
平成３０年度第３０期川崎市青少年問題協議会 

第２回全体会 会議録 
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（２）傍聴者 

なし 

（３）事務局 
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資料１   協議題・調査専門委員会における意見まとめ 

資料２－１ 第３０期協議テーマ（案）について 

資料２－２ 青少年の自立に向けた育成環境イメージ図 

資料３   第３０期川崎市青少年問題協議会 協議スケジュール 

参考資料１ 平成３０年度第３０期川崎市青少年問題協議会第１回全体会 会議録 

参考資料２ 平成３０年度第３０期川崎市青少年問題協議会第１回協議題・調査専門委

員会 会議録 

参考資料３ 平成３０年度第３０期川崎市青少年問題協議会第２回協議題・調査専門委

員会 会議録 

参考資料４ 平成３０年度第３０期川崎市青少年問題協議会第３回協議題・調査専門委

員会 会議録 
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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 

  ・新委員（山口委員）の紹介及び挨拶 

２ 会長挨拶 

・岡田委員から挨拶 

３ 議事 

（１）第３０期協議テーマ（案）について 

岡田委員：それでは、議事に移らせていただきます。議題の(1)「第３０期協議テーマ（案）

について」でございますが、平成３０年９月５日に開催されました青少年問題

協議会第１回全体会において決定されたとおり、今期の協議題につきまして

は、協議題・調査専門委員会にて具体的な協議題を検討してまいりました。 

協議題・調査専門委員会については、事務局から経緯的なことを含めて概要を

説明していただきたいと思いますので、お願いいたします。 

事務局：青少年支援室担当課長をしております箱島と申します。私の方から簡単に協議題・

調査専門委員会の概要を説明させていただきます。まず、協議題・専門委員会に

入ります前に、昨年９月に全体会を開催させていただきまして、その中では皆さ

んの中から、ＳＮＳ関係のトラブルが多いということ、日常の居場所がないとい

うこと、それと、そうはいっても中高生については意外に地域貢献への意欲は高

いといった御意見があったところでございます。議論を進めていく方向性や進め

方につきましては、学校、家庭、地域の更なる連携が必要であるという御意見や、

直接青少年からの意見を少し聴取した方がよいのではないかというような御意

見、地域活動に青少年を巻き込んでいくためには、保護者をどうやって巻き込ん

でいくのかといった御意見があるというお話しがありました。 

    第１回の協議議・調査専門委員会は平成３０年１０月に開催したしまして、その

後、第２回、第３回と計３回委員会を開催させていただきました。全体の流れと

しては、各委員の方から、この間、様々な中高生に対する問題、課題認識をいた

だきながら、第３０期の協議題をどのように取りまとめていった方がいいのかに

ついて、大分時間をかけて議論をしていただきました。今日は、その経過につき

まして御説明が芳川副会長からあると思いますので、私の方からは日程だけとい

うことで。資料といたしましては、資料１から資料２－１、資料２－２と御用意

させていただいておりますので、これに基づきまして、芳川副会長の方から御説

明をお願いできればと考えております。以上でございます。 

芳川委員：副会長の芳川です。協議題・調査専門委員会の委員長もさせていただいていま
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すので、今回、私たちが考えたテーマということを申し上げたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

協議題・調査専門委員会は、非常に熱のこもった議論を毎回委員同士でさせて

いただいておりまして、３回の中で１つのテーマ、方向性を導き出すのは実は

結構大変でして、まだ絞り切れていませんので、そういう意味では本日は委員

の皆様から、さらに色々な意見をいただいて深めていけたらと思います。 

     第１回は、今期のテーマの設定について、先ほどの資料１の中にございますけ

れども、既に第２９期では多世代交流についての意見や、青少年が社会参加し

ていくための道筋をずっと提言してまいりましたので、これから先、この道筋

に沿っていくのか、それとも新たなテーマを見つけた方がいいのかどうかとい

うのは、実は第１回の委員会の中で随分話をしました。少し新たなテーマで、

今現在、現在の青少年たちに必要なものは何か、ニーズは何かとか、そういう

ものを踏まえて考えた方がいいのではないかと、そういう意味ではＡＩについ

ても話が出たりとか、ＳＮＳの話も出たりとか、防災の話も出たりとかしてご

ざいました。 

     色々な方向性を検討していた中で、第１回の方では、青少年自体が集中的に集

う場所がもしかして無いかもしれない。１つは居場所のこと、もう１つは、防

災などは実は今現在非常に話題になっていますので、そこあたりもどうかなと

いうところが第１回目の協議の中で随分話をしました。 

     さらに、コミュニケーションということを考えたときには、実はＳＮＳであっ

たりとか、インターネットであったりとか、今の若者たちにとったらもう１つ

の仮想空間ではあるのですが、その仮想空間の中に多くの人たちが集まって１

つの社会を形成しているのではないか。それについて、私たちは何か考える必

要があるのではないかというところで、第２回目の協議会の中では、それに関

する神奈川県や、全国の資料を事務局にお願いして集めて、みんなで検討した

りしました。 

第２回会では、仮想空間からＳＮＳ、さらに青少年の居場所について随分話を

展開していたんですけれども、この青少年問題協議会というのは、昨今の世の

中ですと大きな問題点について、考察して提言することというのが結構多いん

ですけれども、この青少年問題協議会は果たしてそういう方向性なのか、それ

とも青少年全般のこと、ある突出したトピックスについてのものではなく、青

少年全般のことについて検討した方がいいのかどうかとか、そうした方向も少

し皆で検討して、例えば不登校だとか貧困とかということではなくて、青少年

全般のことを考えていきたいということを皆さんで申し合わせをしてまいり

ました。 

第２回目の委員会の中では、いずれにしても、私たちは中高生世代の子供たち

をどう社会に結びつけるのか、そこが実は一番大事なテーマではないかという

ふうに考えていて、コミュニケーションであれ、居場所であれ、全部実はそこ

に集約していくのではないかということが少し形として見えてきました。 

     第３回目ではさらに少し深めていきまして、１回目、２回目のことを踏まえた
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形で、今度は青少年は社会参加の中で企業だとか、そういう部分も実は関係あ

るのではないかとなると、学校教育、家庭ということだけではなくて、社会と

いうつなぎ目のところで、企業とかそこも青少年参加、社会参加と何か関連性

はないんだろうかというところで、そこについて話をしたりしていました。青

少年が自主的に社会参加するためには、その自主性をどう考えたらいいのか。

その自主性の代表として「ボランティア活動」というキーワードが出てまいり

ましたので、自主性としてのボランティア活動の検討をし、昨年度、渋谷にう

らやましがられていた川崎のハロウィンの成功例を少し検討して、どうして成

功したのか、どうして渋谷はまだそこまで到達できないのか、そこには実は企

業と、そして学校と社会といろんな縮図がそこにあるんではないかということ

を考えながら、結果的に川崎市は、もともと様々な伝統と祭りも含めてござい

ますので、そういうつながりの中でも考えていくことができるんではないか

と。それを青少年が、いかにそこに参加していったらいいのかということも話

題になりました。 

     そこで、以上の経緯を入れながら、資料２をごらんになっていただきたいんで

すけれども、こういう風にまとめてまいりました。 

     まず、過去の議題はもうご覧のとおり、第２７期はずっと青少年の社会参加を

促すシステムづくり、仕組みづくりという風にやってまいりました。先ほど紹

介した１回目から３回目までの協議題をまとめてみると、それぞれのキーワー

ドはコミュニケーション、居場所づくり、社会参加というふうな感じになって

いますので、そういうふうに１つのキーワードとしてつなげていくと、もし今

回のテーマを現代を生きる青少年の主体的な社会参加、それを考えるというふ

うな形に、まだ非常に漠然とした感じではあるんですけれども、そこを深めて

いけたらどうかなという風に、これが委員会の私たちの考えです。まだまだ今

日の委員の皆様の意見も色々な形で足して考えていきたいと思います。御報告

は以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。資料２－１の一番最後のところに、【第３０期協議テ

ーマ（案）】「現代を生きる青少年の主体的な社会参加を考える」という形で御

提案がありました。調査専門委員の先生方で今の事柄について少し補足をして

いただければと思いますが、前川委員さんいかがでしょうか。 

前川委員：調査専門委員を務めた前川です。私自身は、多分一番この中でも青少年と年が

近いので、色々なことを考えたり、それから学校の先生のお話を聞く機会もあ

ったので、その中で聞いた話などを総合すると、やはり青少年の集う場所とい

うのが無いんだろうなというのを非常に感じました。 

 ただ、では新しく川崎にそういった施設をつくろうとすると、やっぱり土地の

状況だったりというのが非常にハード面が難しいというような話がある中で、

やはりソフト面をどうやって生かしていくか、ソフト面をまず考えていったり

するという機能的側面をもう１回考えることが、実はそういう居場所を克服す
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ることにつながるんじゃないかなと思います。例えば夕方や夜の時間、案外高

校生とか、我々大学生とかは結構カフェに行って勉強したりする人たちもいま

す。ただ、そういう場所は、彼らにとってみれば多分居場所だったりするかな

ということを考えると、実はソフト面というのは非常に重要になるのかなと。

余りそういう話というのは、これまでされていなかったのかなというような、

ハード面に実は行きがちで、ソフト面のことを余り考えられていなかったのか

なというような話をさせていただきました。 

     そういった中で、まちづくりの「希望のシナリオ」とかいった、そういった川

崎市全体の施策の中でも、青少年の居場所を位置づけるような施策があるとい

う話も伺いましたので、そういった意味では、青少年がどうやって川崎市全体

の中で彼らの居場所をつくったり、それから青少年全体が川崎市の中でどうい

った役割を担えるのか。青少年だからこそできる役割や機能というのを考えて

いくのが一番実はコミュニケーション、ＳＮＳで、多分僕ももうわからないよ

うなアプリが出てきて、日常そのアプリを使ってさまざまな複雑な人間関係が

つくられていく。さらには、居場所がなかったり、コミュニケーションの問題

というのが全て実はそういう青少年の、川崎市全体で社会参加を大きく捉える

と、実はそういった問題も克服できるだろうみたいな話に、３回でやっと気持

ちいい落ちつきを見たなと風に思います。 

     やっぱり私自身も、先日行われました川崎市青少年フェスティバルとかのボラ

ンティア活動に参加させていただく中で、周りの大人の皆さん方に励まされ、

支えられ、そして褒められという、そういった認められていく体験をしたこと

によって自分なりの居場所を勝ち取るというか、得ることができましたので、

そういった部分では社会参加を軸に据えていくということがやっぱり一番こ

の中で言いたいことだと思いますし、非常にいい協議題だなというふうに私自

身も思っています。以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。もう一方、新井委員さんは地域の全体のことをよく

ご覧になっておられますので、新井委員の方からどうぞ。 

新井委員：私は、主体的な社会参加という中で、１つは、コミュニケーションというか、

ＳＮＳとか、そういったことを少し考えながら、青少年の主体的な社会参加と

いう風に持っていった経緯があるんですけれども、やはりコミュニケーション

をとる場合、どうしても今の中高生と、まさに大人というんですか、その間の

ギャップというか、ハード的にもそうですし、使える機能も年をとると使えな

くなるし、その逆の問題も出てくる。要するに、そこに１つの溝があるような

気がするんですね。その溝を埋めるのが今の我々中高年と中高生の間にいる、

まさにシニアというか、若い世代が実際に入ってこないと、コミュニケーショ

ンがうまくとれていない。 

     ですから、結局、青少年の主体的な参加といっても、ただ青少年が集まって言

ったこと、それを聞くだけ、大人は聞くだけで、全然反映できていないという
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のがちょっとあるんではないかなと。それには、やっぱり今の若者をうまく社

会参加を、青少年と一緒になってやることによって、それがうまくつながって

いって、青少年も社会参加しているなという実感が湧いてくる。実感が湧くこ

とによって、子供たちが存在感というか、自分の生きがいを感じてくるのかな

と。そういう方向性に今の青少年の主体的な参加を、若者をうまくお手伝いと

いうか、参加していただいて、うまく繋げていきたいなというふうに今考えて

おります。 

岡田委員：中学生のことをよく御存じの高村委員さんはいかがですか。 

高村委員：私も３回の委員会に出させていただきまして、色々悩みましたというか、ただ、

皆さんと色々お話を聞いていくと、例えば中学生ということを考えていくと、

部活動なんかがこれから色々少し休みになっていくというような状況のとき

に、子供たちはどうやって過ごすのだろうかとか、昨年ありました「かわさき

家庭と地域の日」の過ごし方はどうなっているのか、その子たちの居場所はど

うなっているんだろうかとか、地域のボランティアの参加状態はどうなってい

るのかななんて、色々そういうことを考えていました。 

     皆さんの話を伺っていくところによると、やっぱり居場所づくりとか社会参加

というところがキーワードになってくるのではないかなと思いまして、そこに

子供たちが興味のあるものがあれば、黙っていても子供たちはいろんなネット

ワークを使って、我々よりも詳しいところでいろんな情報を仕入れて、どこど

こでこういうようなおもしろいところがあるらしいよと言えば、すっと人が集

まるような状況があるので、イベント的な、川崎にはハロウィンというものが

あって、すごく成功していて、そういうものが何でそうなっていったんだろう

と。そういうところに中高生がうまい具合いにかかわっていけることができな

いのではないかなとか、いろいろそういうことを考えていったときに、やっぱ

り興味を持つようなイベント的なものとか、そういうものがあったら、積極的

に参加していくのではないかなと。ボランティアで参加するか、または例えば

そこに競技といいましょうか、競技のようなものだったら競技ですし、いろん

な部分で積極的に参加を促せるのではないかなというようなことも考えまし

た。 

     そこで、よくＳＮＳを悪い悪いと、私なんかもそうやってマイナスばかり捉え

ているんですけれども、そういうところで、うまくそういうツールを使いなが

ら情報を伝えていくというのは、プラスにそういうこともできていくんではな

いかななんていうことも思いまして、最後の３回目では、ここに書いてあるよ

うなことで私も、ああ、こういう形でいいのではないのかなと感じたところで

ございます。以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。副部会長をやっていただきました香山委員さん、お

願いいたします。 
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香山委員：この協議会がスタートしてほぼ半年経ちましたが、前回、第２９期の協議題で

は、そこにありますように、似通っている部分もあるんですけれども、中高生

世代の育成という意味で、我々大人たちがどのようにして、こういった中高生

の持てるパワーを生かしながら、先ほど副会長さんもおっしゃったように、ど

う社会に結びつけていくのかという、そういうある程度の骨組みが見やすい状

況であったと私は思っています。 

     さらに、その具体的なものとして多世代交流を通してというのが出てきたわけ

なんですが、今回、１回目の全体会で御指摘いただいたように、意見聴取など

もしたらどうかというのもございまして、いわゆる川崎の成功例も含めて、現

実の場面とか、成果云々というのは特に我々が結構目が向いているんですよ

ね。その分だけ、３回の委員会を経てきましたけれども、色々な思いがまだま

だまとめ切れていなくて、それはより具体的なものが色々見えてきているとい

うことだと思うんですけれども、ですので、現段階ではちょっと第２９期の課

題とかなり重なった状況の中で、まだちょっと曖昧模糊とした部分もあるのか

なという風に思います。 

そこで、ぜひ今日、２回目の全体会ということですので、各委員の方々から、

その辺のところも見据えながら、色々御示唆いただくと、後半の私たちの活動

もとてもまたやりやすくなっていくのかなというふうに思っています。私個人

的には、やはり学校現場で勤めていた者ですので、前回、学校の子供たちが思

いのほか地域貢献の意欲が高いという、その思いを何とか生かして、道を敷い

てあげたいという思いは個人的にはあります。その活動の主導をどこがとって

いくのかというようなところで、その大きな力動的なものを、せっかくこうい

う大きな組織で協議しているので、何とか具体的に子供たちに示してあげてい

けたらすてきだなというふうな思いで半年間やらせていただきました。以上で

ございます。 

岡田委員：全体の流れを整理していただきました。先ほど申しましたように、第３０期の

協議テーマは、そこにありますように「現代を生きる青少年の主体的な社会参

加を考える」という形ですが、かなり大きなテーマになっております。第２８

期、第２９期は、それに対して、さらに副題をつけて絞り込んでおりますので、

多分今期もこれから先、副題をつける形で絞り込んでいくだろうというふうに

思いますが、今いろいろな方に補足して説明していただきましたので、ただい

まより全体で協議テーマについて御意見、あるいは希望をお伺いしたいと思い

ます。御質問も含めてで結構ですので、御自由にお話しいただければと思いま

すが、ちょっと会長の私のほうから指名させていただければと思いますので、

片柳さん、何かお気づきのところがありましたら御発言ください。 

片柳委員：私、今までの議論を聞かせていただいて、前川委員の認められていく体験が色

んな形でできて、そのことを通じて居場所を得ていけたというような話を伺っ
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て、自分自身の体験につけてもそうだなということを思っていました。今回の

協議題と第２９期の協議題のテーマの違いという点でも、前回、多世代交流と

いうのが入っていたわけですけれども、前川委員さんの言われて認められてい

く体験という中に、大きく２つの方向があるのかなと思って、前回、協議にな

ったような地域の多世代のさまざまな取り組みというか、異世代の空間の中

で、その中に青少年世代もまざって認められていくという方向のボランティア

とか、さまざまな社会体験のあり方と、もう１つは、そういう大人主導ではな

く、子供、青少年自身が主役になる中で認められていくという経験というか、

そういう青少年みずからがつくっていくような居場所だとか、そういうことの

２つの大きな方向があるかなと思って、どちらも大事なんですけれども、やは

り居場所ということで言ったら、青少年自身がつくり出していく、そういう居

場所と、それと同時に、それを一定の距離から大人が見守っていくというか、

そういうあり方の２つの方向性がどうバランスをとってやっていくのか。前

回、多世代ということだったので、１つは、青少年自身がつくっていく居場所

というのが大事になってくるのかなということを少し聞きながら思っていま

した。以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。今お話しされました双方向からの地域づくり、ある

いは居場所づくりの形も、多分小委員会のほうで話題になったんだろうと思い

ますけれども、さらに深めていただければと思います。 

では、末永委員、お願いします。 

末永委員：居場所づくりということで、私が考えるところは、青少年が社会参加をしたい

と思う背景って何だろうなというふうに思うわけですよ。そこを大人がしっか

りと受け皿になっていって、しっかりさせてあげることが大事なのかなという

ふうに思うんですね。社会参加をするに当たって、箱物があって飛び込んでく

る青少年というのは、なかなかレアなケースだと思うんですよね。議事録には

載っていますけれども、以前、霜越委員が不登校のお子さんがいて、子ども会

のいろんな行事に参加する中で、学校に行けるようになったという御発言もあ

りまして、そこなんだろうなと。それは子ども会であるなしは関係なくて、１

つの文化、イベント、スポーツ等何でもいいんですけれども、例えばＳＮＳの

話も出たんですが、今、若者の間でｅスポーツというのがはやっておりまして、

要はテレビゲーム上のサッカーとかが競技として認められるようになって、そ

こを発信していくツールとしてはＳＮＳと、それに飛び込んでいくある種受け

皿のようなものがあって、スポーツとか、いろいろなイベントの中でかかわり

合う中でコミュニティーが生まれて、そこから、あっ、社会参加していこう、

何かボランティアをしていこうみたいな、そういう方向に発展していくといい

のかなと。そこは社会参加を考える上で、どういう受け皿をつくればいいのか

なというところを今後皆さんと協議していって、浮き彫りになっていくといい

のかなというふうに個人的には思いました。以上です。 
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岡田委員：ありがとうございました。ｅスポーツのことも多少話題に上がったと思います

ので、検討させてもらいます。 

林委員、いかがでしょうか。 

林委員：今ほどの議論を聞いていまして、青少年の社会参加するきっかけをつくるという

のはどうしたらいいのかなとずっと考えていまして、こういうものを用意しまし

たから参加しませんかというのもなかなか飛びついてこないのかなと。そのため

には、地域のいろんな人が集まってやっている行事というのは結構たくさんござ

いまして、私、川崎区ですけれども、企業のお祭りであったりとか、地域の掃除

であったりとかしても、そうやって考えてみると、中高生というのは企業のお祭

りでも余り見かけないですね。高齢者と大人がみこしを担いだりとかしています

けれども、その辺がうまく自主的に参加してきてくるような何か仕掛けができな

いのかななんて、ちょっと個人的に考えていました。 

あと、年２回、川崎市は統一美化活動ということでやっていますけれども、これ

も本当に町内会の重鎮の役員さんだけが掃除に来て、腰を伸ばしながら一生懸命

やっている、そんな状況もございますので、そういうことも何か自主的に参加で

きるようなきっかけが与えられればいいのかなというふうには思っています。以

上です。 

岡田委員：青少年のことについて、これからだというお話をされておりましたけれども、

山口委員、いかがでしょうか。 

山口委員：基本的にはボランティアの話とか色々議題というか、内容になっているんです

けれども、今、一般的に結構ボランティアの関心というのは高いと思うんです

ね。スーパーボランティアではないんですけれども、そういうところに注目し

ている若者に関してはうまくそういうところから入ってくるかなと思います。 

 あと、ＳＮＳ関係で言えば、インスタ映えで、要はボランティアをすることが

絵になるようなボランティアというのは若者もすぐ飛びつくのかなと。むし

ろ、全く飛びついてこない若者グループもいるでしょうから、それはむしろ社

会の陰になるというか、問題を起こすようなグループになってくるのかなと思

うので、そういう形で少しでも関心を持たせるようにする何か工夫ができたら

いいのかなと感じました。以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。髙橋委員はいかがでしょうか。 

髙橋委員：私は家庭裁判所で仕事をしておりまして、実際に犯罪を起こしたお子さんに関

わる中から考えることなので、非常に狭い窓から現在の青少年を見ているとい

うことになろうかと思いますので、なかなか全体にわたるような発言は難しい

ところなんですけれども、最近感じますのは、昔ながらの不良少年文化に入っ
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て、学校もおもしろくないとか、職場がおもしろくないとか、家庭がおもしろ

くないということで、つるんで一緒に悪いことをするというようなことで、昔

ながらのという形態の非行も目立つ部分はあるんですけれども、一方で目立ち

ますのがインターネットとかＳＮＳトラブル的なものが、いろんな形ではあり

ますけれども、目立っております。 

ＳＮＳで問題なのが性的な絡みというんですか、自分の性器を撮って写真をア

ップしてしまったりとか、逆に写真を送ってくれということだとかというよう

なトラブルもございますし、あるいはそういうインターネット上の不適切な動

画とか、アダルトサイトに大分刺激されている面があるんでしょうか、視野の

狭い中で育ったお子さんがインターネットばかり見ているという中で、ちょっ

と膨らんでいる部分があるかなと思うんですが、その結果としてわいせつ的な

事件を起こしたりとか、そういったようなことがありまして、その方たちの場

合、どちらかというと実社会での人と人との交流というか、実社会での人と人

のコミュニケーションといった体験が少し不足しているのかなというふうな

ことを思うところがあります。 

家庭裁判所でも、ささやかながらボランティアをやってみませんかということ

で、家庭裁判所の友の会でやっている企画でやってもらったりとか、あるいは

ＳＮＳについてもよく勉強してくださいねということで、ヤフーの社員さん

を、横浜の方ですけれども、招いて講師をしてもらったりとか、保護者として

話し合ってもらったりとか、いろいろ取り組みはしているんですけれども、具

体的な社会の中において、そういった実社会での交流というのが少ないお子さ

んについて、何らかのチャンネルとか交流とかいうのがふえていく試みがある

と大変すばらしいことだなというふうに考えまして、お聞きしているような取

り組みが何とかうまくいけばいいなと思いながら、先ほどからお聞きして、ど

うすればそういうのに青少年が参加していくのかというテーマ、そこで考える

となかなか難しいなと思って、なかなかいいアイデアは思い浮かばないんです

けれども、潜在的な必要なことなので、いろんな形で働きかけていければいい

のかなというふうに考えた次第です。済みません、ちょっとまとまりがありま

せんで。 

岡田委員：ありがとうございました。大変示唆に富む観点だと思います。小委員会のほう

でも、その辺のところは皆さん論議しながら悩んでおりますので、また何かあ

りましたら教えてください。 

     では、白井委員、よろしくお願いします。 

白井委員：私は、仕事の面でもプライベートでも、ほとんど青少年の方とおつき合いがな

いものですから、そういう意味では本当に出席をさせていただきながら、皆様

のような知見なり何なりが全くなくて、本当にいつも恥ずかしい思いで勉強さ

せていただいているんですけれども、そういう意味では協議題の題の中からだ

けいきますと、やはり主体的な社会参加ということで、主体的という言葉が私
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としては非常にいいのかなというふうに思います。 

ちょっと年代的には違うんですけれども、例えば私の会社で学校を出て卒業し

てきたような人間を見ても、全然ここの場にそぐわないような話なのかもしれ

ませんけれども、やはり大事なことは自分で物を考えることなんだなとつくづ

く思いまして、その辺を今の青少年の方々はどういうふうに捉えてしているの

かというのもわからないんですけれども、やはりそういった主体的な社会参加

という中で、そういう議論がいろいろ掘り下げられて進んでいくんだろうなと

いうふうに思いまして、ちょっと第三者的で恐縮でもございますけれども、ぜ

ひこれからもそういう点も一緒に勉強させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

岡田委員：ありがとうございました。 

ＰＴＡの関係ではいかがでしょうか。山本委員、お願いします。 

山本委員：ＰＴＡといいますか、多分保護者というのは、実は自分の子供たちが日中、表

でどんなことをやっているかというのはなかなかわかっていなかったりする

パターンが多い。特に中高生ぐらいになると、会話もキャッチボールまででき

ればいいですけれども、何か一方的な話で、ちょっと投げかけたら、ちょっと

一言返ってくるぐらいの感じのところが多いと思うんですね。そんな感じで、

どんなところの居場所、どんなことをやっているんだろうなんていうのは、ち

ょっと自分も疑問に思っているところが色々あります。 

今回、こういうことで主体的なということで、子供たちがどう主体的になって、

こういう参加してくれるかというところを考えると、自分は子ども会もやって

いるので、そういう子供たちを見ていると、ちょっと自分たちの年上の先輩が

いろいろとやっていることを見て、あっ、こういうこと格好いいなとか、やっ

てみたいなと思って参加してくれる子は結構います。前川委員もシニアリーダ

ーということでいろいろ子供たちの先頭に立って研修会をやってくれて、そう

いうのを見て僕もやってみたいと入ってきてくれる子はいるんですけれども、

そこにも興味を示さない子供たちもいて、いろんな子供たちがいる中で、そう

いう子たちをどうこちらに目を向かせるかというのは、やっぱり課題かなとい

うふうには思っています。 

居場所づくり、こういったいろんなイベントを通してやるのもいいですし、た

だ、何かのイベントをやるのではなく、子供と向き合えるところの環境づくり

というのも必要かななんていうふうにちょっと思っています。 

岡田委員：持続的なというような意味合いもきっとあるんでしょうね。ありがとうござい

ました。 

山本委員：続けていくというのは難しいことでもありますね。 
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岡田委員：霜越委員、いかがですか。 

霜越委員：私どもはまさにボランティアということで、ふだん活動しているわけですけれ

ども、先ほどから青少年の主体的な社会参加ということで、まず地域で何かを

やらないと全体がそういうふうにならないのかなということで、私も地域で町

内会初め、こども文化センターでも、いろんなことをちょっとやってみようよ

ということで事実やっています。やっぱりそこには、どうしても中高生の参加

が少ないんですね。数人は来ますけれども、でも、それでもそれを重ねてやっ

ていくうちに、どんどんどんどん集まってくれればいいかなと思って諦めずに

やるということで、まず地域というのが結構キーワードかなと思っていますけ

れども、地域でまずやらないことには、川崎全体までいかないんじゃないかな

ということでやっています。 

     それから、私どもも会としては、視察をするということで養護施設へ行ったり

とか、少年院に行ったりするんですね。そこの所長さんとかにいろいろ話を聞

くんですけれども、そこに来られているお子さんたち、どうしても親に問題が

あるんだということで、やっぱり地域でそういういろんなイベントなり何なり

いろんな活動をするには、親もやっぱり一緒になって参加していただければい

いのかなと思うんですね。 

これにはやっぱり地域の町内会を初め子ども会さん、いろんな団体があります

から、いろんな団体がコミュニケーションをとって協力し合ってやらないと、

まず、この問題はなかなか、このままでいっちゃうのかなという感じはしてい

ますので、さらにそういうことをやりながら、もっともっと青少年が主体的に

参加できるような、そういう地域づくりをするということが非常に大事かなと

思っています。以上です。 

岡田委員：ありがとうございました。全国では、子ども会が少し元気になりつつあるとこ

ろもあるみたいな新聞報道がございますので、そういうところはやっぱり地域

がカバーしているんだろうと思います。 

     小野澤委員、いかがでしょうか。 

小野澤委員：私ども補導委員としましては、パトロール等もしているんですけれども、パ

トロールをしても最近は青少年に会わない。ほとんど会うことが、パトロー

ルの時間帯もあると思うんですけれども、６時から大体８時ぐらいの間、６

時から７時か、７時から８時ぐらいの間にやるんですけれども、そのころは

青少年は全然町にいないですね。多分どこか友達のうちとか、何かにこもっ

ていて、恐らく手にスマートフォンとか、そういうものを持ちながら遊んで

いるんじゃないかなと思っているんですけれども、そういう意味でＳＮＳの

怖さというものを保護者の方たちには一生懸命教えていこうかなとは思って

いるんですね。 

それはそれとして、このテーマで言うと、「現代を生きる青少年の主体的な 
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社会参加を考える」ということになると、例えば何か災害があったときに、

ボランティアを集めるというときには、結構青少年の人たちも参加していま

すよね。そういう意味では、社会参加したいという意識はあるんだと思いま

す。ただ、主体的というと、それは自主的に参加しているので、主体性とな

ると、やっぱり地域の大人たちがその体制をつくっているんじゃないかと思

うんですよね、役所を中心にね。そういう意味では、主体的ということにな

ると、要するに、青少年たちが自分たちで組織して、自分たちで規律をつく

りながらやっていくということが必要なわけであって、そうでないと主体的

な社会参加活動というふうにならないと思うんですね。 

      ただ、大人のつくった１つのソフト面とかハード面に自主的に参加している

だけで、それは自主的に参加するということと主体的な参加というのは違う

ので、大変難しいですけれども、その辺をもう少し考えて進めていったらい

いんじゃないかなと思います。 

岡田委員：ありがとうございました。主体的というのは、随分昔、学生運動華々しいとき

に主体性とか主体的という言葉があったんですが、それとどう違うのかという

問題もあると思います。ぜひ主体的、あるいは主体性についても論議していた

だきたいと思います。 

     文化的な側面から少しお話もいただけるかと思いますので、蒋委員、お願いし

ます。 

蒋委員：自分は、学校と地域、あと家庭の三者連携がすごく大事だと思っています。先ほ

ど霜越さんもおっしゃっていたように、親がボランティアをすると、子どももそ

れに付いていくことが多いと思います。私も４年生と２年生の息子がいます。学

校から昨日配付されたパンフレットの中に、学校から地域、周りの働く方に調査

しに行くという授業がありました。自分の身近に働いている方がいるとか、子ど

もたちがボランティアとして一緒に働いたりできるというのは、自分の中でも成

長できることの１つになるかと思います。 

ただ、それは保護者たち大人が連れていくものであって、ボランティアだし、継

続することは難しいです。自分自身もボランティアを幾つかやっていて、やっぱ

り継続するのは難しいです。みんなまずは自分のことが大切で、その後、時間が

あるときにボランティアに来る。そういうことで、継続するのが本当に難しくて、

できれば継続してほしい。もちろん、その中で外国から来た方も入ってもらって

一緒に活動した方がいいと思います。 

岡田委員：ありがとうございました。行政的なところがあったので、ちょっとお話しでき

るでしょうか。袖山委員さん。 

袖山委員：今回の「現代を生きる青少年の主体的な社会参加を考える」というところで、

今までのテーマとちょっと違ってきているのは、「現代」というところを足し
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たということです。ここら辺は面白いのかなという反面、非常に難しい部分も

あるものと思っています。例えば現代ということは、チャンネルの問題で現代

のチャンネルのことを考えていらっしゃるというのも、これはそのとおりです

けれども、例えば防災だとか、今、日本がどういう課題を抱えているかとか、

そういう意味での現代という捉え方というのもあるのかもしれませんし。 

あと、例えばチャンネルだとかの話に行くと、もう今はすごく短いスパンでど

んどん変革をしている時代なので、現代を見てしまうとか、もっと先までもつ

ながるようなものを見ていかないといけないのかとか、そういうのも、この主

テーマの後のサブテーマから、どういうふうにしていくのかなというところ

で、いろいろお話を聞かせていただければと思います。 

     「主体的な」というお話というところも、先ほど自主的なものと主体的なもの

は違うというお話があって、確かにそうだなと思ったんですけれども、主体的

となると、本人の主観の問題もちょっと入ってくると思うので、そうすると、

結構そこら辺は行政がかかわってしまっていいものかどうかというところが

あって、例えばそれを満足度とでも言うんでしょうか、何かちょっと違う観点

から、その次につながるような仕掛けみたいなものがあるとか、そういうのを

やっていくといいのかななんていうのは少し考えたりしています。 

     ただ、どちらにしても、非常に本当にこういうことが求められているんだろう

なと。ここは単に青少年とは書いていなくて、青少年をほかの世代の人に変え

ても、実はつながる問題なのかなと思っていますので、そこを特に青少年とい

うふうにしているので、そういう意味では今、話題になっている部分のものを

特化して何かやるというのもまたありかなと思ったりしています。以上です。 

岡田委員：今、御指摘いただいたように、「現代」と入れる意味というのも大分論議したみ

たいですし、「主体的な」なのか、「主体的に」なのかも色々リサーチしたいと

思います。 

     大草委員、ちょっと今日の話を聞いて小委員としてまとめることができるかど

うか、見込みだけでもよろしいですから、ちょっと話してください。 

大草委員：まとめというよりも、今までの流れの中で、私が少し今回のテーマに絡めてず

っと推移してきたことがあるんですね。これは学校教育ではない川崎市という

市単位の学校教育ではない組織が青少年の成長に役立つ、そういうことが何か

できやしないかという、この発想があったと思います。 

     そして、私が関わった事から、これは公共の問題、それから現実の中で子供た

ちに生のどんな体験ができるか、私の１つのモデルは、アメリカあたりでゴー

ンウエストとかという大きな財団だったと思いますけれども、幌馬車隊を子供

たちに組ませて、西部劇の時代のように、幾つかの幌馬車を連ねて東から西へ

行く。当然、その中にはいろんなスタッフがいて、これはとにかく自分たちで

飯を食わなきゃいけない、火をたく、それからまきをとってくる、みんなで和

を持っていないと、個々の動きをしていると全体の生活が成り立たない。実際
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の中で必要に迫られるための社会性といいますか、そういうことを通じなが

ら、特に反社会的な問題のある子供たちがそういうことをしているというの

は、もう随分昔だったと思います。見た経験があって、これは現代教育にこう

いうのが必要だなと私は思ったんです。 

それからもう１つは、それは幌馬車隊なんですけれども、同じ組織が帆船で、

要するに、今度は海航路で東から西に向かうんですね。そして、最終的に両方

で艱難苦難を乗り越えて、そしてよくこれだけの冒険をやってきたなというこ

とでフィナーレを迎える。この間、大体６カ月ぐらいやっていたんですね。こ

ういうのは私としては理想にあったんですね。だから、冗談半分、本気半分で

スタッフの方にも、川崎もちょっと金を出して、そして帆船も、こういう帆船

の中を借り切って、そして夏休みに２カ月ぐらいは帆船、要するに太平洋横断

みたいな、そんなことを企画でやって、しかもそういうことをするための組織

をきちっと、１回で終わらずというふうに、こういうのが社会参加の基本であ

るし、現実体験を、要するに現実体験の中でいろいろ獲得をするという体験が

少なくなっている子供たちに、必要なことだからやってみませんかというの

が、これはもう不可能なことはわかっているんですけれども、そういう発想が

１つあったんです。 

それにかわるものとして、子供の集う居場所を現実に、そういう生の体験をさ

せるためには、どういうふうにするのかみたいなことで今までかかわってきた

んですけれども、その仕組みづくりもその一環だったんです。今回、そういう

ことだけではなくて、いわゆるネット社会ですね。これはもう現代が必要に迫

られて、そしてこれのいいだの悪いだのを超えて、もうそれが必要な社会にな

っていて、それを子供たちの社会教育にもっともっと活用できないかというこ

となんですね。 

今まで生の会見ということで結構固執していましたけれども、いや、バーチャ

ルな体験だって何も悪いことはないではないかというような考えになってい

たときに、全国に散らばっている東北の被災の人たちが、どういう仕組みか、

これもまだ自分のところにもいろいろ聞いて資料を集めているわけでもない

し、私はネットのことには疎いほうなので、どういうふうにやっているのかわ

からないですけれども、何人かの企画者みたいなのがあるんですかね。それが

ネットで被災者の方が全部つながっているというわけですね。そして、日ごろ

から、そういう被災の人たちのグループだけのネットができ上がり、そこでの

いろいろな情報交換、いろいろなやりとりが始まり、そういうようなことをや

って、それがあるときには、その人たちが現実に集まってみたいなこともやっ

ているということを聞いて、こういうものを今の子供たちの社会性教育に利用

できることはありはしないかみたいなことをいろいろ考え始めている段階な

んですね。 

岡田委員：ありがとうございました。今言われました体験ということを、３回の会議の中

では、地域防災のことも含めて随分話され、それがｅスポーツになり、バーチ
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ャル体験になりというようなことまで実は展開しておりました。今日お話しい

ただいた皆様方の意見の中に、そういったものが入っていたと思います。 

     大方の方からお話を聞きましたので、ちょっと委員長の方から最後にまとめて

いただきたいと思います。 

芳川委員：どうもありがとうございました。各委員から非常に感慨深いお言葉をいただき

まして、とてもうれしく思っています。 

実は「現代を」というところも１つの形としてキーワードとして置いているの

は、今現在ということなんですが、実はもちろん、そこはこれから先をどう見

ていったらいいのか、将来を見据えたところでの「現代」というところに、そ

こには多分今、委員の皆様がおっしゃってくださった持続性であったりとか、

継続性であったりとか、多様性であったりとか、あと多世代を包括していくよ

うなとか、そういうふうなものを入れながらの現代というイメージは実は委員

の私たちも思っていましたし、そこを本日、皆様のほうからも、そういうキー

ワードをいただいたのかなというふうに思っております。 

まだ本当に曖昧なところではあるんですけれども、自主的に、それとも主体的

になのか、どのレベルを行政のほうで組み、そしてどのレベルを子供たちの自

分自身のやりたいというところに乗せていくのかというのが、多分そこの仕掛

け、そしてその先は子供たちが自分の意欲でという部分も、実は段階があって、

その段階をどうふうに考えながら考察していくのかということも、本日の話の

中でとても大事なキーワードだなというふうに考えました。 

家庭、学校、地域という部分、大事なキーワードを入れながら、場合によった

ら地域の中に実は企業だとか、そういうさらにもう少し周辺的な川崎全体を支

えてくれている、そういう人たちも考えながら、青少年の世代の参加を考える

ことができたらいいなというふうに思いますので、非常に貴重な多くの意見を

いただきまして、とてもありがたく思います。それを持ち帰りまして、また次

の起草委員会の方で生かさせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

岡田委員：たくさんの意見、ありがとうございました。今、委員長のほうからありました

ように、今日いただきました意見等々を含めて協議テーマを深めていきたいと

いうことでございますので、多分この先にできる起草委員会あたりで、この今

日の協議をもんだ上で、副タイトルをつけた形でまた御提案するという形にな

るんではないだろうかというふうに思っています。 

この線で進めさせていただくことに特に御議論がなければ、この線で進めてい

きたいと思っております。よろしいでしょうか。 

     ありがとうございました。 
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（２）起草専門委員の選任について 

岡田委員：それでは、次に議題(2)のほうに、議題(2)は「起草専門委員の選任について」

ということですが、まず、第１回全体会で承認いただいた協議の進め方につい

て再度説明させていただき、資料３をごらんいただきたいと思います。資料３

の説明は事務局でお願いします。 

事務局：それでは、資料３、今後のスケジュールも含めまして御説明させていただきます。 

中段のところにあります第２回全体会議が３月２０日、今日で、先ほど協議題の

構成を決定していただきました。これから起草専門委員の方を選出していただき

まして、起草専門委員会は、第３回の全体会が９月から10月ぐらいに今予定をし

ておりますが、概ね５回から６回程度、これは視察も中には検討をしていく必要

があるのかという御意見もいただいているところでございますので、５回から６

回ぐらいで想定してございます。その後、全体会の第４回、これを32年の５月ご

ろに開催させていただいて、このときに意見具申の中身を皆さんで確認していた

だいて、最終的には32年７月ごろに意見具申書を市長のほうに提出できればとい

うスケジュールで今のところ考えているところでございます。以上でございます。 

岡田委員：ありがとうございました。これから起草委員を選ぶ形になると思いますけれど

も、今日をスタートといたしまして、大体１年何カ月かけて意見具申の中にま

とめていくというスケジュールになります。 

専門委員につきましては、条例第６条によると、関係行政機関の職員、関係団

体の役職員、学識経験者から選任することになっておりますので、まず、立候

補を募り、立候補がない場合には複数名を私のほうから推薦させていただこう

と考えておりますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。なるべく立候補制

がいいんですけれども、なかなか難しいでしょうか。 

（立候補者、なし） 

     では、立候補者がおられないようですので、事務局ともいろいろ相談した上で

お諮りしたいと思いますが、まず副会長の芳川委員、それから行政機関として

川崎市立中学校長会生徒指導部会長の髙村委員、それから関係諸団体から新井

委員、前川委員、学識経験者としては藤田委員、大草委員、香山委員にお願い

したいと思っておりますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

ありがとうございました。それでは、ただいま選出いたしました髙村委員、新

井委員、前川委員、芳川委員、それから藤田委員、大草委員、香山委員、よろ

しくお願いいたします。 

     ５月に予定しております第１回起草専門委員会の日程については後日、調整さ

せていただきます。 
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（３）その他 

   なし。議事を終了。 

３ 閉会 

事務局：ありがとうございました。最後に、事務局より事務連絡をさせていただきます。 

    次回の第３回、４回の予定は先ほど説明いたしましたけれども、４月から10月を

目途にしておりますが、正式な日程が決まり次第、皆様にご連絡をさせていただ

きたいと思います。 

    第３回全体会では、協議題の決定と起草専門委員会の中間報告が協議の中心とな

ります。以上でございます。それでは、第30期川崎市青少年問題協議会第２回全

体会を閉会させていただきます。本日はお忙しいところ、お集まりいただきまし

てありがとうございました。 


