
令和元年度第３０期川崎市青少年問題協議会 

第３回起草専門委員会 会議録 

○日 時 令和元年１０月２９日（火）１０時００分～１２時００分  

○場 所 川崎市役所第３庁舎１８階 第１会議室

○出席者 

（１）委員 ６名 

芳川委員（委員長）、香山委員（副委員長）、藤田委員、大草委員、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   視察報告書（川崎ワカモノ未来PROJECT／ふれあい館） 

資料４   第３０期 協議テーマ（案）について 

参考資料  第２回起草専門委員会会議録 
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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 

２ 議事 

（１）議事１～４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 視察報告（川崎ワカモノ未来PROJECT／ふれあい館） 

議事４ 意見具申書（案）の骨子について（副題について） 

芳川委員長：おはようございます。では、まずは議事の１～４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１～４について説明） 

芳川委員長：ありがとうございます。スケジュールについては、１２月に全体会が予定さ

れていること、１～２月に青少年フェスティバルの視察があること、あとは、

これから意見具申案を検討して、例年同様、令和２年７月頃に市長に対して

意見具申できればと考えています。 

今の事務局からの説明に関して、お感じになった部分を各委員に言葉にして

いただけるとありがたいのですが、小松委員から、いかがですか。 

小松委員：川崎ワカモノ未来PROJECTには、印象として、圧倒された感じです。こんな力が

あるんだなということをすごく感じました。ふれあい館のときには、私は近く

の学校に勤めていたこともありましたが、実感として、とても大変な地域の子

供たちを支える地域というものの力をすごく感じたところです。学校教育以外

のそうした地域の力ですとか、子供の持っている学校で発揮している以外の力

というのが多々ある。そうしたところで学校も地域と一緒になって色々なこと

をやっていくべきだと、今は校長として、そういうことも考えています。 

香山委員：私は、川崎ワカモノ未来PROJECTの方は、１年間という期間で動いて発表が終わ

った後に、そのモデルや取り組みがどういう形で収束したり、拡散していくの

かなと思いましたが、そうした継続性という部分については皆さん苦労されて

いるということでした。ただ、それを解決する１つの手だてとして、各段階で

地域の方々ともつながりを作っていくといったヒントをいただいたりもして、

視察としては良い経験をさせてもらったなと思いました。 
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ふれあい館の方は、地域住民や多国籍の方々、そして、乳幼児から中高生まで

の子どもたちもそこに集まっていて、そういう所を見学できたのは大きな意味

があったと思います。小松先生が仰ったように、周辺には教育機関もあるだろ

うし、現実に、近隣の学校はふれあい館と協力して色々な活動をしていたり、

文化行事もやっているわけです。そうした長年の取り組みの成果や課題をしっ

かり整理して、今後の活動に活かせればいいなと思います。 

藤田委員：私が感じたのは、もう既に色々なところで社会活動等に参加する子どもたちが

実際にいて、その参加の仕方にも色々なレベルがあるということがわかったと

いうことと、しかしながら、それが一部の子どもにとどまりがちであるという

感じもして、それ以外の多くの子どもたちはどういう風にしたらいいんだろう

ということを少し考えさせられました。 

社会参加をしている子たちの活動を他の子どもたちにも広めるとか、そういう

仕組みを作っていくことが全体のつながりのネットワークみたいなものにな

るのかなと、そんな風に感じたところです。 

前川委員：川崎ワカモノ未来PROJECTについては、非常にパワーのある、刺激的な取り組み

だなと感じましたし、こうした取り組みにおいては“タイミング”と“余裕”

というのが非常に重要なポイントなのだろうなと思います。我々も子ども会の

シニアリーダーという組織をやっていますけれども、団体の活動が非常に落ち

込んだ時期に、再び盛り上げるのに中心となった人物が４人いて、たまたまそ

の４人の時間的なタイミングが合い、余裕が重なったときに、苦労や負担感を

感じることもなく、毎週のように会議をしたりできた。そういうパワーは、や

っぱりタイミングと余裕から生まれるものなんだろうなと。 

また、ふれあい館に関しては、社会福祉法人がやっているので、専門性の高い

一歩踏み込んだ取り組みができるのだろうなと感じました。通常のこども文化

センターではそこまでは踏み込めない部分も往々にしてあると思うのですが、

社会福祉法人で、今まで地域にずっと根差してやってきた、そのノウハウと、

そもそもの専門スキルの高い部分で一歩踏み込んで、その中でさらにより濃い

コミュニティを作っているというのは、非常に面白いなと思いました。 

芳川委員長：ありがとうございます。川崎ワカモノ未来PROJECTの方は、これからまた視察

ができるのでしょうか。 

事務局：川崎ワカモノ未来PROJECTの方は、今回１回ということで考えていますが、これも

年度末にかけてプロジェクトの発表の場みたいなものもありますので、またそれ

を見に行くということは可能かなと思っています。 

芳川委員長：成果を見るというような形ですね。ありがとうございます。 

では、本日は今までの協議会のテーマとして「現代を生きる青少年の主体的
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な社会参加を考える」中で、今度は副題をどうしたらいいのか、さらに意見

具申書の作成に向けて、より具体的に落として込んでいくためにはどうした

らいいのか、委員の皆様から色々な意見をいただきながら、進めたいと思い

ます。大草委員、どうですか。これまでの報告や資料を見ていただいて。 

大草委員：私は日程の関係で視察に参加できませんでしたが、既にそれぞれの機関がそれ

ぞれの機能を果たしているので、それらを参考にしながら、私たちはそれ以外

の、今までに無いものを作らなければいけないんじゃないかと思うんです。 

川崎ワカモノ未来PROJECTは、参加する子どもたちに社会参加への動機づけや

意識の高さというのが元々あるのだから、これはこれで構わないと。けれども、

全ての子どもにそういうものがあるわけじゃないから、それ以外の、意識の低

い、もしくはこういうことにほとんど興味や関心のない子どもたちが社会参加

ということを考えたり、そういうことをしていこうという動機を持つような、

そういうものを考えていかなければいけないんじゃないのかなという感じが

します。これは非常に難しいことだなとは思いますが。 

さらには、今まで見てきた中では、インターネットを使った関係づくりをする

機関というのは、まだ視察したこともないし、話を聞かないなと。今のところ、

唯一ないのがこのテーマなのかなと思ったりもしているんです。 

芳川委員長：どうですか、事務局。そういう状況は。 

事務局：この間もお話をいただいて、そんなものがあるかと、我々も色々と探してみたの

ですが、確かにないというか、なかなか見当たらないですね。これは公だけでは

なく、民の方でもあまり聞かない気がします。誰も挑戦したことがない分野なの

で難しいというのはある。また、インターネットの怖い部分というのが、踏み出

すのにある程度の足かせになっているのかなという風には考えています。 

もう１つ、ネットを使った形で何か行政施策をするみたいな話も幾つか出てきて

いて、青少年関係の課長会議の中でＳＮＳ相談については議題によく挙がります。

取り組んでいる都市が幾つかある中で、口をそろえて難しいと言っているのは、

ＳＮＳでやりとりをする技術が確立できていなくて、やっている事業者の方でも

試行錯誤しながらやっている現実があると。ＳＮＳの一番の良さは、その即応性

というか、来たものに対してすぐ反応できるというところなんですけれども、皆

さんがお話ししている中では、相談というのは即応だけではなくて、対面で受け

止める姿勢みたいなものが必要で、そうした技術は色々なところで確立はされて

いるけれども、それをＳＮＳを通してやるということの難しさは非常に感じてい

ると聞いています。それで相談が途中で止まってしまったり、時間をかけると意

味がなくなってしまったりとか、その辺の難しさがあると。 

大草委員：これは私ごとで申し訳ないんですけれども、今回の税制改革の中で、決済時に

カードを使ったりすると還元があるじゃないですか。私は、今までカード決済
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とか、ネットバンキングとか、興味も関心もなかったんですけれども、これを

きっかけに結構情報を得るようになった。実利が絡んでいるということだけか

もしれませんけれども、そういうものが絡むと、忌避しているようなものにで

も、用心深くやれば何とかなるんだという意識で、どんどん関わる意欲が出て

くる。子どもたちも、こういう形で社会参加をする仕組み、バーチャルなもの

に関心を持って関わってもらうような仕組みがあれば、もっと乗ってくるんじ

ゃないか、そんな感じがしたんです。 

事務局：何か行動を起こすとき、実利というのものがあるのは否めないかなという感じは

しますね。 

藤田委員： ＳＮＳの活用という点で、相談事は専門性が高くないといけないので、そこは

専門の人が入ってシステムを立ち上げるところから考える必要があると思う

んですけれども、そうではなくて、子どもたちが「ここでこういうことをやり

ました」とか、「川崎市のプロジェクトでこんなことをやっています」とか、

そういうものは既存のプラットフォームを使いながら子どもたちに伝えてい

くことはできるんじゃないかという気がしています。 

というのは、我々はこれまで“子どもたちをつなぐ”といったときに、ずっと

大人と子どもをつなごうとしてきているんです。地域と子どもをつなぐとか、

多世代と子どもをつなぐとかは考えているけれども、子ども同士をつなぐとい

う話をこれまでやってきていない。子ども同士をつなぐ仕組みがあれば、積極

的に活動している子の姿を他の子たちが見て、自分たちにできるレベルで何か

やろうみたいに、子ども同士が自然につながって活性化していく。そういうの

をＹｏｕＴｕｂｅ等のＳＮＳを使ってできないかと、少し考えています。 

もう１つ、これはふれあい館の視察で考えたことですけれども、先ほどいみじ

くも仰ってくださったように、専門性が高くて、あそこでしかああいうことは

できないだろうと、普通のこども文化センターであのレベルのことをやれとい

うのは、ちょっと無理なんですよね。だから、そこに誰か、例えば大学がくっ

ついて、一緒に協働して何かやるとか、いるかどうかわかりませんけれども、

ソーシャルワーカーのＮＰＯみたいなところとこども文化センターが協働す

るとか、こども文化センターに何か支援が入ることで活動の幅が広げられるみ

たいなことはないのかなと思いました。 

芳川委員長：ありがとうございます。他にどうですか。 

香山委員： 藤田先生のお話は、これまで子どもと大人をつなげることばかりやってきたの

で、これからは子どもと子どもをつなげるという方向にシフトしてもいいので

はないかというお話だと思うんですけれども、それもそうだと思いつつ、私は、

最初にお話ししたように、今回の２つの視察を踏まえて、私たちの立場で市長

に話をしていくというようなことを考えたときには、やっぱり課題になってい
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たのは継続性であったり、組織力であったりというようなところなのかなと。

個々の事例で終わるのではなくて、広く川崎の子どもとか、青少年というもの

を対象にするのであれば、そこを考えていくべきなのかなと思っています。 

それで私は今回、２つの視察を通して、改めてというか、地域というものの力

をすごく感じたんです。社会と言いかえられるかもしれないし、地域住民とい

う人なんだろうと思うけれども、こういう方々とつながったり、こういう方々

の力を借りないと、なかなか私たちがテーマとしている青少年が主体的に社会

参画していくということは、やはり難しいのではないかと思いました。 

     それで、例えば「こういう風にしたら支えてあげられるんだよ」とか、「こうい

うふうにしたらかかわってあげられるんだけどね」といった、まさに長い間、

各地で子どもを支えてくれたりとか、その地域に根づいてやってきてくれた

方々のそうした話は、まだあまり聞けていないのかなと思っています。地域の

方とか、地域の力とか、そういう力を得ることによって、より青少年の社会参

加が組織力を増して、また継続性を強くしていけるということになるならば、

そういうものを副題にしても面白いのかなと思いました。 

芳川委員長：地域とのかかわり方について、前川委員、どう思いますか。 

前川委員：私は地域教育会議に入っているんですけれども、この“地域”というのは有象

無象にたくさんあり過ぎるのだろうなという気がしていて、誰もが分からない

のが地域なのだなということが最近になって分かってきました。そして、結局

は誰も把握できないのが地域なのかなと考えたときに、これと連携するのは恐

ろしく難しいのかなと。新たな人材を見つけることも難しいですし、既存の人

にばかり頼っている部分もあるかなと。例えば、今年は民生委員が改選されま

すけど、やっぱり各地で民生委員のなり手がいないと、ずっと皆さんが仰って

いて、地域自体も実はパワーが減少しているのかなという気もしています。 

芳川委員長：地域自体、実は生き物で、だから、何かもともと固定したものがあるのでは

ないんですよね。例えば、武蔵小杉でも新しいコミュニティができているよ

うですけれども、実はその中でも何かが変わっていて、まだこれからも変化

していくんでしょうというお話ですね。 

前川委員：それに、学校も生き物だなという気はしています。校長先生が変わって学校の

雰囲気が変わったり、地域を担当されている先生が変わることで、地域と先生

との関係性も大きく変わる。生き物同士のつながり合いというのは非常に難し

いけれども、ふれあい館でも仰っていたように、システムや組織によってそこ

をかばうことはできないのかなとは思いました。 

芳川委員長：ありがとうございます。学校が出ていますので、小松委員、いかがですか。 
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小松委員：先日の台風第１９号の件で、１２日に台風が来て、１３日朝に起きて、明るく

なって、全然状況は分からなかったんですけれども、うちの学校の場合ですと、

真っ先に動いたのは地域のＰＴＡだったんですね。子どもの状況をまず確認し

なくてはいけないだろうと。学校としては、子どもの安否を確認しようと、学

校の職員も家庭訪問とかしていましたけれども、地の利に弱いというか。そう

したら、たまたま地元の卒業生が２人、非常勤講師と臨任でいて、その子たち

が力になってくれて、地域はよく知っているし、地域の人との関係も良いし、

臨任の子はお父さんなんかも地域ですぐにボランティアに駆けつけてくれた

りして。その子はボランティアは初めてだったみたいですが、そういう人たち

が自然と集まってくれたんですよね。 

あと、任意団体なんですけれども、『おやじの会』というのがあって、学校の

卒業生ＯＢとか、色々な人がいるんです。色々な行事で力を貸してくれる人た

ちで、その人たちがこの２週間、多いときもあれば少ないときもありますけれ

ども、ずっと土日を中心に集まってきて、現場に行って手伝ってくれるんです。

ごみ拾いしたりとか、泥がたまっているからと泥をとってきたりとか。 

皆さん、地域の人にすごく感謝されて、別に学校がやったわけじゃないんです

けれども、避難所があったこともあって、学校にどんどんお礼の連絡をくださ

るんですよ。それはもちろん学校の力ではないんですけれども、やっぱり学校

は地域にあって、そういう母体にもなっていく。 

そういう意味では、本当に地域の力というのはすごいものがあるし、今回の件

で地域が動いたことによって学んだこともすごく多かったので、今後、学校と

しても、それを学校教育の中にしっかり吸い込んでいかなきゃいけないなとい

うことは思ったところだったんです。 

今、大きな災害に遭った子たちも、表面上は元気に学校に来ていますけれども、

本音を聞くと、疲れているし、親御さんもすごく疲弊しているし、カウンセリ

ングを受けたりもしています。みんながそういうことを隠さずに話題にした

り、疲れているなとか、そういう弱音を吐けるようなところは、やっぱり地域

なのかなとも思います。 

芳川委員長：ありがとうございました。こういうときこそ、普段あまり感じられなかった

部分がすっと見えてくるものなんですね。 

今、委員の皆さまに色々と発言をしていただきました。論点として、実際に

フェイス・トゥ・フェイス、人と人とのつながりの中での主体的な参加と、

あと、プラットフォームというか仮想的な部分で、その入り口としての参加、

そこに完結される人もいるかもしれないけれども、完結せずに、次のステッ

プに持っていくような、いわゆる主体的な参加を促す動きとか、そういう話

も出てきたかと思います。また、先ほどありましたように、地域の力、実際

にその地域を具体的に支えたりとか、それぞれの専門性を発揮したりとか、

直接的な参加の仕方や仕組み。大きく考えると、この３点ぐらいに、話題が

集約してきているのかなという感じがしますが、いかがですか。 
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藤田委員：そのとおりだと思っているんですけれども、先ほど私が言ったインターネット

を使うという話は、それはネットだけで完結する話じゃなくて、もちろん香山

委員が仰るような基盤には、人と人との対面的なつながりというのはもちろん

あって、今回、見たのはそういうような事例だったので、それが基本であるの

は変わらないと思います。そういうところで、こういうことが起きているとい

うのを、他のつながれない子どもたちに伝えていくために、ＳＮＳやインター

ネットみたいなものが力を発揮するのかなと。そして、自分もああいう形でつ

ながることができるのかという情報発信だったりとか、対面的ではないけれど

も、こんなことをやりましたという形での参加の仕方みたいな、ちゃんとした

参加にいくための最初の一歩をまず何かやってみるみたいな、ハードルの低い

ものなんかがそういったところで提供できればいいのかなという気がしてい

ます。基盤となるつながりと、そして、それをどう子どもたちに広げていくか

という、その二本立てのような気がしました。 

香山委員：先ほどの小松先生の話を聞いていて、小松先生が、こういうことで圧倒的な力

を感じて、感謝もしなきゃいけないし、勉強したと仰っていたけれども、まさ

にそうだと思いました。私たちは今、ちょっと離れている子たちのことをテー

マにしている。中高生とか、こういう子たちが、地元の町とかで自主的な活動

とか社会参加をするためには、延々と地域に根づいているパワーを持っていら

っしゃる方たちとのかかわりを整理して、例えば、ずっとそこでやっている方

たちが、泣き言みたいな悔しさをあらわして、色々とお話されるけれども、そ

ういう部分を我々が聞き取って、何かしらの形で提言していく、そういうよう

なことも可能なんじゃないのかなと思ったりします。 

大草委員：香山先生が仰っているのは、前回のテーマである多世代交流のことなのかなと

も思ったんですけれども、そういうことですか。 

香山委員：関係はあるんです。中高生の世代の人たちが、上の方から認められることによ

って力を身につけるし、それによって今度は下の子どもたちとのかかわりをリ

ーダーシップを持ってやっていける。そういう多世代のつながりも大事という

か、それもそうなんだけれども、要は今回、主体的な社会参加というメインテ

ーマを考えたときに、主体的に社会参画をしていくためには、やはり個々の取

組が単発で終わっていくのではできない。それらがより裾野を広げていって、

それなりの組織として、地域の方の勢力とうまく絡んでいくというか、信任を

得て、支えられながら、青少年、中学生世代の方たちが社会参画を可能にして

いく。そうした部分を地ならししていくというか。さっきから出ている継続性

もそうですよね。いずれ、子どもたちも、成長して大人になるわけです。親父

にもなるし、ママにもなる。そうした中で延々とつながっていく社会づくり、

そういうものにもつながってくるのかもしれないけれども。 
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芳川委員長：例えば、どうして川崎ワカモノ未来PROJECTが継続していかないのかと、そこ

の継続性が課題であるとしたら、その打開策として、地域の方にもうちょっ

とこのプロジェクト、もしくは若者の参加を近づけさせたらいいんじゃない

かと。先ほど論点は３つと言いましたけれども、地域と若者との連携という

ところはもっと膨らませる必要があるかなという気がします。 

人間は社会の中で１人では生きていけないものなので、バックアップをする

ものとして、多分、川崎市であったり、川崎市の各区であったり、町内会で

あったり、そうした所とつながっていく。つながっていけば、そこに深みが

出てきます。継続性とか、川崎市民であるという感覚とか、これから川崎を

支えるものとしての自覚などが深くできていく。そういうところで主体的な

参加をサポートすることが、私たちが目指すものなのかなと感じます。 

藤田委員：いま大分イメージが湧いてきたんですけれども、一つには時間的な“縦のつな

がり”みたいなものが必要で、「ここでやりました」と一度で終わってしまう

のではなくて、きちんと継続して縦につながっていく必要がある。もう一方、

先ほどから私が言っているのは、どちらかというと子ども同士や地域の人たち

との“横のつながり”の話なのかと。縦と横のつながり、その両方が必要だと

いう話なのだと思います。 

大草委員：副題にすると、「継続性と連携を◯◯◯」みたいな。 

芳川委員長：そうですね。 

事務局：年齢的に、やっぱり中高、大学とか、その年代で一時期、ちょっと地域と離れる

ときがあると思うんです。でも、先ほど話に出たように、戻ってきたときには、

またそれぞれの立場で地域の中で生きていくわけで。行政などは、何か災害とか

が起これば、中学生はこう、高校生はこういう風にしてと全部決めようとしがち

ですが、実際には、何も決まっていなくても、いざ何かがあれば、中高生とか、

地域の人たちは自主的にやるんですよね。ですから、そういう活動というのは、

一時期、中高生とか、その年代の人たちにちょっと空白感があって、本当はそこ

も連続して、高校生になってもやる、大学生になってもやるというのができれば

理想なんだけれども、なかなか難しいときもあるのかなという風に思います。 

大草委員：これは僕の考えなんですけれども、今度の災害なんかでもそうですけれども、

さっき小松委員も仰ったように、ボランティア活動とか、地域活動が、昔より

は非常に自発的に、また必要に迫られて、一気に成り立っていくんですよね。

これは情報教育の効果だと思っています。色々なところで災害が起こると、

色々な人たちがこんな風にしてやっていますというのが盛んに、これでもかと

いわんばかりに情報として流れますよね。ああいうものを見知った人たちに
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は、自分もそれをしてみようという下地ができるといいますか。そういうこと

が地域連携とか若者の社会参加とかの下地になっているのだとしたら、それを

目指したものを考えていってもいいのかなと、話を聞きながら思いました。 

芳川委員長：皆さんの意見を踏まえて考えたのですが、意見具申書の副題の叩き台として

【主体性を支える“継続性”と“多様性”の仕組みづくり】でいかがでしょ

うか。先ほど藤田委員が仰っていた、そして、香山委員が仰った“継続性”、

これは“縦のつながり”ですよね。また、“横のつながり”で考えたときに、

私に浮かんできたイメージは、色々な、大人も含めた多様な人たちや青少年

が参加すること。それは“多様性”ですね。あと、今日の話の中で具体的に、

例えばプラットフォームであったり、ＹｏｕＴｕｂｅであったりという話も

ありましたので、それを仕組み作りと考えると、タイトルの中に「主体的な

社会参加」とあるのに、副題でも「主体性」を使うのは少し野暮ったい感じ

もありますが、ひとまず【主体性を支える“継続性”と“多様性”の仕組み

づくり】という感じでいかがでしょうか。あくまで案なのですが。 

      （異議なし） 

では、とりあえずこれで仮置きして、本日ご欠席の会長や委員の方の意見も

伺いながら、必要であればさらに修正して、修正可能な形で全体会に持って

いくとどうかなと思うのですが、いかがでしょう。どうですか、事務局。 

事務局：色々と御意見をいただきまして、ありがとうございます。先ほどの地域の話とか

は、例えば本日いらっしゃらない（青少年育成連盟理事の）新井委員であったり、

全体会には青少年指導員連絡協議会の会長の霜越委員もいらっしゃいますので、

お二方の御意見も聞きながら進めたいと思います。いただいた御意見を少し整理

させていただいて、また次の全体会に向けて、芳川先生に御確認をいただくのと

同時に岡田先生にも確認をしていただいて、やっていければと思っています。 

芳川委員長：本日出てきた、例えばＳＮＳだとか、既にお調べになっているかもしれませ

んけれども、そういうものの利用は、公的なものじゃなくてもいいので、何

か有効にやっているものがあれば知りたいところです。時間の関係もありま

すが、そうしたものを視察等で見ることができれば、何か次のアイデアがま

た出てくる可能性もありますので、大変でしょうけれども、時間がありまし

たら、ぜひ一度リサーチしてもらえるとありがたいです。 

事務局：わかりました。 
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（２）議事５について 

芳川委員長：議事５「その他」は、今後の日程についてです。事務局の方でお願いします。 

（事務局より、全体会及び次回視察の日程詳細について説明） 

芳川委員長：ありがとうございます。本日の議題はこれぐらいでしょうか。 

では、議事進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

事務局：本日は熱心な御討議、ありがとうございました。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。長時間に渡りありがとうございました。 


