自身もすごくいい経験になっていると思っています。 
 例えば高校生と小学生がいたとしても、やはり何かアクションがないと仲よくなりにく

いんです。そのアクションに自分がなれればいいなと、5 年間、活動してきて思いました。
やはり中高生が大人に意見を言うときや、小学生が高校生と仲よくなるときは、何か特別

なことが必要だと私は思います。高校生が直接意見を大人に伝えるときは、間に誰か立つ

必要があると、私は活動してきて痛感しました。 
 ユースミーティング世田谷という会議に、高校 1 年生から高校 3 年生の引退までずっと
参加していたのですが、それもやはり間に事務局である区役所の職員の方が入ってくれな

いと難しかったなとも思います。高校生のときもそうですけれども、今、大学生になって、

そういう高校生と大人、小学生と高校生の架け橋になれるような活動をこれからも続けて

いきたいと思っています。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 これからの宣言もしていただいたのですが、5年前は中学生、高校生と小学生が仲よくな
って、児童館を拠点にしながらいってもらいたいと言っていましたけれども、今の児童館

はどんな感じに変わってきたのでしょうか。 
 
香取：大学が遠いのもあるので児童館に頻繁には行ってないのですが、行くたびに、中高

生企画は毎月必ずやっているという印象はあります。 
 
櫻井：中高生の人数は増えている感じですか。 
 
香取：若林児童館に関してですが、私の後輩が今、結構活動をしているみたいです。地域

で、児童館で、町の中で小学生と会ったときに、すごく仲良さそうに話していたのが印象

的だったので、児童館でも仲良く活動を一緒にしていたり、児童館のお手伝いをしている

のだなと思いました。 
 
櫻井：5年前よりは、香取さんが言ってくれた中学生、高校生と小学生が仲良くなるという
のは、もしかしたら、少しずつ進んでいっているのかもしれないという印象を受けました。 
 では、春日に、5年前にこんなことを言ったよということと、杉並区と世田谷区と比べて
みたことがあれば教えてください。 
 
加藤：この場で杉並区の話をするのはすごくアウェイ感があって怖いのですが、話します。
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5年前、私も隣の実沙と一緒に、本当に何も分からない中、館長に「シンポジウムに行って
おいで」と言われて参加しました。私も覚えていなかったので、何を言ったのかと見返し

たら「もっと中高生と関わりを持ってもらいたい、児童館が身近な存在になってほしい」

と言っていました。 
 私は杉並区の高校に進学しました。高校が家から離れてしまうと、地元の児童館にもな

かなか行けなくなり、世田谷区の活動、児童館からは少し離れてしまいました。その代わ

りに杉並区にあるゆう杉並という施設に行くようになったのですが、そのゆう杉並と世田

谷にある児童館を比較すると、ゆう杉並は中高生を対象にした施設なので、施設面が全然

違います。 
 私がゆう杉並に行き始めたのは、もともとバンドをやっていて、高校に入って「無料で

使えるスタジオがあるから行ってみない」と先輩から教えてもらって「無料ならぜひ行き

ます」と行ったのがきっかけです。施設だけなら普通にどこでもあると思います。無料で

使えるというのも大きいのですが、ゆう杉並の根本には中高生がやりたいことをかなえる

というのがあって、バンドをやっていたら、ライブを企画してみないかという話が来まし

た。これより小さいですが、ホールがあって、PA、照明が整っている環境でライブができ
るよという話で、バンドメンバーと一緒にライブを企画しました。そのときに他校の高校

生のバンドとも共演をして仲よくなって、ゆう杉並で会ったら「おはよう。最近どう」と

違う高校の高校生とも仲よくなることがたくさんありました。 
 この会に参加するとなって、杉並と世田谷を比べると、世田谷は、児童館という児童の

館で、それは小学生が使うよねというイメージが強い。今は薄れてきているかもしれない

ですが、そういうイメージが強い館に中高生も使ってもいいんだよ、中高生もっと頑張っ

て使おう、楽しもう、小学生と関わろうという感じでやっているように思います。もちろ

ん高校生、中学生が小学生と関わるのはすごくいいことだし、楽しいこともたくさんある

し、すごくいいと思います。でも、ゆう杉並は中高生のための施設なので、やはり児童館

とは全然違って、違う学校の中高生同士が関われる環境づくりがしっかりしていて、かつ、

やりたいことをかなえる設備もシステムも持っています。私の勝手な希望は、世田谷区に

もそういう施設ができて、小学生と中高生という関わりだけじゃなくて中高生同士の関わ

りをもっと深くできたらいいと思いました。 
 以上です。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 今、ゆう杉並の例が出ました。朱里がゆう杉並に行ってきたという話を聞いたので、現

役高校生としての印象も聞かせてもらえればと思います。 
 
岡田：とにかく「すごい」が印象的でした。本当に中高生のためにつくられているのだな

と。本当にすごいんです。ホールがあるのですが、ホールの裏側にロッククライミングが
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あるのです。しかも普通の商店街にあるような小規模なものではなく、こんな高いロック

クライミングがあって、しかも無料で、中高生がそれをやりたいと言うたびに講座もあっ

て、もう本当にすごいなと思いました。こういうのが世田谷の施設にもほしいです。 
 
櫻井：ありがとうございました。 
 ほしいですね。僕が今、働いている野毛青少年交流センターも、設備面では負けるけれ

どもそういうところは頑張っていきたいと思います。 
 今、2人に 5年前と比べてという話をしてもらったのですが、では、現役の高校生の子は、
今まで活動した経験とか地域の中で育ってきた経験を踏まえて、どうやったら、自分たち

がいきいきわくわく育つのか、直美からお願いします。 
 
横尾：私が、子どもがいきいきわくわく育つためにいいなと思うのは、児童館のキャンプ

です。野沢児童館では夏と冬に 1 回ずつやっているのですが、もしかしたら私の学校の人
だけかもしれないですけれども、私の学校のお母さんがピーラーを知らなくて、そんなこ

とあるのかと。もちろんキャンプに行ったら、ピーラーとか子どもにも使わせるし、大人

が見つつ包丁も使います。知っていて当たり前のことを知らない人もいて、よくないわけ

ではないですが、ピーラーを知らないって、だって……。それしか出てこない。包丁はや

ったのだろうけれども。 
 あと、最近、便利な道具が増えてきて、大根とか「シャッ」とやるだけでむけるんです。

それが悪いとは言わないですが、キャンプに行くことによって、子どもに料理の楽しさ、

あと、普段は絶対にやらない火の起こし方も知ることができて、キャンプはすごくいいな、

わくわくいきいき育ちそうだなと思います。キャンプはこれからもやっていったほうがい

いと私は思います。 
 以上です。 
 
櫻井：今、ピーラーを知らないお母さん、どうなのよという話がありましたが、逆に、こ

の人こんなこと知っているんだ、この人すごいなというのはありますか。 
 
横尾：例えと言われても緊張していて何も出てこないですが、児童館の職員さんは基本的

に本当にいろいろなことを知っています。 
 
櫻井：ほかのメンバーで、地域の大人、職員さん、先輩、後輩でもいいですが、この人す

ごいなというのがあったことはありますか。思いついたら、直美も言ってほしいです。 
 
横尾：私ばかりすみません。皆さんは分かるかもしれないですが、ドラム缶風呂は、ドラ

ム缶の下に火を置いて直接やるのですが、絶対に熱いと思いませんか。でも、意外とそん
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なことなくて、いい感じなんです。そういうふうに意外と知らないこともいっぱいあるし、

キャンプに行くと毎回こんなことあるんだ、こんなことできるんだと。若干危ないかもし

れないですが、毎年川で飛び込みをやるんです。すごく楽しいです。そういうのを子ども

に知ってほしいです。普通やらないですよね、お母さんだったら、そんなところ危ないか

らやめなさいと言うと思うんです。 
 別の話になりますが、キャンプファイヤーを知っていますか。あんな大きな声を出して

騒げるところは世田谷区にはないし、あんな大きい火の周りにいることがまずないし、い

いことばかりです。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 いいことばかりのキャンプ。世田谷リーダースクールもキャンプに行っているけれども、

キャンプに限らず、こういうのがあったら子どもたちはいきいきわくわく育つのではない

かというのを教えてください。 
 
永澤：キャンプの話だと、私自身、普段全然料理しなくて、包丁もままならないのですが、

小学校 5～6年生になって、そういうのを覚えておくといいと思うし、実際、キャンプファ
イヤーって、周りに同い年ぐらいの子がいたり、やったら意外とすごく楽しいし、班の 5
～6人で役割分担して料理をつくることも家ではできないことだと思うので、キャンプは普
段できない経験がたくさんできるのではないかと思います。 
 私は、子どもがいきいき育つためには、1番は子どもの意見を聞くというのは大事だなと
思います。子どもの意見を聞くといっても、アンケート用紙を全国の子どもに配るわけに

もいかないので、児童館などの施設に来てもらうことが大事だと思います。 
 私は、児童館というのは、小学校の低学年の子たちがお話し会を聞きに行ったり、本を

読んだり、ピアノをやったりで、小学生の 5～6年生が行くようなところではないのではな
いかと思っていました。周りの子たちの話を聞いていても、児童館という言葉を使ってい

る人がいなくて「児童館で遊ぼう」と言っても「どこ、それ」と聞かれると思います。そ

れくらい、児童館は小学生が遊ぶところというイメージがついている気がしています。 
 中高生に来てもらうためには、パソコンで調べ物ができたり、今の中高生はテスト勉強

を学校の図書館とかファミレスでやったりするので、家の近くにある児童館でテスト前に

勉強するスペース、あるいはゲームとかできたら楽しいと思うし、中学生も気軽にふらっ

と来れるような環境に児童館がなったら、すごくいいと思います。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 今、最初に、子どもの意見を聞いてもらうのが一番なのではないかという話をしていま

したが、普段、聞いてもらえている感覚はありますか。 
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永澤：世田谷リーダースクールは、職員さんとリーダーのみんなで話し合っていて、職員

さんがきちっと子どもと接している時間があると思います。全然関わっていない周りの人

に比べたら気持ちを分かってくださる方が多いと思うのですが、私たち中高生が「こうし

たい」というのが事務的にだめだったりすることもあります。意見を聞いてくれようとし

ていることは私も分かりますが、実際できないということも結構多く、リーダーの中でこ

れをやりたかったなと思う子はいると思います。 
 中高生同士だったら、はやりのことで仲よくなるのは簡単かもしれないですが、成人で

働いている大人の職員さんと中高生というちょっとした壁もあると思うし、話がいつも通

じるかといったら、そうではないと思うので、こういうシンポジウムのような感じで大人

世代の方と中高生がもっと話し合えるところがあったら、もっと聞いてもらえるとか、中

高生の意見も知ってもらえると思うし、中高生も大人の意見を分かることができるのでは

ないかと思います。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 5年前のシンポジウムでも子どもの意見を聞いてほしいと、みんなから意見が出てきまし
た。それはユースミーティング世田谷の設立のきっかけにもなったのですが、職員と中高

生との関わりという部分で、少し課題もあるし、いい部分もあるというお話でした。 
 春日が、ゆう杉並での職員との関わりで中高生がやりたいことを前提に動いてくれると

いう話をしてくれましたが、例えばゆう杉並の職員さん方のこういうところが自分たちが

やりたいと思える原動力になることを言ってくれるんだという部分はありますか。 
 
加藤：ゆう杉並は若い職員さんを集めているんです。児童館だと何歳ぐらい差があるんで

すかね。ゆう杉並はあまり差がないので身近に感じられて、いろいろ話しやすいのはもち

ろんですし、児童館と同じように入館票を書くのですが、そのときに、職員さんは必ずそ

の子の話を聞くとか、職員さんから話しかけるようにしようねという取組みがあります。 
 委員会で、入館票は毎日行くのに同じことを書いて面倒くさいからカードとかでやろう、

PASMOみたいにしたいという意見があったのですが、いや、それは利用者と職員の関わる
チャンスだから入館票はなしにはできないと言われました。中高生と職員さんとの関わり

方は、年齢の差だけではなくて、そういうきっかけづくりを職員さん側からもっとたくさ

んしたほうがいいとも思います。 
 あとは、ロビーみたいなみんながいるところで、職員さんが話しかけるというのもすご

くやっていますし、鉄道が好き、アニメが好き、音楽が好き、みたいな感じの中高生の集

まりがあるのですが、鉄道が好きな子が集まるのは鉄の会といって、その担当になった人

は、これはもっとこうした方が鉄道が好きじゃない人にも鉄道のことが伝わるんじゃない

かと、本当に一緒に、同じ立場なんじゃないかというぐらいにすごく熱くなって調べてい

ます。職員さんももっと熱くなる、利用者ともっと心を近づけていくのが大事なのではな
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いかと思います。 
 以上です。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 今、すごく大事なことを言ってくれたと思いました。年齢の問題ももしかしたらあるの

かもしれませんが、フラットな立場で同じ目線に立って物事を一緒に考えてくれる、そう

いう職員が自分たちのやりたいことを引き出してくれるんだという話で、すごく共感でき

ると思います。 
 ちなみに僕らが運営したオルパは職員が大学生世代です。なので、先ほどの年齢が若い

というのは、そこに何かいい部分があったのか、それとも悪い部分があったのか、朱里か

ら教えてください。 
 
岡田：私は姉がいるのですが、姉が櫻井さんと同い年で、大学生世代は話しやすかったで

す。オルパでは自分たちと世代が近い人がたくさん話を聞いてくれたのでうれしかったで

す。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 自己紹介のときに実沙が、自分が架け橋になれるように、中高生が意見を言うときに間

に入る人、職員さんも出ていたけれども、もしかしたら大学生もそういう架け橋、間に立

つ人間として可能性がある、ということだそうです。 
 次に、春菜にいきいきわくわく育つ世田谷はどんなのがいいかという話をお願いします。 
 
木村：由紀子ちゃんとちょっとかぶってしまうのですが、いきいきわくわくするには中高

生の居場所がすごく大事だと思っています。オルパは勉強スペースもあるし、みんなで話

せたり、漫画を読んだり、中高生だけの、中高生が楽しめる居場所がもっと世田谷区内に

増えたら、みんな楽しく幸せに生活できるのではないかと思っています。 
 
櫻井：オルパに関してでも何でもいいのですが、例えばもっとこういう設備、あるいはこ

ういう人、そういうのがあったら中高生はもっともっと来やすいよというところがありま

すか。 
 
木村：私たちがよく困るのが花火をする場所です。花火を禁止する公園がほとんどで、で

きるといったら駒沢公園ぐらいです。みんなで花火をしようとなったときに、花火ができ

る場所が学校の関係で少なすぎて人が全然集まらない。もっと自由に遊べる場所が増えた

ら、みんなで楽しく遊べるのにと思います。 
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櫻井：公園へ行ってもボール遊び禁止、遊具がなくなったという部分はすごくありますね。 
 
木村：そうです。 
 
櫻井：自分たちが自由に遊べる場所がもっとほしい。 
 
木村：ほしいです。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 次に、朱里からいきいきわくわく育つためにはというお話をいただきたいと思います。 
 
岡田：先ほども話したのですが、中高生の話を聞いてくれる人がいる環境が今も未来も必

要だなと思います。今、ネット、ツイッターやラインで顔と顔を合わせないでコミュニケ

ーションしている中高生が多いと思います。私も以前、メールばかりしていて、目の前に

いる人と全然しゃべれなかったのですが、オルパを知ってからそれが一気に減りました。 
 オルパの職員さんは本当に些細なことでも聞いてくれるんです。「今日テストの点、超悪

かった」、「料理をつくったら失敗した」、それを本当に笑ってくれたり、「じゃあ次はこう

したほうがいいんじゃない」、「その数学のテストを見直ししようか」と言ってくれたり、

本当に些細なことでも聞いてくれて、私って、ここにいていいんだなと、自分の心の居場

所がオルパだったんです。そういうところが今も今後も増えていったらいいなと思います。 
 
櫻井：今、ここにいていいんだなという言葉が出たのですが、今まで、ああ、私ここにい

ていいんだなとかという経験、今朱里はオルパが具体的にそうだったのだけれども、そう

いう気持ちになれたことはありますか。 
 では、うなずいてくれている直美。 
 
横尾：今、大人の方は話を聞いてくれない、みたいな意見でまとまっていて、さっきから

ずっと言いたかったんですが、私は今、野沢児童館に通っていて、NLP は子どものための
企画も考えています。子どものための企画をする際に、大人や職員さんと中高生が話す機

会があります。子どものために中高生と大人が一緒になって考えるから、私は、結構意見

を言えています。くだらない話も聞いてくれるみたいなところも、児童館では子どもがい

るからこそ、子ども、中高生、大人だから、子どもよりは大人との距離がちょっと近い存

在であるから私は児童館に通っていて、職員さんとの距離というか、ビシっと切られると

感じたことはないです。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
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 ほかには、例えばリーダースクールなどだと、先輩、後輩とか仲間たちの関係でそうい

うことは感じたりしますか。 
 
永澤：私は、最初に入ったとき、一番上は高 2、高 3で、一番下が中 1で、今は 25歳の人
がいます。年上の人に気軽に話しかけられる感じじゃないんじゃないかと思っていたので

すが、世田谷リーダースクールは年上の人たちがすごく優しくて、私はそんなに友だちみ

たいにしゃべったりとかあまりできないんですけど、年上の大学生から話しかけてきてく

れたり、部活だと先輩、後輩で厳しいところがあると思うのですが、部活とはまた違う環

境で、すごく新鮮で、私でも緊張しないでしゃべれる環境をつくってくれています。年上

の皆さんとか職員さんもすごく優しくて、私みたいなあまりしゃべるのが得意ではない人

がたくさん楽しくしゃべれるような環境にしてくれていると思います。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 次に、さっき控室で盛り上がった話で、春日の場合は杉並区の高校で、ゆう杉並に行っ

ていた過程がありますが、そこに関して、例えば児童館とか世田谷区内の人は世田谷区内

で、みたいな話があります。そこで、今まで自分たちが活動している中で、いや、もっと

こうしたほうがいいんじゃないと話した春日から話をしてもらいます。 
 
加藤：私は世田谷区に住んでいて、高校が杉並区になりました。授業とか部活が終わって

から世田谷区に来ると児童館が閉まっているという現実があって、ゆう杉並という学校か

ら近い施設に通うようになりました。高校生になって身の回りの環境が変わってからもず

っと使っていた児童館を使い続けられるかどうか、私みたいに行った高校の近くにある児

童館を利用できるようになるといいねという話でさっき盛り上がりました。 
 
櫻井：その話で、直美が実際に自分の高校の子たちを誘ったという話をしたと思います。 
 
横尾：私は小学生のときから児童館に行っていて、その小学生のときにお世話になってい

た職員さんが異動した先の児童館にも遊びに行くことがあり、いろいろな児童館を知って

いました。私は深沢高校に通っていて、私が昔行っていた児童館でお世話になった職員さ

んがその高校の近くに異動していて、弦巻児童館の存在を知っていました。学校で同い年

の男の子たちがわざわざ渋谷まで 30分いくらの卓球をやりに行こうとしていたので「いや、
すぐそこにあるよ」と。本当にすぐそこで、歩いて行ける距離だったので連れていって「こ

こは無料でできるから」と。 
 私の同い年の子たちは無料で卓球とかできるとか結構知らないんです。今も卓球をやり

にちょくちょく行っているみたいですが、まず児童館自体をあまり知らないので「近くに

児童館あるよ」、そういうつなげ方もあります。学校が近いからこそ遊びに来る人、その子
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たちは実際に新宿区に住んでいる子たちで、しかも児童館は 18時までです。そんな夜遅く
まで遊ばないけど、終了を延ばすことは絶対にないし、18 時までだから、いい感じの時間
まで楽しめて、めちゃくちゃいいところなんだよ、ともっと中高生に知ってもらえれば、

絶対に遊びに来るぐらい児童館って魅力的なのにと思うことがありました。学校が遠くな

ったから遊びに行かなくなったと言っていたけれども、逆に学校が近くなったから遊びに

来る子がいるんじゃないかなと私は思いました。 
 
櫻井：春菜は、昔、児童館に通っていて、今はどんな感じですか。 
 
木村：今は自分が使う駅と昔行っていた児童館の方向が逆で、昔みたいに児童館に遊びに

行く機会がもう全然なくなってしまっています。 
 
櫻井：そうしたら、今はまだないかもしれないけれども、今、直美とか春日が言ってくれ

たみたいに、例えば通学路の間にあれば行こうかなとかいうことはありますか。 
 
木村：あります。 
 
櫻井：例えばどんな魅力があったら行けますか。 
 
木村：私は高校で軽音楽部をやっているんですが、児童館の中にちゃんと練習できるスペ

ースがあったら多分ずっと行っていると思います。 
 
櫻井：例えば世田谷区の施設だから世田谷区の中高生が使ってほしい。それはもちろんで

すけれども、区外からやってくる中学生、高校生、子どもたち、若者たちもぜひとも使っ

てもらえるような設備、環境、人が必要になってくるのかなと思います。 
 時間も残り 10 分ぐらいになってきたので、最後にこの子ども計画が 10 年間の計画とい
うことで、今回はたまたま全員女の子で、僕だけ一人、あ、みたいな感じですが、10年後、
もしかしたら子育てする世代になっているかもしれない。それはもちろん男性も変わらな

いですが、10年後、こんな環境で子育てをしていきたい、自分は 10年後こうありたいとい
うものがあれば、未来の希望も含めながら一人ずつ教えてもらえればと思います。春日か

ら順番にいきましょう。 
 
加藤：今、将来、子どもができるかもしれない、子育てする立場になるかもしれないみた

いな話があったんですが、子どもとかまだ分からないのでよく考えていなくて、ちょっと

話がずれてしまうんですけれども、私は 10年後、児童館もずっとあって、リーダーチーム
とか児童館で活動している子たちの活動を下の子たちが見て、それを僕たちもやりたいな
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と思って下の子たちにと活動がつながっていってほしいとすごく強く思います。 
 そのためにも、うまくできるから先輩、最上級生たちが企画とかを全部やってしまうの

ではなく、あの子、あんまり来れてないから少しやってもらおうかなみたいな感じに、上

の子たちが下の子たちにリーダーとしての教育をして、そこに職員さんたちもうまく関わ

っていって、長く続くリーダーチーム、その利用者がいるといいなと思います。 
 
香取：私は今年二十歳になるので、10年後だと 30歳で全然想像もつきません。でも、ゆう
杉並とか今ある施設もすごくすてきだと思います。私は目黒区の高校に通っていたので、

中高生用の児童館として中央町児童館があったのですが、そういう施設も増えるといいな

とも思います。世田谷区は緑もすごく多いし、道も広いので、自然に近い遊び場、遊び方

がもっと増えているといいなと思います。 
 30 歳は結構大人の年なので、ちょっと考え方とか危ないんじゃないかなとかいう危険要
素を想定することもすごく大事だと思うんですが、子どもと関わっていたら自分も楽しい

し、自分も楽しくしていたら小学生も楽しいと思うんです。今プレイングパートナーを BOP
でやらせていただいていて、それはすごく思います。機嫌が悪い子も、私が楽しそうにし

ていると「何やってるの」とのぞきに来たりします。 
 そういう大人、さっきも出たように話を聞いてくれる大人の人、今ここに来てくださっ

ている方はそういう大人の方なんだなと思います。広いのもあったのですが、5年前はすか
すかだったので、これだけの人がこうやって関心を持って足を運んでくれるのがすごくう

れしいと思います。こういうふうに子どもや中高生と関わる活動をしている方がこの中に

も多いと思いますが、そういう活動を私自身も皆さん自身も続けていっていただけている

ような 10年後になっていると、私もこの子ども計画のシンポジウムに 2回も参加した意味
があると思います。 
 以上です。 
 
櫻井：直美さん、お願いします。 
 
横尾：10 年後どうなっていたいか。世田谷にどうなってほしいというよりは、自分がどう
なっていたいという方ですけれども、私は自分に子どもができたときに、ちゃんと自分の

子どもを見ていてあげられるような親になりたいと思っています。その理由が、児童館に

幼児とお母さんとで来ていて、お母様方がすごく話が盛り上がっていて、幼児は幼児で遊

んでいて、大人は大人でしゃべっている、そういう光景をよく目の当たりにしていました。

児童館だからもちろん小学生も、中学生、高校生も来ます。気をつけてはいると思います

が、幼児を放ったらかしにしておくのは普通に危ないです。児童館だから安全だと思って

いるのか、放っておいて子どもがけがをして「児童館何やってんですか」と言ってくる人

がいました。そういう大人にはなりたくないなと。 
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櫻井：今日一番の拍手です。 
 
横尾：自分の子どもはしっかり見つつ。もちろん親同士の話も楽しいとは思います。楽し

いとは思いますけれども、自分の子どもはしっかり面倒見ないとだめだと思います。 
 10年後、そういう感じに児童館もなっていたらいいなと思います。 
 以上です。 
 
永澤：私は、10 年後、世田谷にというわけではないですけど、世田谷リーダースクールと
いう活動をしているところがあると知って、キャンプだと小学生のお世話をしなければい

けないし、料理や、テントを立ててその中に寝たりすることもあって、普段できないこと

をたくさん学べます。児童館では普段学べないことが学べると思うので、児童館の存在を

知ってもらいたいなと思います。 
 児童館自体をどこにあるとか知らなくて、児童館をつくるという大きなことになってし

まうのは違うと思うのですが、例えば世田谷区のお祭りなどに児童館の企画として参加し

たり、どこかの学校の学園祭に企画として行かせてもらうなど、児童館で働いている方か

ら企画して、こういうことをやっていますと自分たちから伝えていったらもっと知っても

らえるかなと思いました。 
 
木村：世田谷区というのは関係なくなってしまうんですが、私は、例えば分からないこと

とか悩んでいることがあったら相談されたり、子どもに信頼される大人になっていたいで

す。私も実際大人の人とか学校の先生に相談したりするんですが、すごく親身になって聞

いてくれて、ためになる話が聞けたりするので、そういう大人になっていたいです。 
 あとは、少しでも世田谷区に関わっていたいです。例えばまちをきれいにしようとか、

そういうボランティアに参加している大人になりたいです。 
 
岡田：10年後の世田谷への要望は、私は 1つだけで、それはもし自分に娘、息子ができた
ら、近くの公園でキャッチボールがしたいです。私は野球をやっていたので、本当に息子、

娘とキャッチボールできる公園がほしいです。それだけです。 
 自分の 10年後は、中高生や子どもと目と目を合わせて、いつまでも話を聞ける大人にな
りたいです。 
 
櫻井：ありがとうございます。 
 そろそろ時間なので、最後のまとめをしたいと思います。今日話をしてくれたみんなの

意見は未来に向けての部分もあるんですが、今もっとこうだったらいいのにな、今こうし

てほしい、そういう話も出てきています。その中で、よく次代を担う子ども、若者とかい
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うけれども、もちろん次代を担うのは当たり前です。ただ、次代ではなく、今の社会の中

で、今生きている子どもたち、若者たちも大人の皆さんと一緒にやりながら、この世田谷

というまちをつくっていくことができたら、すごくいいのかなと。 
 今日の発言の中でもすごく重要なキーワードがたくさん出てきたと思います。その中で、

この意見をどれだけ大人たちとともに実現して、実際に運用していったり、企画していっ

たりするのかという部分は、大人たちが試されている部分かなと思います。 
 僕は、5年前に高校 3年生で登壇したときに「次のシンポジウムは 5年後だから、今、み
んなは中高生だけど、大人になって支える立場になってね」という話を当時のコーディネ

ーターの方からしていただいて、実際に 5 年後にこうやってコーディネートをできるよう
になったことをすごくうれしいと思います。今ここにいる子たちもそうですし、今ここに

はいなくても世田谷区内にたくさんの中学生、高校生がいると思うので、その彼ら彼女ら

が育っていって、未来の中高生、子どもたち、若者たちの活動を支える立場になっていっ

てくれたら、すごくうれしいと思います。そんな希望も込めて、つたないコーディネータ

ーではありましたが、これで終わりたいと思います。 
 どうもありがとうございました。 
 
司会：皆様、ありがとうございました。 
 それでは、第一部の登壇者を代表して森田先生と、区を代表して子ども・若者部長に一

言ずつコメントをいただきたいと思います。 
 森田先生からよろしくお願いいたします。 
 
森田：どうもご苦労さまでした。皆さん、すごく感動されたと思います。一つ、私が本当

にうれしかったのは、私が今、会長をしています子ども・青少年協議会に櫻井君が参加を

してくれています。私は、子どもの意見を聞くだけではなくて、その意見をどう具体化し

ていくのか、そこが大人の決断のしどころだといつも言うのです。聞くだけだったら誰で

もできるわけです。一緒にそれを具体化していかないと嫌になっちゃいますよね。言うだ

け言わされて、それで終わりかよとならないように、本当に、皆さんが言ったことを具体

的にどうするか、これは大人の決断だといつも言うのですが、そこが一つ仕組みとして、

世田谷区の子ども・青少年協議会の中にこういった若者たちが入るようになってきた、こ

れはすごく大きな成果だと私は思っています。 
 また、今日は女の子ばかりで本当にうれしかったけれども、男の子どこ行っちゃったん

だ、それも櫻井君が悩むところだろうと思います。私は烏山に住んでおり、烏山のオルパ

は私の居場所にもなっていました。烏山で降りて、疲れたなと思うと、オルパの明かりが

煌々とあって、ちょっと立ち寄ることができて、大人にとっても幸せなスペースだったの

に、なくなっちゃったなといつも思っています。 
 そういう意味でいくつかお話をしたいけれども、時間がないので簡単に申し上げると、
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若者たちの参加ということには、大人の決意が必要だということです。覚悟が必要。その

覚悟を世田谷は少しし始めたということについては大きいと思っています。 
 具体的にその夢をかなえよう、言っていることをかなえてみよう。そのことによって、

子どもたちも責任を持とう、言うことで責任を持とう。そして、それを具体的に大人たち

と一緒にこれを実現していこう、そういうことをしたいというのが私たちの一つの願いで

あったし、それは一つずつ実りをもたせ始められたかなと思っています。これが 1 点で、
参加・参画は続けていきましょうということで、これは世田谷区の中で、主語を子どもに

するという計画づくりをしていることにつながっていくのだと思っています。 
 皆さんが言っていたことの中で、やはり中高校生固有の関係性を持ちたい、つまり、大

人たちは、地域にあったら安心だから、みんな同じというふうに場所をつくろうとする。

でも、ちょっと動き始めた中高校生たちは中高校生同士でつながりたいと思っていく。そ

れをどういうふうに具体化するかというのは、大人たちはもう少し工夫しなければいけな

いと思ったというのが 1 つです。世田谷区の中では、どうもまだ大人中心の仕組みづくり
になっていると思いました。 
 その次に、場と人が重要だということも感じました。それは人が受けとめてということ

ですから場が受けとめる、つまり居場所が受けとめると同時に人が受けとめることなので、

そこの人はどう子どもたちと関わるか、そこはやはり子どもたちをきちんと受けとめられ

る大人になってもらわなければなりませんし、そういう仕組みでなければなりません。私

たちは今、職員の研修、あるいは皆さんの意識改革を徹底してやってもらうことが重要だ

と思っていますので、これはぜひ皆さんの言葉を通じて、子どもたちや若者たちに関わる

人たちに伝えていきたいと感じました。 
 もう 1 つとても大事だなと思ったのは、情報が届いていないと皆さんおっしゃっていま
した。中高校生たちは新聞を読むわけでもなく、折り込みチラシを見るわけでもなし、世

田谷区の広報を見るわけでもない。では、この人たちにどうやって、この世田谷区が中高

校生のための取組みを展開しているかということを伝えるかです。区が新しい仕組みをつ

くり出す、あるいは市民が新しい仕組みをつくり出すと同時に、それをきちんと届ける仕

組みがないとだめなんだととても思いました。 
 最後に一言、私は被災地で子どもたちの学習室、おやつ付きの自習室というのを開いて

いて、オルパで今年の 1 月にみんなで一緒に交流しました。そこでもすごく言われたこと
ですが、今日の皆さんのようにいい体験を中高校生時代にした子たちは絶対にその土地に

戻ってくる。悪い体験をした人は絶対に戻ってこない。そういう意味では効果的な投資な

ので、ぜひ中高校生たちにいい体験ができるような仕組みをつくってほしいし、つくりた

いと私自身は思っていますので、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。私から

は以上です。 
 ありがとうございました。 
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子ども・若者部長：世田谷区の子ども・若者部長の岡田です。今日はたくさんの方におい

でいただいて、本当にありがとうございました。また、とてもいいお話を聞けて、いい時

間になったなと思います。皆さん本当にありがとうございました。 
 子ども・若者部になったのがこの 4 月からで、昨年から区役所の中で若者支援に取り組
もうということでいろいろなことを始めたわけですが、今日お話を聞いて、オルパの経験

がすごく印象に残っています。今、先生からもお話がありましたけれども中高生が運営に

参加・参画することがとても大事なのだと思いました。 
 実は、始めるとき、私は部長になって 2 カ月ぐらいでして、大丈夫かとすごくビビった
んです。烏山の駅前にある使わなくなった信金の建物をお借りして、大学生を中心とした

NPOの皆さんが運営をして中高生支援をするということで、20時までということで始めま
した。どんなことになるんだろうと思っていましたが、何回か行ったときに、みんなが非

常に楽しそうにしていて、参加者、来る人がすごく増えたんです。時限的で、2月までで終
わりと決まっていたものですから、何月だったか途中総括といった会合があったときに、

朱里ちゃんから「やめないでください」と言われて非常につらかったのですが、要は、先

ほど加藤さんの話であった中高生世代が運営に関わるところはやはりおもしろさにすごく

つながっているんだなと思いました。 
 今日は児童館の職員の人たちも何人も来ていますが、児童館でも今年から中高生支援館

ということで、今のところ 2 館ですが、今後 5 館に増やしていきます。中高生の時間、中
高生のスペース自体はどこの児童館でも今つくろうということでやっているのですけれど

も、5館については開館時間の延長もするということで始めます。今日いろいろなヒントが
あったと思うので、児童館の今後を考えていくときにもぜひ参考にしていきたいなと思い

ます。 
 それから、この 4 月から、青少年交流センターということで、今まで池ノ上にある青少
年会館については機能はそのままですが、私ども子ども・若者部の所管になって継続的に

事業を行っています。また、野毛の青年の家を野毛青少年交流センターと位置づけて、リ

ニューアルをしてスタートをしています。 
 そこに今、櫻井君はスタッフとして入ってくれているのですが、そのように、青少年、

中高生世代、児童館より少し年齢の上の子たちを対象にした施設の運営にも取り組みだし

ているところです。これから中学校の跡地でもそういった取組みができないかと考えてい

まして、ぜひ今日のお話を参考にいい取組みができたらと思っています。 
 もう 1 つ、この 9 月から、メルクマールせたがやがものづくり学校の中にできました。
ひきこもりなどで悩んでいる若者とその親に対する支援をしていこうということで、そこ

には若者サポートステーションなど就労支援の機関も入っていて、その中でメルクマール

せたがやはひきこもり等の関係を専門に支援するということです。どの程度問い合わせが

来るのかと注目していたのですが、9月の 1カ月だけで 54件来まして、14件がすでにケー
スとしてつながっているということで、かなり需要はあるんだなと思っています。若者支
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援の担当は今日そのケース会議のため途中で抜けてしまっているのですが、そのような取

組みも始めています。 
 私もどんな取組みなのだろうと昨年からさまざまなところを見に行ったのですが、何ら

かの理由でつまずいてしまう、つまずいたまま 30代、40代になってしまう、といったこと
で悩んでいる方たちは結構いらっしゃる。できるだけ早く自立できる、社会参加できる取

組みをしていったほうがいいのですが、今日、皆さんが 10年後ということでいろいろ言っ
てくれました。いろいろな大人や子ども、いろいろな人と付き合える、知り合える、そし

て交流できるチャンス、そういうチャンネルをいっぱい持っていると、何かあったときに

はそこから立ち直っていけるきっかけをつくれるのではないかと思います。さっき朱里ち

ゃんが言っていた「いてもいいんだよ」と思える場所がもっともっとできていくといいの

かなと思っています。 
 今、子ども計画の策定をしているわけですが、5年後、この左側にいる子たちが右側のほ
うに行って、「いや、すごい進んだぞ」と言ってもらえるように、私もあと 5年しか役所に
いないので、その間にみんなで力を合わせて若者施策を進めていきたいと思います。 
 今日は本当にありがとうございました。 
 
司会：ありがとうございました。 
 それでは、壇上の皆様に、本日一番の大きい拍手をお願いしたいと思います。 
 ありがとうございます。 
 これをもちまして「子ども計画シンポジウム」を終了したします。 
 ご来場の皆様、長時間にわたり、ご観覧いただきまして、ありがとうございました。 
 

―― 以上 ―― 
 


