
令和元年度第３０期川崎市青少年問題協議会 

第２回起草専門委員会 会議録 

○日 時 令和元年７月２９日（月）１０時００分～１２時００分  

○場 所 第３庁舎 １３階 こども未来局会議室

○出席者 

（１）委員 ７名 

岡田委員（オブザーバー）、芳川委員（委員長）、香山委員（副委員長）、新井委員、

藤田委員、小松委員、前川委員 

（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   第３０期 これまでの議論の経過 

資料３   第３０期 川崎市青少年問題協議会 協議テーマ 

参考資料  第３０期 視察先の検討 
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１ 開会 

  ・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 

  ・委員挨拶 

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）議事１～３について 

議事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） 

議事２ 第３０期これまでの議論の経過 

議事３ 事前調査の結果について 

芳川委員長：では、議事の１～３について、事務局の方から資料の説明をお願いします。 

（事務局より、資料１～３について説明） 

事務局：資料３については、今回、各委員の方に調査票への回答をお願いしておりまして、

１つは、今回の議事や議題についての御意見。それと、視察先についての御意見。

さらに、意見具申（案）の構成についてもそろそろ議論を始めなければいけない

と思いまして、御意見をいただいております。こちらの方は、事務局が説明する

より、御回答いただいた香山先生、新井委員、前川委員から少しコメントをいた

だければと思います。香山先生から、よろしいですか。 

（香山副委員長、新井委員、前川委員より、それぞれ説明） 

事務局：今日は視察の話にもなるかと思いまして、視察先についての参考資料を事務局の

方でご用意しました。（以下、参考資料について説明） 

芳川委員長：ありがとうございました。では、前回会議の後に皆様に書いていただいた部

分と、あと、視察先についても４つほど候補が出ていますので、そのうち幾

つかに決定するということと、あと、そろそろ執筆の骨子も固めていきたい

と思っています。色々なディスカッションができたらいいなと思いますが、

何か御意見等はございますでしょうか。 
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藤田委員：川崎ワカモノ未来ＰＲＯＪＥＣＴ、今、手帳を見たら、８月３日は予定が入っ

ているので行けないのですけれども、もし行ける方がいらっしゃったら視察に

行ってみたらいいのかというふうに思いました。面白い取組だと思います。 

事務局：このプロジェクトは、前川委員に過去に２～３回見ていただいています。 

前川委員：はい。高校生たちが色々疑問に思っていたこと等について、大学生ぐらいの、

自分より少し年上の人が色々声かけしながらやってくれるのですが、初回に来

たゲストスピーカーがすごい２人でした。１人は、「若者の投票率が低いから、

政治教育をもっと学校でちゃんとしよう」という思いから、自分でＮＰＯ法人

を作って活動している方で、もう１人は、社会人になって、急に自分が母親に

なるのは怖いということで、高校生や大学生のうちから母親のもとにインター

ンに行けたらいいよねという、そういう団体を作って、その方も内閣府の子育

て支援の委員か何かを務められている方です。そうした２人がゲストスピーカ

ーとしてお話をされて、高校生も結構色々と意見を出していました。 

私が見た感想だと、高校生たちはすごく真剣に取り組んでいるのですが、彼ら

が川崎市に興味があるのかなと言われると、必ずしもそうでもないような気が

します。チラシにある「湯ミット」などは、銭湯でサミットをするといった取

組なのですが、川崎市ではない場所で実践していましたし。この子たちの持っ

ている関心が地域に向いているのかと言われると、それは少し疑問だなという

印象です。ただ、その分、柔軟で面白い発想を持っている高校生たちでした。 

藤田委員：ある意味、アントレプレナー教育みたいな、社会的起業家を育てるといった、

そんな雰囲気なんでしょうか。 

前川委員：そうですね、それに近いかもしれないですね。地域をフィールドにというのは

なかなか難しいのかもしれない。例えば「色で見る川崎７区の魅力」みたいな

ものを出してくれている子どもたちもいれば、そうでない子どもたちもいる。

色々と自分が持っているものを出していくのに、地域をフィールドにする子

と、そうじゃない子がいるということはあるかなと思います。 

芳川委員長：今までの協議会や全体会の中でも出てきましたが、協議題の中のキーワード

として「現代を生きる」というのがあるので、そこの意味を私たちはどう捉

えたらいいのかという点からすると、現代というのが特に全般的な意味での

現代と、あと、川崎市の青少年たちにとっての現代と、その両方の視点から

考えなければならないかなという感じはしています。 

次に、全体会の中で言われたのは、「主体的な参加」ということです。委員の

皆さんにも御指摘いただいたのですが、こちらが仕掛けるだけではなくて、

相手が主体的に何か行うということが必要になる。 
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また、前回の会議でボタンという言葉も出ました。いわゆる組織であったり

とか、拠点であったりとか、もしくは居場所だったりとか、そこはいわゆる

仕掛けということで、でも、仕掛けを作るだけでは青少年が主体的には動か

ないかもしれませんので、次にボタンが必要になってくるのだと思うのです

ね。そうすると、現状でどれぐらいのボタンが用意されているのか、もしく

は青少年自身がボタンをつくるといった主体性をどう考えていくのかとか。

あるいは、大草委員が前回御指摘されていたように、モチベーション、つま

り、ボタンだけ用意していても、押したいという意欲が出てこないと押して

もらえないという点を踏まえて、どうすればその意欲が出てくるのか。 

そして、４番目は、前川委員や新井委員がずっと仰っている、継続する力で

すよね。どう継続させるか。多分、仕組みづくりの中には、仕掛け、ボタン、

モチベーション、継続する力、そこを川崎、もしくは他のところの例を見な

がら、選び出すことができたらと、今までの委員の皆さんの考えをちょっと

まとめて考えてみたところです。 

そういう意味では、例として事務局はいっぱい用意していただいていますけ

れども、確かにＮＰＯの方はサポートという感じがあると思うのです。でも、

もしかして、何かが前回と違うかもしれませんし、あと、全国ではまたほか

の視察の部分があるかもしれませんし、そこあたりが整理すると、今回の提

案の中で、先ほど新井委員が仰ったように、もうちょっと具体的な、何が川

崎市として足りていないのかとか、何を大事にしていったらいいのかとかを、

もうちょっと出せるのかなと、今までの皆さんの発言を整理して思いました。 

それを加えた上で視察すると、もしかして視点がちょっと変わってくるのか

なという感じがしたのですが。 

新井委員：青少年と言っても年齢差があるので、対象年齢をどこに置くかというのはある

のですけれども、例えば中高生とかになってしまうと、場所がどこか１箇所だ

と来ないのではないのかと思うのですね。川崎市は細長いので。だから、少な

くとも幾つかに分散して、継続的なことをやりながら、年に１回でもいいし、

あるいは無理であれば２年に１回でも３年に１回でもいいのですけれども、全

市でやるような、そういう形にして、場所的にみんなが集まれるような場所を

設定することがまず大事なのかなと思います。 

芳川委員長：非常に面白いと思うのですね。全市同時にということもあるのですが、場合

によっては、今年は例えば南の地区、翌年は中央で、といった、そういうス

ケジューリングも考えることができるかもしれませんしね。 

藤田委員：それは私も感じていて、これは川崎全市みたいな、そういう規模感の話なので、

それはやろうという子はかなり限られるし、そもそもモチベーションが高い子

が来るという感じがするので、もう少し身近な規模でないと、幅広く子どもた

ちを集めるというのはなかなか難しいかなという気はちょっとしました。 



4 

いま仰っているようなことを考え合わせると、高校生の文化祭の全国大会とい

うのがあって、連合文化祭みたいなのがあって、毎年色々なところでやってい

たりするのです。あれが僕は好きで、全国の地域で優秀だった演劇部とかが一

堂に会してみんなで演劇をやるみたいなことだとか、色々なことをやっていた

りするのです。そういうのをすごく楽しいなと思って、子供たちもすごく燃え

てやっているのですけれども、それぞれの地域で色々な楽しいことをやるとい

うのと、それを今度は全部でその中の代表の人たちが集まってきて、川崎市と

して何かやるみたいな、連合何とかみたいなのをやるみたいな、２段階方式と

いうふうにしても面白いのかなと思ったのですね。子供たちは自分の身の回り

の範囲で何かやろうという、そこだったらやるけど、全体は、えーっ、無理み

たいなところがあるので、小さなところで色々な仕掛けがつくれるのかという

ことと、そして、それが全市に広がるような広がりみたいなものをあわせ持つ

ようなものにするといいかなという気がしました。 

小さなものというと、前の意見具申書にも実は書いたのですけれども、こ文ぐ

らいの単位で、こ文の中で自分がやりたいことができる、例えば仲間募集みた

いなのをして、バンドの大会をみんなで、ひとりだけで、自分たちだけで練習

しているのはつまらないから、バンドフェスティバル、やろうよみたいなこと

ができたりとか、そうじゃなくて、例えばこういうようなことをやりたいから、

誰か一緒に仲間はいませんかみたいなことでできる、自分にもできるんだとい

う規模感の実例みたいなものが周りにあって、ああ、あれだったらやってみた

いとか、自分が主催しなくても、そういうのがあるのだったら参加してみよう

とか、そのぐらいの小さなことでも主体的に参加するというのは、規模の大小

ではないので。うちの娘なんかは漫画が好きで、一生懸命描いていますけれど

も、誰か漫画を一緒に描いて、雑誌をつくりませんかというのをやってもいい

気がするんですよね。そのぐらいだったら、ちょっとした大人がいれば、製本

の手伝いみたいなことが、立派な製本したものを何十冊かつくって、みんなに

配るみたいなことをやったら、すごく楽しいだろうし、そのぐらいのレベルの

ことでもいいと思うんですけれども。 

芳川委員長：小松委員、何かありますか。 

小松委員：今年、校長に着任してみて感じますが、子どもたちは、部活動に参加している

子も多いですが、そうではなく、地域のクラブ活動みたいなものに参加してい

る子もかなりの割合いるのではないかなと思います。ただ、自分の学校の中で

活動している子たちの活動状況というのは見るのですけれども、学校の外で活

動している子の活動状況というのは、なかなか拾い切れていないなと。そうい

う子たちの話を聞いたりとか、共有したりとか、広げていくようなことが学校

の中でできればいいなと職員や保護者とは話をしているところです。 

藤田委員：この間の話の中で、「学びのポートフォリオ」といった話がありましたけれども、
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個人個人が今まさにどういった学びと活動を積み重ねているのかということ

が残っていくような、そして、みんながそれはすばらしいと認めていくように

なっていくといいのだという話をして、それが例えば色々なところで生きてい

く、自分の履歴として生きていく仕組みがあるといいですよね。 

あと、前の具申書に書いたのは、b-lab（文京区青少年プラザ）を見に行って、

そこでは自分たちの提案みたいなものを多く吸い上げて、形にしていくよう

な、そういうチャネルがあったような気がするので、それが川崎なら、こ文と

かでできたらいいなというのは、前から思ってはいたのですけれども。 

芳川委員長：私も同じような感覚で、前期で見学に行った東京都世田谷区の喜多見の児童

館、その中にある庭を中学生たちが自由に使えるということと、あと、イベ

ントも自分たちで企画できたりとか、色々と工夫してやっていましたよね。 

前川委員：ＷＡＫＵＷＡＫＵのところを見たら、子供の学びサポートみたいな学習支援み

たいなのをやっているのですけれども、中学生や高校生が小学生の勉強の面倒

を見たりすることで、自分も人の役に立てるんだと自信をつける体験になった

りする。そういったところで、学校が一枚噛んでくれたりすると、仕組みづく

りもやりやすくなってくるかもしれないとは思いますね。 

芳川委員長：横浜市のある中学では、地域の公民館で、中学生が小学生にボランティアで

勉強を教えるというのをやっていると聞いたことがあります。今でも継続し

ているかどうかわからないのですが、今のイメージに近いですね。 

新井委員：川崎の下町の方、桜本の子ども会では、中学生が来て教えているんですよね。

子ども食堂も兼ねたような感じで、それの勉強版みたいなことでね。 

事務局：新井委員が仰ったふれあい館については、学習支援だけではなくて、識字であっ

たり、外国人の方が多いので、日本語を教えたり、日本語ができない子と一緒に、

できれば親と一緒に手続するみたいな、そういったことをしています。ただ、そ

こには地域の実情とか課題があって、周りに外国にルーツを持つ子が多いという

ことがあって、青丘社自身もそこに対する課題認識が大きくて、地域の課題とし

てそれに対応しているというところはあると思います。 

こども文化センターについては、児童を育てていくという部分に関して、世田谷

の児童館もそうであるように、もともと児童館に来ている子どもたちをどうやっ

てうまくつなげていくかというのも、児童館自身が持っている機能としてあって、

川崎のこども文化センターについてもそこは課題であることは間違いない。 

香山副委員長：こども文化センターの運営協議会もどんどん高齢化して、私の知っている

ところでも、中高生に声をかけて、委員になってもらったものの、やっぱ

り継続しては、なかなか忙しくて来られないんですよね。来てくれれば、
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視野も広がるし、大人たちも色々と教えてあげたり、サポートしたりでき

るんだけど。役に立てたとか、喜んでくれたとか、そういう達成感とか、

やってみて何が成就したものがあれば、子どもたちも「じゃあ来年もやろ

う」となるのでしょうけど、その機会も味わうことができないまま時が流

れてしまうということなのですよね。 

香山副委員長：行政府の地域教育会議というのはどんな感じですか。特に高校生から上ぐ

らいの子たちの参画は。 

事務局：あまりないですね。 

新井委員：そこは変わらないですよ。 

香山副委員長：そことうまく合わせれば、今の子の動きとして１つかんでくれればと、今、

聞いていたんだけど。 

前川委員：やっぱり子ども会議自体も、子ども会議があって、小学生が大体メーンで活動

して、中学生になって、どんどん学年が上がるにつれて減っていってしまうと

いうので、本当は地域教育会議の委員になれればいいのでしょうけれども、そ

ういう例というのはほとんど聞かないですね。 

香山副委員長：今回のテーマで、既存のそういうものの事足りなかったところに何か工夫

をして、それを生かしながら、いきなり全市は無理でも、まず２人ぐらい

で仕掛けようとなったときに、一応形はあるとして、人材もいるからと、

足りないところを工夫して補いながらやっていくのか、それとも、そうい

うものを一切取っ払っちゃって、新たに小規模でやっていくのか、その辺

の考え方もこの場では少しずつ展望が見えていないと、具体的な提言にな

かなかなり得ない、理想でということで文章はできる、提言は市長に持っ

ていけるけど、そこで終わっちゃうというのもありますものね。 

藤田委員：ある意味、実行可能性みたいなのを担保した具申書になるといいですね。これ

まで、なかなか実行するところまで至らない具申が多くて。 

新井委員：本人がやったときの達成感と、周りが認めてくれるから達成感があるのであっ

て、１回や２回で終わるのではなく、ずっと続かないといけない。そのために

はある程度、発信力のある企業とかにも協力してもらって何かできないかなと

は思います。例えばセブン－イレブンとか、ファミリーマートとかで職業体験

させるとか、そういうのもあるし、何かイベントというか、地域でやったとき

の１つのスポンサーみたいな形で、企業が協力してくれればできるのかなと。 
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藤田委員：参加者が少なくなっていくという話ですけれども、そのとおりだなと思います。

やっぱりもともとのところの裾野を広げないと、抜けていって残らないです

ね。だから、最初の裾野をどれだけ広げられるかということを考える必要があ

るだろうなと。そのための仕組みをどうしたらいいか、恐らく学校の協力がな

いと、なかなかそこは難しいとは思うのですけれども、そういうことが１つ。 

あともう１つ、例えば土曜日とか日曜日に来てくださいと言うと、ちょっと二

の足を踏むというか、ここに予定が入られるのはちょっとなと、自由度が低ま

るのは嫌だなと、やっぱり現代の人はそう思う。前の具申書にも書きましたけ

ど、もっと自由度の高い参加の仕方がいいのかなと。これに参加するんだった

らちゃんと参加してくださいと、コミットメントを求めるのでなく、もっと緩

い参加の仕方でも長く続いていけるような、そういう仕組み、ちゃんと来てく

れる子は来てくれるのですけれども、そうじゃない子も脱落しないで続けられ

るためにはどうしたらいいのかなというのは、考える必要がありそうですね。 

新井委員：この間、消防の方で、子ども会の少年消防クラブという全市の集まりがあって、

あともう１つ、婦人消防隊というのがあるのですね。いつも年に１回、そこと

交流しているのですけれども、この間も交流したのですが、ことしで終わりだ

というのですね。なぜかというと、今の働き方改革で、女性も職場に行っちゃ

っているので、なり手がいないというんです。だから、成り立たなくなっちゃ

ったから、それは終わりですとなっていて、まさに藤田委員が言ったように、

毎週毎週出てこれないから、ある程度出入りが自由という、まさにそういった

形でも参加できるようにしないと、我々、ほかの色々な子ども会とかも含めて、

そういったボランティア団体もいつもいつもになっちゃうと、子供より親が音

を上げちゃってね。逆に親がいないんですよ。子供はいて、面倒を見てくれと

言われても、面倒を見る親がいない、指導者がいないというのが現状。今は昔

と違って家庭にいる人がまずいなくて、夫婦ともに働く、外に出るのが普通に

なっちゃっているから、なかなかその辺は難しいのかなと。 

香山委員：参加の負担を減らすというか、気楽にというので、ＳＮＳとかの話になりまし

たよね。ああいう媒体を使って意見を集中していくネットワークを幾つか持っ

ていると、その場には来られない人からも、意見は取ることができる。その上

で、ポイントポイントで、どこかで集まろうかということだったよね。 

前川委員：私は子ども会、今週金曜日から指定都市の中高生を集めた研修を川崎でやるん

ですけれども、実行委員が30人いるのですが、30人一堂に会しての会議が１回

も開けていなくて、やっぱりみんな仕事があったり、大学生はこの時期テスト

期間だから出られないとか、色々ある中で、まさにＳＮＳ、我々も立ち上げて

いるのですが、ＳＮＳを発信するのは別に会議に来なくても、こっちが画像さ

え撮って、あとはＳＮＳに上げておいてと言えばできちゃうんですね。だから、

徹底的に役割分担をすると、緩いコミットメントも可能になって、参加しやす
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くなるのだろうなというのは今すごく感じているところで、まさにＳＮＳとか

というのは、そういうパワーはあるのだなというのは実感しています。 

香山副委員長：もう１つもとに戻るけど、当初あった川崎のハロウィンの成功例というか、

あれは川崎区の子供たちの参加にとどまっていないし、もっと言えば、川

崎市の青少年にとどまっていないんですよね。横浜から来たり、東京から

来たり。ただ、ステージが川崎市の川崎区であるということなんですね。 

川崎の子どもたちの行事の中でもハロウィンは根づいていて、何でだろう

と思ったときに、１つは変身できるという願望だと言うんだよね。別にハ

ロウィンやったらという意味ではないのだけど、どこに魅力があるか、食

いついてくれるかというところを一生懸命考えて、それを幾つか提案して

みれば、結構また人が集まるかもしれないと、そんなことを考えています。 

前川委員：先程の小松先生のお話を聞いていて、昔だったら、学校外でのクラブ活動みた

いなことは、そういう媒体がないので、学校でしかやらなかったのではないか

と。今、香山先生が仰ったようなハロウィンもそうですし、ハロウィン以外に

も、大師の瀋秀園なんかは、中国庭園等があるので、コスプレをやる方が写真

を撮ったりするのにはすごく良いらしくて、そういったところで集まっている

らしいです。今は色々と多様に選択できるものがあって、そこにどんどん目が

行く、そうすると、個人個人、それぞれ、思っていることが分散化されていて、

何かこちら側でこうというものをつくったときに、それに集めてくるというの

がなかなか難しいのかなというのは感じますね。昔であれば、恐らく野球しか

選択肢がなかったものが、サッカーができて、バスケットができて、テニスも

できて、そういう施設も完備されてきてといなると、それぞれそこに分散して

いく。そうした中で参加者を集めてくる難しさというのは、今の時代だからこ

そあるのかなという感じもしています。 

藤田委員：ＳＮＳでやるなんて、いいと思うのですけれども、例えば各中学校から、それ

ぞれコスプレでもハロウィンでもいいのですが、そのベストショットみたいな

ものを全部集めて、それでその中に投票して、幾つか賞をつくって、みんなで

受賞者を決めるとか。そんな練習も準備も要らない、でも、参加できるという、

そういうのは面白がってやったりするんじゃないでしょうかね。それを既存の

学校でもいいし、町内会でも、何でもいいのですけれども、既存の単位みたい

なのの代表みたいにすると、地域とのつながりもできるかもしれないし。そう

いう楽しくて、地域とつながれて、川崎も意識できるみたいなものを組み込ん

で、それを窓口にしてこっちに引き込むみたいなものがあると。 

香山副委員長：期間限定かもしれないけど、東京なんかは、学校の中にオリンピック・パ

ラリンピック担当という教員がいるんです。そこと子どもたちがどうつな

がっていくかというのをすごく模索していて、例えば作品をどこかに提示
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するとか、そういうのがあるんだけど、ここへ来て、１年切って、まず１

つは、聖火ランナー、あれが当選するかどうかわからないのだけど、誰が

なろうが、この区域を走るというのがもうわかっているじゃないですか。

そこを地域を挙げて、まちを挙げて盛り上げていく。200メートルずつ、走

る人は１人かもしれないんだけれども、誰が走ろうが、この区間を走ると

いうのを、そこに何か参画して、まちで盛り上げるという考えとか、それ

から、ボランティアも、なれるかなれないかもあるし、子供たちがみんな

なれるとは限らないけれども、だけど、なってくれたボランティアの方た

ちをまた盛り上げていくとかね。苦肉の策でもあるのかもしれないのだけ

れども、実際地元の子供たちは結構盛り上がってきているのですね。最初

は、えーっ、こんなこと学校でやらなきゃいけないのみたいなのがあった

わけなんだけど、さすがに１年切ってくると、ランナーに職員はみんな応

募していたり。川崎はまた多摩川のこっちだからあれなんだけれども、で

も、そういう視点も１つありなんだなと思って見ていますね。 

岡田会長： オリンピックのように、ああやって国が真剣にというのかな、色々なことを仕

掛けてくると、我々市民もだんだん乗せられてくる。それと同じように、例え

ば、川崎市で２５回も続いている青少年フェスティバル、これは市が最初にや

ったのだと思いますが、これだけやってくると、もっと続いていくでしょうね。 

こういうものは、ある程度行政が仕掛けないといけない。この会議は余りお金

のこととか、施設のこととか要求しないけれども、少しそれを出してもいい時

期に来ているのではないかという気が僕はしているんです。そうやってお金を

出したりして、１０年続けば、それはもう恒久的になっていくんではないかと。 

それから、もう１つ、今から５～６年先になるのかな、あるいはもっと早くな

るかもしれないけれども、大学入試において、こういう社会活動、学校教育と

全く関係ない活動をすることも、入学試験の条件になってくる。国の方はそう

いう方針を出してきていますからね。それをやっていかないと、大学が、子ど

もの数が少なくなるのに耐えられなくなってきますから、そうすると、例えば

フェスティバルに参加したというのは、大学に入るときに実績になってくるん

ですよ。その辺まで少し含めて考えていただきたいなという気がします。 

     あと、視察するところは、この４つの中で選べと言ったら、どこになりますか。 

新井委員：青少年フェスティバルなんかは皆さんに見てもらってね。もっと子どもに全部

任せた方がいいんじゃないのとか、色々と意見を言ってもらった方がいいので

はと思いますね。 

藤田委員：先ほどの中学生が学習支援に入っているような、どこでしたっけ、そこを見に

行けるようだったら、もしそういうのを今でもやっているようだったら。 

芳川委員長：桜本のふれあい館ですかね。 



10 

事務局：ふれあい館もイベントがあるかもしれませんので、調整させてください。事前に

準備もしてくれるので。では、ふれあい館は視察先として入れるようにします。

あと、青少年フェスティバルについては、次の会議が大体８月なんです。ただ、

それは１回目で、１回目に行っても、緊張していると思うので。２回目は９月ぐ

らいに設定していますが、そこは夜間の時間になってしまうと思います。そこは

うちの方でも職員と相談してみます。 

藤田委員：ワカモノ未来ＰＲＯＪＥＣＴ、８月３日以降、４カ月間やるんですね。どこか

間のところで。 

事務局：ここも視察先として入れていいですか。 

藤田委員：間のところで見せていただければ。 

事務局：基本的には１カ月１回ぐらいのペースでやっているというふうに聞いていて、区

役所の会議室だとか、ある程度、場所も押さえていると言っていました。こちら

の方で調整させていただきます。 

芳川委員長：可能な範囲でいいのですけれども、見るだけではなくて、できたら、子ども

たちの声を聞きたいなと思います。 

事務局：わかりました。 

芳川委員長：あと、多分、９月のときと、完成したときでは、随分子どもたちが得ている

経験が違うんじゃないかと思うんです。だから、完成したときも、できたら

子どもたちに話を伺いたい。 

事務局：青少年フェスティバルは３月２２日でやりますので、話をということであれば、

その後になるかと思いますが、それは大丈夫ですか。 

芳川委員長：大丈夫です。 

小松委員：カタリバの方と、青少年フェスティバルとでは、多分、集まってくる人たちが

違うと思うんです。だから、両方を追っていくと、別の角度で、色々な子たち

の視点が見られるのかなと思います。 

芳川委員長：青少年フェスティバルの方は、多分、今日の資料は実行委員募集の資料です

ので、どういう形でやっていくのかとか、参加者の状況とか、仕組み的なも

のも、９月の視察の前に見ることができるといいかなと思います。 



11 

事務局：事前にということですね。わかりました。写真が多いので、写真を見ていただく

と、何となく雰囲気がわかっていただけると思います。 

（２）その他 

芳川委員長：そろそろ時間になるかと思いますので、もし何かなければ、事務局の方に返

したいと思うのですが、その他とかありますか。 

事務局：特に事務局の方からはございませんが、視察については、カタリバ（ワカモノ未

来ＰＲＯＪＥＣＴ）と、青少年フェスティバル、ふれあい館ということでいただ

きましたので、日程については、向こうとの調整もありますが、８月、お盆明け

ぐらいから９月上旬ぐらいにかけて設定していきたいと思います。 

芳川委員長：次はいつ。 

事務局：この次の会議の前ではやりたいと思っていて、次の会議が、スケジュールでは、

９月から10月にかけてなのです。ですので、遅くとも８月下旬から９月中旬ぐら

いまでにかけてやっておいて、10月初旬とか、11月には本会議をやらなければい

けませんので、少なくとも視察をここのところで、今、３ついただきましたので、

その中から２つぐらいは視察していただければと思うのですが、どうでしょうか。 

芳川委員長：では、その方向でまた皆さんにスケジュール調整をお願いします。 

事務局：わかりました。 

芳川委員長：では、今日の議事はこれで終了しますので、進行を事務局にお返しします。 

事務局：本日は熱心な御討議、ありがとうございました。色々な意見を頂きながら、次の

視察の方向性や、その後の起草の方向性も少し見えてきたのかなという風に思っ

ています。 

では、これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 


