
令和元年度第３０期川崎市青少年問題協議会 

第１回起草専門委員会 会議録 

○日 時 令和元年５月１７日（金）１５時００分～１６時４５分  

○場 所 第３庁舎 １８階 第１会議室

○出席者 

（１）委員 ５名 

岡田委員（オブザーバー）、芳川委員、新井委員、藤田委員、大草委員 

（２）傍聴者 

なし 

（３）事務局 

   市川室長、箱島担当課長、戸田担当係長、谷口職員 

○配布資料 

資料１   第３０期川崎市青少年問題協議会 起草専門委員会のスケジュール（案） 

資料２－１ 第２回全体会における意見まとめ 

資料２－２ 第３０期協議テーマ（案）について 

参考資料１ 第２９期意見具申書 概要 

参考資料２ 第２回全体会会議録（案） 

参考資料３ 過去の施設先について 
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１ 開会 

  ・事務局紹介 

  ・配布資料確認 

  ・会議公開についての説明 

  ・会議成立についての説明 

２ 会長挨拶 

・岡田委員（青少年問題協議会会長）から挨拶 

３ 議事 

（１）正副委員長の選出について 

事務局：本日は第１回目の起草専門委員会なので、議事の中にも正副委員長選出がござい

ますが、事務局から御提案がございます。 

委員長、副委員長の選出にあたって、起草専門委員会に至る昨年からの協議題・

調査専門委員会での議論の継続性や、第29期で意見具申案の取りまとめいただい

た実績等を考えますと、引き続き芳川委員に委員長に御就任いただくことを事務

局としては御提案させていただきたいのですが、皆さんいかがでしょうか。 

（異議なし） 

事務局：では、皆さん御承認いただいたということで、芳川委員に委員長をお願いしたい

と思います。芳川委員長には就任の御挨拶をいただいた上で、これからの議事進

行をお願いできればと思います。芳川先生、お願いします。 

芳川委員長：ありがとうございます。起草専門委員会になりますので、前回までの色々な

ディスカッションを踏まえた形で、いよいよ文書として提案を具申していく

という形になると思います。その際は委員の皆様の力と会長の力をお借りす

ると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、副委員長の選出につきまして、私の感覚としては、全員が副委員長と

いう感じなのですが、メンバーの中で香山委員は前回も副委員長として色々

なことを考えていただきましたので、私としましては、香山委員を副委員長

として推薦したいと思うのですが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

芳川委員長：ありがとうございます。では、今日は香山委員は御欠席ですので、事務局の
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方から連絡をとっていただけたらと思います。お願いします。 

事務局：わかりました。 

（２）今後の起草専門委員会の進め方について 

芳川委員長：議事の２番、今後の起草専門委員会の進め方についてです。資料１、資料２、

そして参考資料１、２、３とございますので、内容について事務局から説明

をお願いします。 

（事務局より、資料１～２、参考資料１～３について説明） 

芳川委員長：ありがとうございました。では、改めて資料１のスケジュール案のところを

見ていただければと思います。流れとして、昨年度の29期に沿ったという形

ですけれども、今年は長期連休があったりして、スケジュール的に若干遅く

なっているところがあると思います。今日５月17日に集まってきていただき

まして、第２回、第３回を令和元年の10月頃までに、副題もできたら少し固

めて全体会に臨んだ方がいいのではないかと考えましたので、そういう意味

では、そこまでに骨子を固めていただいて、副題のおよその方向性も出した

上でそれを第３回全体会に出して、全体の委員の皆様から意見をいただいて、

その後、お正月をまたぐ形で具申書（案）を書いて、最終的に来年の５月頃

に具体的に残務処理をしていただくという感じで、今、第２回全体会の中で

は全体的なテーマとして、まだまだ範囲が広いので、この起草専門委員会の

中で少し時間をとりまして、そのように進めていきたいと思うのですが、イ

メージとしていかがでしょうか。 

（異議なし） 

芳川委員長：大丈夫ですかね。では、これを念頭に入れながら進めていきたいと思います。

具体的な案の構成とかは次回考えればいいかと思うのですけれども、そうし

ますと、この資料２－１、２－２を考えていく感じになるかと思います。 

資料２－２の１ページ目の下の方ですが、【第30期協議テーマ（案）】として、

前回承認していただきました「現代を生きる青少年の主体的な社会参加を考

える」というものですが、委員の皆さんから色々な言葉をいただきましたけ

れども、私の中で印象に残っているものとして、例えば、「現代を生きる」と

いう「現代」をどのように私たちが考えたらいいのか。そこには、例えば持

続性であったり、継続性であったり、あるいは多様性であったりという「現

代」の部分の含みをさらに具体的に考えていくという言葉がありました。そ

れが１つと、あと「主体的な社会参加」ということですから、何かを用意し

て、そこに青少年に参加していただくということではなくて、今までの３期
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を踏まえた上で、さらに青少年自身がこの居場所をつくるとか、あるいは自

身が欲しいものを得ていくとか、そういう意味での主体性が、もう１つのキ

ーワードとして、このテーマの中にはあるのではないかと考えます。そうす

ると、この「現代を生きる青少年の主体的な社会参加」を、今までの仕組み

や促し方とか多世代を含めながら、さらに展開して、できれば昨年度以上に

具体的な具申ができるようなものを、皆様と一緒につくれたらいいなと思い

ますので、その部分を、今日残った時間の中で、早速一緒に進め方を考えて

いきたいと思います。 

その中で、川崎、あるいはそれ以外の場所を含めての視察先として、そこの

アイデア、あるいはここを見ておいたらどうかという御意見があれば、あり

がたいなと思います。 

      まず、前回、全体会に出られて、今までの流れの中でお感じになっているこ

ととか、何かそこから自由にフリートーキングをしていきたいと思います。 

新井委員：「青少年の主体的な社会参加」という部分を、青少年はどう考えるんですかね。

社会参加をしたいと思っているのでしょうか。それとも、本当は別に何かやり

たいことがあるんだけれども、大人が勝手に社会参加をさせようと思っている

のか。青少年は今どんな考え方を持っているのかなというのを知りたいところ

ですね。 

芳川委員長：わかります。実はこのテーマをいただいて考えていたのは、今、新井委員が

おっしゃっていたように、本当に参加したいんだろうか、あるいはどのよう

な形だったら社会参加するのか、したくなるのか、青少年の声を知りたいな

という感じは確かにありますね。どうですか、藤田委員は、大学生たちとも

多分色々おやりになっているかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

藤田委員：そもそも社会に関わるみたいなところは全く興味が無いという子も、かなり多

くいるんじゃないかという気がしますね。そういったところに関わる子は、他

のところでも色々関わっている子どもなので、自分の周りのことで精いっぱい

という感じがしないこともないです。高校生ぐらいになると本当に忙しくて、

部活だとか受験だとかで、それどころじゃないような感じがしますね。 

事務局：新井委員とか藤田先生にお聞きしたいんですけれども、関わりたくないという子

と関わりたい子の特徴のようなものはありますか。 

新井委員：募集して子ども会でそういう活動をしたいという人は、そもそもそういう認識

があるから、割とすんなり入ってくるんですね。余り考えていない子どもをどう

やって引き込んでいくかという、そこがまさに一番大変なところです。長年やっ

て、ずっとそういう青少年に関わっている大人たちは、その辺のノウハウを、こ

ういうことをぱっと言ったら乗ってくるんじゃないかというきっかけをつくるの
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が非常に上手いというのを感じるんですね。そういう意味では、何か仕掛けをつ

くってあげれば、絶対とは言わないけれども、ある程度の子どもたち、青少年は

興味を示すのかなという感じはします。 

事務局：藤田委員の話で、全く興味がない子は結構多くいるのかもしれないとのことでし

たが、その子たちに特徴みたいなものはあるのですか。 

藤田委員：大学内で色々なイベントをするとか、社会のことを考えようということをやっ

ても、圧倒的多数の子たちは、ポスターを見ても素通りして、すっと帰っちゃ

う。ほとんどそうなので、当事者意識というか、自分に関係あるとすらそもそ

も思えないというか、自分とのつながりがよくわからないということが、すご

く多いですね。例えば去年やった授業を15回やって、10回ぐらいでやっと、今

まで考えていたのはちょっと違ったかもとか、そういう子たちが、そもそもそ

ういう知識も全然ないし、丁寧に、丁寧にやって理解してくると、「あれ、も

しかしたら私にも関係あるかな」というのが段々わかってくるという感じなの

で、なかなか難しい。そういうマジョリティーの子たちをたきつけるというの

は、かなり難しい感じが僕はしています。 

岡田委員：オリンピックでボランティアを募集などしていると思うんですけれども、川崎

では何かやっているんですか。 

事務局：川崎は、オリンピック関連でいうと、川崎と横浜が一緒にイギリスチームのキャ

ンプ地になっています。宿泊はおそらく横浜なんですが、練習場を等々力陸上競

技場を中心に使ってということで、ボランティアの募集やそうした関連のお話は

あるんですけれども、「ここです」みたいな話はないです。 

東京都もボランティアの話が１回出てから、その後、報道等でもあまり流れない

ので、どんな感じになっているのかは、もう少し聞いてみないとわからないです

が、ボランティアをやりたい子はたくさんいるという話はお聞きしています。 

それは、以前の協議題専門委員会でも髙村先生が、色々なことをやりたいという

思いを持っている中学生は多いですよ、実際にやりに行っている中学生もいるん

だよみたいな話はされていたので、本人たちは全く何もやりたくないということ

もないのかなというのは、現場の校長として実際にそれを感じていたということ

が、私も印象に残っています。 

藤田委員：楽しそうなイベントとかだったら、ちょっと参加しようかなという風にはきっ

となるとは思うんですけどね。 

事務局：イベントとか活動内容がすごくはっきりしているのは非常に参加しやすくて、そ

の活動が単純でも、例えばお祭りのときに行って中学生が自分たちでペットボト

ルを仕分けして潰したり、そういうのを子どもたちは結構やりたがるんですね。
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だけど、自分たちで何か創造してやるとなると、それができない子どもも多いの

かな。子どもだけの問題なのか、子どもに起こっていることは、もしかしたら高

齢者にも起こっているのかもしれない。あまり関わらないでほしいと思っている

子も、何となく感覚としては、１割ぐらいはいるのかなとも思うんです。例えば、

京町中なんかが地域でやっている神輿とかにも、中学生のほぼ全員が参加して、

みんなで神輿を担いだりとか、何もやりたがらないというわけではないと思うん

だけど、何か具体的なものが見えないと、なかなか参加しづらいのかと。 

藤田委員：社会参加といったときの、こちら側が社会参加をどんなふうに見ているのかみ

たいな、そこも我々は問い直したほうがいいような気もしますね。 

新井委員：１ついいですか。部活動と同じような感じで「帰宅部」というのがあるという

ことで。そういう部活に入らないで家に帰っちゃう子というのは、どのぐらい

いるんですか。 

事務局：川崎の場合は90％以上の中学生が、部活動にほぼ入っているんですね。だけど、

実は学習指導要領の中では、もう20年前から部活動は自由参加ということになっ

ているので、入っても入らなくてもいいんだけれども、川崎の場合は非常に盛ん

なので多くの子たちが入っているんだけど、ある地方に行くと、半分も入ってい

ないという地域もあったりして、本当にまちまちなんですね。放課後に部活動の

ない中学生とかが自由になってしまった場合、受け皿があるのかなということは

課題ではあります。 

事務局：社会参加のいい意味というのは、やる中高生と我々のような大人が考えるところ

に少し考え方の違いがあるというイメージですか。 

藤田委員：ギャップがあるんじゃないかなという気はするんですね。やっぱり大人たちが

いると、大人たちの都合のいい社会参加を子どもたちにさせようという風にな

りがちだし、そういうのほど参加したくないということになっちゃうんだろう

なと思うんですけど、かといって何もないところから子どもたちが、というこ

とでももちろんなくて、どんな風に歩み寄っていくとうまいものが生まれるん

だろうというのは、課題だろうなという気がします。 

芳川委員長：東海大学の場合は、実はサークル活動がものすごく盛んなところなんですね。

チャレンジセンターというところがあって、部活動は何百とある感じになって

いて、既に指定されている部分もあれば、ボランティアをベースにして自分た

ちで作って、それを大学に申告するという部分もあります。大学に申告すると、

許可をもらえれば補助金がもらえます。面白いのは、自分たちで作って、ちゃ

んとした活動を出してやっているサークルも結構あるんですね。そこは、例え

ば病院の手伝いに行ったりとか、図書館の読み聞かせに行ったりというふうな
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部分が意外と数多く出てきているんだなというのは、すごく面白い仕組みだな

と思っていて。全く自主的ですからね。大学は何の関連もなくて、ちゃんとや

っていれば少しサポートしますよという感じなので。 

もちろんあれだけの大学生の中で、ほんの一握りだと思うんですけれども、そ

ういう意味では、やりたいとか、主体性とかは、何があれば生まれてくるのか。

今、藤田委員がおっしゃったように、大人が仕組んだものだと、きっとなかな

か気づいてくれないとか、あるいは参加しないんですけど、自分たちの何かが

センサーに当たると、やってみるみたいな感じにきっとなると思うので、その

ボタンはどこにあるのか、そこは考えてみたくなるなという気がしますね。 

新井委員:そういう例えば読み聞かせとか病院の手伝いに、彼、彼女たちは、どこから何を

見て、どういう情報によって、そういうのを見たり聞いたりしたんでしょうか。

そのときに、こういうのはいいなと感じるから発信すると思うんですけど、我々

だとそこまで広がらない。ツールは何なんですかね。 

芳川委員長：募集は１人で、メンバーが20人を超えると認められるんです。だから、その

人が、周りに、「やらない？ やらない？」みたいな感じで声をかけるんです

よ。大学は全くキャッチしないし、宣伝もさせませんので、本当に知ってい

る人に声をかけて、といった感じでできているらしいんですよ。 

事務局：誰かキーパーソンみたいな、きっかけとなる、「私やりたい」みたいな、そんな子

が口コミで、やりたい人を集めるのでしょうか。 

芳川委員長：はい。そういう子がやりたい人を募集してという感じなんですね。そういう

意味では、仕組みは、ものすごくシンプルですね。 

藤田委員：川崎市にあるかどうかわかりませんけど、今のお話でちょっと思うのは、やり

たいけど何をやっていいかわからないのではないかと思うんです。そうする

と、例えば今言ったボランティアセンターとか、何とかセンターみたいなのが、

そういう情報を持っていて、今こういったところで、こういうふうなことを募

集していますとか、この保育園で読み聞かせのボランティアを募集しています

とかというような色々なものがあって、それを見て、「だったら、これやって

みよう」みたいになるような仕組みがあるといいのかなと思ったんですけど、

どうなんですか。川崎市にそういうのはないんでしょうか。 

事務局：１つは「かわさき市民活動センター」です。かわさき市民活動センターは、前身

はボランティアセンターという名前になっていて、色々な地域の団体が、こうい

う風なものを募集しているというところで、中原市民館にありますけれども、団

体が会議場所に困ったりするので、会議ができる場所だとか、こんなものを募集

しているとか、そういう掲示板があったりとか、そうした活動は行っています。
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ただ、すごくうまく機能しているのかというと、知っている人と知らない人とい

るというのが現実です。 

藤田委員：きっとそういうのは情報が到達しないんですよね。 

事務局：発信とか、やっていることを知っている方はいるんですけど、それをとりに行く

ときのきっかけとか動機とか、そういうところは、確かに先ほど皆さんのお話の

中にあったように、本人が何かを欲していれば、探そうと思えば、今はそういう

ＳＮＳなりツールはたくさんありますので、そこからどんどんキャッチできる社

会になっている。あるけれども、それを取りに行くということへの壁は少しある

かなという感じがするんですよね。私どもでもまだまだ知らない市の制度はたく

さんあって、それをキャッチする方と、本当に必要なときにマッチングしていく

のは非常に難しい部分があるというのは、実感として私も思っています。 

藤田委員：前の具申書でも繰り返し、情報をどう届けるかという話が何回も出ていますが、

恐らく情報を発信する側も、中学生、高校生にやってもらおうという意識で募

集はしていなくて、中学生、高校生にやってもらうとしたら、どんなものがあ

るだろうみたいに考えて、それぞれ募集をしてもらうという働きかけと、そし

て、中学生、高校生に、そういうのがあるよというのを伝えるような働きかけ、

その仕組みみたいなものがあれば、やりたい子はきっとやるようになるだろう

とは思いますけどね。 

事務局：参考資料１にありますように、前期、藤田先生から、特に第５章で「情報の伝達」

「内容の工夫」「参加可能性の確保」という課題でまとめていただいていますね。 

藤田委員：そういう仕組みが、それほどお金をかけないでできないことはないと思うんで

すけど、そういう双方のニーズをつなげるような仕組みがあるといいんですけ

どね。 

事務局：１つは、すごく今タイムリーなのは、御存じのように、この４月から部活動のや

り過ぎに関して、土日はどちらか必ず休む、平日の中で１日は必ず休みなさいと

いうのをやることになっているので、今、逆に子どもたちが地域とか、そういう

子どもの活動に戻ってくるとしたら、ここが一番のチャンスかなという、今の議

題の１つかなと思います。 

    高校入試では全員面接しているので、今までも川崎の場合、ほぼみんな部活動に

入っていることを前提に、「中学校で何の部活をやっていましたか？」みたいな、

そういう面接をしちゃうんだけど、そうじゃなくて、高校も子どもたちを見ると

きに、「地域でどんな活動をしていますかとか？」「何かボランティアをやったこ

とがありますか？」とか、そういうことを面接の中で聞いていってあげるのも、

自分からそういう風に言える子もいるかもしれないけれども、子どもたちが自信
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を持って、自分は子ども会に入っていましたとか、ボーイスカウトをやっていま

したとか、そういうふうなことをもっと言えるような質問を高校もしてあげた方

がいいんじゃないのかなと思うんですね。 

藤田委員：私は以前、上越という地域の大学の教員をやっていたので、そのときに文京区

とかでやっているものを参考に提案したんですけど、子どもたちに「学びのポ

ートフォリオ」みたいなものを持たせて、それは学校ではなくて全ての「学び

のポートフォリオ」みたいなものを蓄積していくような、川崎市が、川崎には

こんな学びのチャンスがありますよというのを小冊子で毎年配るようにして、

ここに行ってこんなことをやると、こんなことができるみたいなのを、それぞ

れの団体から出してもらったようなものを配る。その中から子どもたちが行き

たいところややりたいことを選んで、そこで何かやると、自分のポートフォリ

オの中に、その実績を蓄積していける。そういうのが、例えば今おっしゃった

みたいに高校受験のときに、貯まった「学びのポートフォリオ」はこんなので

すと見せられたり、あるいは中学校の中で１学期が終わったときに、こんなこ

とをやりましたということを誰かが発表するとか、そういうような川崎市の子

どもたちは色々なところで色々な学びを蓄積していく仕組みができるといい

だろうと思います。そういった取組の中に、もちろんボランティアとかもある

でしょうし、色々な子ども会の活動とかもあって、自分の学びとして、子ども

会のリーダーになれば、またリーダーとしての参加みたいなところで新しい

「学びのポートフォリオ」が加わる。そういう子どもたちが色々なところに社

会参加したとか、勉強したとか、体験したものを、市としてちゃんとそれを認

めていくような仕組みがあれば、動機づけが出るかなという気はするんですよ

ね。 

新井委員：札幌市と静岡県で、子ども会が教育委員会から委託を受けて、中学生に遊び、

ゲームの仕方とかを教えることによって１つの単位をあげますよというのを

やっているところがあります。 

藤田委員：そういう意味では、単位をいっぱい貯めるんだ。30単位とりました、もう卒業

ですみたいな。やったことが何か形になって、すごく面白いみたいな、ゲーム

でもあるじゃないですか、１つ１つ倒していって、最後はここのステージに至

るみたいな、例えば大学受験などで、こういうことをやりましたみたいなこと

が言えればいいと思います。受験でつるというのもどうかという気もしないで

もないですけど。 

芳川委員長：今、藤田委員がおっしゃったように、体験をさせると同時に、体験を蓄積さ

せて、蓄積していることが自分で見えるということですよね。 

藤田委員：そうです。見える化する。 
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芳川委員長：見える化していくこと、それがきっとポイントを貯めるような形で、すごく

わかりやすいんじゃないか。これが、例えば市の中で、どうそれを認めるか。

認める手法があれば、何ポイントもらったら川崎市から賞状をもらえるとか、

何かそこは仕組みがあると、主体性みたいなものがちょっと出てくる可能性

はありますね。 

事務局：高校入試の自己ＰＲ書とかに、地域でこういうことをやってきたということをも

っと自信を持って書けるようなシステムにしてあげれば、ちょっと打算的かもし

れないけど、やってちょっと得したなみたいなところがあってもいいのかなとは

思います。 

大草委員：でも、今の子どもって得したいと思っていないでしょう。それから、市長から

色々なものも、それを欲しがる子はいいけれど、そういうものを欲しがらない

わけですよね。だから、いわゆる動機づけそのものが難しい。子どもの側に、

こういうものをやってみよう、こういう風にやってみようかなというような、

“適応志向性”といわれる態度のことを言っているんですけど、それが今の子

はほとんど無いです。僕は職業柄、そういう土壌の中から問題を起こしてきて

いる子ばかり見ているから、そういうようなものが、ある種特異な形で出てく

るのが問題児ということだと思います。その子たちを見ると、人間の社会の中

で、うまく適応していこうなんて考えていません。関わりたくないという気持

ちもないんですよ。積極的な拒否するということでもないんですね。そういう

子どもが、例えばいじめ問題でも、人間関係の中では、波風立てず平和にやる

ことがよいことなんだよということは考えないんですね。そういうことが人間

としてとてもすばらしいことなんだということを考えないから、幾ら餌を投げ

ても食いついてこないというのが、今の教育の隘路というか、特に問題児なん

かは、そういうところが学校の先生が一番苦渋する。 

さらには、現代というのは、青少年にとって現代をどう考えるのかとか、より

よくなっていこうでも、向上しようでも、今まで我々が言ってきた、よりよく

なりたいという自己実現なんて言葉もありますけど、そういうのを一切考えな

くても生きていける社会が現代だと私は思っているんですね。昔の子どもは、

ハングリー精神なんて言われているときも、それから「エコノミックアニマル」

の、1950年から80年ぐらいまでの社会でも、こういう風になっていこう、こう

いうふうにやるんだというように、人間が志向性を持っていた。それが全くな

いような状態でもやっていけるのが現代。特に子どもの成長や教育という視点

から考えたときの現代の問題というんですかね。それは教育の学校現場では如

実に出てきているように思うんですね。 

例えば嫌な先生の言うことでも、従うことに価値があるんだぞとか、こういう

ことが生徒にとって大事なことだろうといったときに、ほとんどの子は、「え

っ、ほんとですか」と言うんですよ。「おまえ、こんなこと考えないの」と聞
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くと、「考えなきゃいけないんですか」みたいな、高校生でも、このレベルな

んですね。そうすると、やっぱりその中に、よりよく生きていこうとか、社会

の中で平和にやっていこうとか、こういうことに価値があるんだよねとかい

う、価値の崩壊なんていうことも言われていますけど、そういうような考え方

を子どもたちはほとんどしなくなっていると見なければいけなくて、そこに火

をつけようということなわけですよね。 

新井委員：ちょっと乱暴な意見になるのかもしれないんですけれども、いつの時代でも、

約１割強ぐらいは何をやってもできるし、立派な人間になっていくんですよ。

今言われたように、１割強ぐらいは、幾らこっちがやったって全然できない、

どうしようもない。我々はどこに焦点を当ててやりましょうかというときに、

まずそれを議論しなければいけないと思うんですけど、個人的には、僕はその

両極端はそれぞれの専門家にお任せするしかないので、我々は残りの75％か７

割かわかりませんけれども、その辺のところ、どっちつかずのような中でちょ

っと迷っている人間が１人でも２人でも、こういうことによって目覚めていけ

ば、それはそれで、全員がこうなるということは考えられないので、その辺に

絞れたらいいかなという気はします。じゃあできないやつを放っておくのかと

なっちゃうと、実際問題、膨大なエネルギーを使ってもなかなかできるものじ

ゃないですね。そんな感じは受けます。大草委員のおっしゃっていることは本

当によくわかる。どこかで切っちゃうというのも言い方が悪いんですけれど

も、そんな気がしました。乱暴な意見で申しわけないのですが。 

大草委員：ただ、どのぐらいの割合いるかというようなことは別としても、総じて、例え

ば勤勉性の大事さとか、色々なことがあっても自分で色々と検討して考えた、

自分の決定に沿った行動を、周りには作用せずに自分だけはやっていこうとい

う、いわゆる自主性とか主体性の確立というか、自我の確立みたいな、そうい

う動きが相対的に弱いのが現代っ子だと思っているんですね。その可能性とい

うことでいえば、やっぱり私は、どの子もそういうことはあまり関心がなくて、

そんな子は、どちらにしろ動機づけするというのは難しい対象で、さらには、

今の子どもは、社会参加の重要性なんていうのは気づいている子もあまりいな

いし、そこが自分の人格形成にとっても重要なポイントなんだみたいなことを

考えている子はほとんどいないと思いますし、その子どもたちが他のことは考

えているわけですね。要するに、部活の中でうまくやっていこうということを

考えている子もいれば、試験の点数はいい点を取ろうとか、トップになろうと

かいうような、色々なことを考えている子はたくさんいるんだけれど、社会参

加とか、特に人間性、どんな人間がすばらしいのかとか、どういうような適応

をしていくことが自分にとってはいいことなのかとかいう、そんなことはあま

り考えていない。そこの難しさがあると思います。 

新井委員：私も子どものときは全然考えなかったです。せいぜい良い点数を取りたいなぐ
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らいはあったかもしれないけど。 

大草委員：だけど、社会全体としては、やっぱりいい生活をしたいとか、学歴をちゃんと

確保していい会社に行きたいとか、できたらブルーカラーよりはホワイトカラ

ーだとか、いわゆる戦後の時代には、そういうことを考えていらっしゃらなか

ったとおっしゃいますけど、でも、暗に社会全体の動向から、そんな流れの中

に沿って私たちはやってきたんじゃないですかね。 

新井委員：根底には、僕らみたいにまだハングリーな、ともかく米の御飯を食べない、麦

が半分ぐらいの御飯を食べて育ちましたから、やっぱり真っ白な御飯を食べた

いなとか、毎日卵焼きを食べたいなとか、そういうのはありました。それは今

は普通の状態だからね。 

大草委員：今の子どもはそういうことを考えないでしょう。だから、言ってみれば、我々

の世代は全共闘世代ですけど、少しでも名の通った大学へ行こうというのが暗

にありましたから。そういう意味では、今の子どもは、実際調査をしてみても、

どこでもいいですみたいな子が多くて、あまりそういうのは無いですね。おっ

しゃるように、ごく一部、パーセンテージでいうと大体1.5割ぐらいの子は、

やっぱり上昇志向とか、名の通ったところに行くんだとか、何とか博士の後を

追いかけるんだみたいなことを持っている子も確かにいるんですけど、そうい

うことをあまり考えなくてもやっていけるような時代になって、そういうこと

は余り考えていない子が増えたので、今の青少年問題が大きくなっているんじ

ゃないかという気もするんですね。 

そうした子どもに対して動機づけを行うというわけだから、さっきの情報の伝

達の行き届きという点では、私はこれにはＬＩＮＥの活用は必須じゃないかと

思います。あれは自分が意図していなくても情報が入ってきちゃうというもの

なので、そういう機能をもっと利用して動機づけのための情報提供するような

ことを考えるのはいいんじゃないかな。要するに、子どもたちが自発的に動く

のを待っているのではなくて、こちらから無理やりにでも情報を行き届かせて

しまう。そこから先、子どもたちがそれに参加するかどうかというのは、また

子どもたちの自由に任されるわけです。 

藤田委員：社会参加のイメージというようなことを先ほどお話ししたと思うんですけど、

僕としては、社会参加というのは、かなり広く考えていて、そんなの社会参加

というのぐらいのレベルからもう社会参加でいいんじゃないかという気がし

ていて、社会の他の人のためになるようなことをするみたいなことだけではな

く、自分だけではない、他の人たちと一緒に何かをやったみたいなことでもい

いような気が僕はしています。なので、そういうような情報を、今、大草先生

がおっしゃったような色々なやり方で、直接子どもに届くような方法があった

らいいだろうなとは思います。でも、情報の質は管理しないと、おかしな情報
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が行ってしまっては困るので、そこは情報はきちんと登録して、認めたやつだ

けがきちんとそこに載るみたいに、情報の発信側は質の管理はちゃんとしない

といけないと思うんですけど、それに登録した中学生、高校生のところには、

それが直接届くみたいにしてもいいかなと思います。 

あと、前の期のもので書きましたけど、こども文化センターなんかも、そこで

社会参加の１つの場として活用できるのではないかという風には今でも思っ

ていて、それは全部のこ文でできるかどうかは、こ文の状況は随分違うのでわ

からないんですけど、イベントをやりますみたいなことだとか、場合によって

は子どもが、こういうイベントをやりたいので人を集めたいんだけどといっ

て、こ文の人と相談して、それは仲間を募集しようみたいなことをやったりと

か、色々な可能性は秘めている場所だと思うんですよね。なので、そういった

ところも活用しながら、子どもたちに社会参加のためのこんな機会がたくさん

みんなの前に開かれているみたいなことが伝わっていくようにするといいん

だろうと思います。そして、それに参加したことが、先ほど言ったみたいに蓄

積されて、格好いい名前で、川崎ポイントじゃないですけど、ポイントを貯め

ると何かに引き換えできるみたいな、それは言い過ぎかもしれませんけど、そ

ういったものがその子の利益になっていくようなことが連動していくと、それ

も高尚なところから、それほどでもない仲間内の何かみたいなところまで色々

あるというのはどうかなと思います。 

新井委員：こども文化センターは中学校区に１つあるので、中学校区内なら歩いて行ける。

それ以上遠くなったらバスを使ったり電車を使ったりしないといけなくなる

から、交通面でも危ない面もあるけど。子ども以外に、これから高齢者も増え

ますけれども、高齢者には区に１つあるぐらいのものだと遠過ぎちゃって、ほ

とんどバスで行かなければいけないということになっちゃうと、ほとんどみん

な行かなくなっちゃう。そういう面では、こ文はうまく活用すれば良いツール

にはなると思います。 

芳川委員長：前期、喜多見児童館に子ども食堂を見に行ったんですけれども、そこの仕組

みがすごく印象に残っていて、ＱＲコードがあるんですよ。あそこでは、ど

ういうイベントがあるのかリーフレットの中に全部ありますので、そこに照

らし合わせると、いつあるかということと、今、藤田委員がおっしゃったよ

うに、子どもたち、特に中学生、高校生は、自分たちでこれをやりたいとい

う企画も承認しているので、今の話でいくと、そこでやりたいんだけれども、

募集していますという風に、その中に乗っかっていくと面白そうみたいな感

じで集まることもきっとできるんじゃないかと思いますので、あれは今、川

崎で考えるとこ文になるかと思うんですけれども、そこが１つの仕掛けとし

てはどうかという感じがありますね。 

藤田委員：子どもたちがどういう情報かわからないのに集まるというのは、すごく危険で
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すけど、こ文とかが仲介していると、ちょっと親も安心ですね。 

大草委員：テーマは全然違うかもしれないんですけど、例えばヤフーとかグーグルがある

じゃないですか。あれはどうやって、誰が、どんな風に運営しているんですか。

なぜこんなことを聞くかというと、あれの川崎版で、こども文化センターにそ

ういうような運営主体があって、ああいう風なものを全部に発信して、しかも、

そこでは色々な企画もあれば、募集もあれば、商売のコマーシャルとか色々な

アピールが載っているわけですね。ああいったものはどうかと。 

藤田委員：前に「ＫＪネット」といったものを提案しましたけどね。そこに行けば色々な

情報があって、学校の情報も発信していたりとか、そういうのがあったらいい

なとは思います。ただ、提案しても、なかなかそういうのは実現しそうもない。 

大草委員：ちょっとわかりませんけど、大もとの基盤が、このこども文化センターあたり

のどこかのところにサーバーがあって、そこで一括管理して、いいもの悪いも

のを全部そこでセレクトする。 

事務局：管理の仕方が難しいかもしれません。特に、セレクトというのは難しいですね。

ヤフーとかグーグルも割と緩やかというか、あくまで広告みたいなものもあって、

あそこから情報を取っていくのは、取る側の責任もあって、割と緩く載せられる。

検索するエンジンなので、情報を管理しているわけではなく、インターネットと

いう社会の中の情報に、どこを検索してひっかけていくかみたいな話なので、運

営団体自体が情報をセレクトしているとか、管理してくれているということはな

いです。 

大草委員：でも、そういうものを加味したものをつくり出していくことは可能なわけです

よね。 

事務局：不可能ではないと思います。ただ、誰がどうやって管理していくのかとか、管理

の基準であるとか、そういう整備は必要かもしれないです。 

藤田委員：ＮＰＯか何かに川崎市が委託して、そのＮＰＯが川崎子どもネットを運用して

いますみたいな仕組みであれば可能だと思います。 

事務局：例えば皆さんの方から意見が出ている部分で、市にも川崎イベントアプリとか川

崎子育てアプリがあります。情報を載せて発信していくのも、行政がやっている

と、必ず所管課があって、所管課のどこかがやっている事業がここに載っていく

わけですね。それは所管課というフィルターを通して行政がやること、もしくは

子ども会がやっている事業、ある程度公共性を持った団体がやっている事業をこ

こに載せて配信していく。 
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大草委員：背景にそういう運営母体があるわけですね。 

事務局：誰がセキュリティーの責任を持って載せるのかみたいなところについては、庁内

で結構議論はあって、全てのところを行政が、ここはいいよ、ここは悪いよ、こ

こはだめだと。特にだめなほうですよね。地域の活動みたいなものとかは、何を

もってだめと言えるのか。その辺の難しさは確かにあるかなと思います。 

大草委員：運営上の困難さはありますよね。 

事務局：ハード的なものは整備はできると思います。問題は、それを誰が、これはよくて、

これは悪いという判断がつけられるのか。前も委員会の中で話したのですが、行

政は恐らく苦手な分野だと思います。地域の活動で、これがだめだという活動を、

行政がはっきり言うというケースはほとんど無いですよね。じゃあ、それをまと

めて載せられるものはあるのか。色々試してはいます。例えば地域活動で、お祭

りだとか、町会のチラシを、社会福祉協議会が地域情報みたいな形で社協のホー

ムページに載せたりします。そこには、どこどこ町会がやっているものとか載っ

ていたりするんですね。でも、社会福祉協議会も、どちらかというと自分のとこ

ろの加盟団体で、すべての情報をなかなか載せていけないというところは、現実

問題としては、もしかしたらあるかもしれないですね。ＮＰＯも含めて、これだ

け色々な活動をしているところがあって、それに対して、これがよくて、これが

悪くてみたいなことというのは、特に載せない方のセキュリティーというか、恐

らく心配だから載せてはいけないみたいな話のところを発信していく難しさはあ

るかもしれないですね。 

事務局：学校には全部ホームページがある。総合教育センターのものと２種類あるんだけ

れども、総合教育センターの情報は視聴覚センターで全部その内容を吟味して、

それに１回オーケーを出して、もちろんいじられないようにして載せているとい

うことで、かなりセキュリティーは高くしてありますね。だから、逆に使いづら

いということもあって、みんな更新するのが、もういいかみたいになっちゃう。 

藤田委員：イベント情報等はタイムリーさが必要になってきますからね。 

芳川委員長：色々な話が出ているところだと思うんですけれども、まだ今日は方向性とい

うことですから。ただ、できたら視察の場所も考えていきたいなと思います。

確かに箱をつくるのは決して難しくないというところも、幾つかの区で、あ

るいはＮＰＯでつくっているのは見たりしているし、要は、そこの情報を持

ち寄るということができればいいかなと思います。運営は確かに難しいかも

しれませんけれども、実は最初からそこのラインの取り決めがあれば、個々

のケースごとに決めるものではないですし、実際に箱ができたときに、そこ
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で運営の部分が上手に設定できれば、すごく危険なサイトなどは除けること

ではないかなという感じはしますので、そういう意味では、まだ考える余地

はあるのかなと思います。あと、居場所という点では、ＬＩＮＥの中も、今

はＳＮＳも居場所になっていると考えていきますと、その場にいなくても、

１つの居場所をつくるということも可能かなと。だからこそ、あれだけツイ

ートで発信したりしているんじゃないかなと思いますから。そういう意味で

は、居場所は、ただ単に現実的な居場所ではなくて、仮想世界の中での居場

所というのも、居場所として入れることができるかなとか、色々なことを皆

さんの言葉を通しながら考えているのですが、どうですか。 

例えばこの視察の中で、こういうネットを使っての団体、箱物とか、あるい

は運営をやっているＮＰＯ、もしくは市があれば一番いいかと思うんですけ

れども、そういう具体的にやっているところの話を聞けたりとか、見に行け

たりというのはないですかね。 

新井委員：武蔵小杉の高層マンションのイベントをやるのをＮＰＯでやっていると言った

よね。まちづくり局が発信してつくらせたりとか。 

事務局：「エリアマネジメント自治会」というのをやっていて、そこはマンションが幾つに

も分かれていますので、ＮＰＯで町内会・自治会ではなくてエリアでやって、事

務室を用意して、そこで町内会・自治会みたいな形ではなくて、幾つかのマンシ

ョンを合わせてＮＰＯとしてエリアマネジメントをやる。そういう仕組みのもの

はあります。 

岡田委員：それは財政はどうなっているの。資金はどうやって集めているんですか。 

事務局：基本的には持ち寄っていると思います。あそこは住宅が集まっていて、非常に近

接していますので、それを再開発のときから、まちづくり局がわかっているので、

それをエリアとして、ＮＰＯで緩やかにやっていこうよというのがあります。逆

に難しさは、新しいところがそこに入っていくとか、これからそこが大きくなっ

ていくとか、そういうのは、もしかすると難しいのかもしれないと思います。 

新井委員：新しく入ってくるのはないと思います。そこの中だけで。 

藤田委員：完結しちゃうんだ。 

事務局：そうすると、あそこは分譲の方もいれば賃貸の方もいらっしゃるので、私の方は

マンションといっていますが、分譲型というのは買いますので、動くと言っても、

そんなに大きく動くものはないんですけれども、賃貸の方は、ある一定の期間で

動いていくので、やり方が難しいというのはあるかもしれません。 
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新井委員：地域が継続的に存続していくというのは、よく団地があるじゃないですか。分

譲なら分譲、賃貸なら賃貸、それは多分こうなっちゃいますね。ある時期、子

どもが増えてなくなっちゃう。だから、正常な地域じゃないです。やっぱり分

譲があったり、マンションがあったり、賃貸があったり、一戸建てがあったり、

そういう方向的なものがあって初めて地域が継続的に続いていくのかな。 

藤田委員：まちづくりというのは、一様にすると実は最悪なんです。 

新井委員：ある一時期いいときがありますけどね。 

藤田委員：多様性を保たないと、実はまちづくりというのはだめなんです。だから、そこ

はちょっとわからないです。 

新井委員：でも、そういう機会があるというのはいいかもわからない。 

芳川委員長：そうそう。 

事務局：ちょっと調べてみます。 

藤田委員：あと、豊島区に「豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク」というのがあっ

て、プレーパークから、子ども食堂から、無料学習支援から、色々なことをや

っているんです。そのＮＰＯが前から気になっていて、うちの近くにあるんで

すけれども、どんな風に、どういう人がどういうことをやっているんだろうみ

たいなことを、ちょっと知りたいなと思っている。今回のものに直接関係ある

かどうかはわからないんですけど、何かヒントになるようなところがあったら

いいなみたいな感じではあるんですよね。 

事務局：豊島区自体は、人口自体も減少傾向にある。東京都の区内でも、地域が変わって

いかなければいけないというところで、子育て世代をどうやって入れるかという

ことは考えているのでしょうか。 

藤田委員：学校も多くて、その意味では、川崎もちょっと似た側面もあるのではないかな

という気持ちでいるんですよ。豊島区は、一時期存続が危ぶまれたんですけど、

最近はむしろ人気が高まっていて、人口が増えてきているんじゃないかという

気がするんですね。その意味でも、豊島区と川崎市って、似ている気はちょっ

としているんですね。 

芳川委員長：よろしいですか。時間がオーバーしてしまって申しわけありません。今日の

ところはこれぐらいで、今２か所ほど見学したいというところと、もし何か

あれば、事務局の方にお願いして情報提供していただければありがたいかな
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と思いますので、よろしくお願いします。 

事務局：はい。 

（３）その他 

事務局：次回の第２回起草専門委員会につきましては、先ほどのスケジュール案で御確認

している７月頃の開催の予定をしております。今日は欠席の委員もいますので、

視察先だとか御意見は改めて調査票を皆さんにまたお配りをして、それを集めて、

また７月に開催をさせていただきます。追って日程調整をさせていただくように

しますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

芳川委員長：では、本日の議題はこれで終了しましたので、議事進行を事務局に戻します。

どうも委員の皆さん、ありがとうございました。 

事務局：芳川委員長、ありがとうございました。実はこの会議の前に子どもの権利委員会

が市長に答申をしていて、居場所づくりのこととか、ネットのこととか、ある意

味かなり共通している部分はありました。やはり子どものことに関しての思いは

皆さん非常に熱いものがあって、子どもが川崎をこの後つくっていく、その子た

ちにどれだけ大人がエネルギーを注いでいけるかということが大切なのかなとい

うことは非常に強く思いました。そういう意味で、こういうところで色々な御意

見を聞けるということで、自分自身も非常に勉強になっているし、色々な先輩方

からの御意見を、また今後も生かしていけるといいなと思っています。本当に充

実した会議になったかなと思っています。ありがとうございました。 


