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事 務 局 子ども若者課長、子ども若者課管理係長
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審 議 経 過

【開 会】

・事務局より資料確認

【協議事項】

会 長     子どもの問題を扱っている青少年問題協議会ですが、この間いろいろなところで子

どもにかかわるニュースがたくさん飛び込んできています。虐待のこと、いじめのこ

と、子どもの命にかかわる問題が相変わらず多く生じていることは危惧していますし、

豊島区で決して関係ないということではなく、どんなにいろいろなことを整備してい

ても起こる場合があるので、そのようなことがないよういろいろな形で検証、検討、

それから日ごろいろいろなことを意見交換できればと思っております。

さて、限られた時間でもありますので、議題に入っていきたいと思います。（１）「豊

島区子どもプラン」及び「豊島区子ども・若者計画」の平成 29年度実施状況について、
事務局から説明をお願いいたします。

事務局     【参考資料、資料１－１説明】

会 長     青少年問題協議会の職務として、この検証、実施状況について検討するということ

があります。

今後、子ども・若者総合計画をつくっていく中で大幅に変わっていくことになると

思いますが、まずは平成 29年度ということで、何かご質問、ご意見がありましたらい
ただければと思います。

委 員     39ページの事業番号 51番の「緊急一時保護」、DV被害に遭った女性の緊急一時保
護は 91 人という数字が上がっていますが、前年度比較は出ているのかどうか。91 人
というのが増えているのか減っているのかを知りたいと思います。

子育て支援課長代理 女性の緊急一時保護は、毎年数の変動がありますが、減ることはなく、年々少

しずつ増えている状況です。３年ほど前は年間 80名程度だったのですが、今年度は特
に支援対象者が増えて緊急一時保護が多かったと聞いております。

会 長     １ページの「計画の基本理念」が一番大きなもので、「すべての子どもの最善の利益

が考慮され、家庭や地域のなかで子どもが成長し、子育てに伴う喜びが実感できるま

ちづくり」がふさわしいかどうかという検討もしなければいけないと思います。

このようなまちづくりをするために必要なのが、４ページの子どもの自己形成・参

加支援、子ども・子育て支援の充実、困難を有する子どもやその家族への支援、子ど

もの成長を地域で支えるための環境整備であり、この４つの大きな柱を実現すること
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によって、先ほどの基本理念が実現するというつくり方になっています。

その上で、Ⅰの子どもの自己形成・参加支援を例にとると、その下の子どもの参加・

参画の促進、子どもの遊びの充実、文化・スポーツ活動の推進の３つをすることによ

って、子どもの自己形成・参加支援ができるという計画立てになっています。さらに

子どもの参加・参画の促進で言えば、子どもの参加・参画を促進する仕組み、「子ども

の権利」の理解の普及・啓発を行うことによって、子どもの参加・参画が促進される

となっています。そして、それに紐づく事業を実現することによって、それぞれ目標

が実現されて、最終的には基本理念が実現されるという計画体系になっています。

ところが、実際にはそうでなく、様々な法律によって様々な事業があって、それを

グループ分けしていって、計画にしていったという状態です。本来であれば理念を実

現するためには何が必要かという発想でできれば良いのですが、おそらく元々たくさ

んの事業があるものを整理する中で、このような計画をつくったのだと思います。

しかし、計画の体系は冒頭申し上げたとおりなので、本来であればその理念に基づ

いて何が必要なのかと考えたときに、足らない事業はないかという発想になれば一番

良いと思います。基本的な理念を実現するためには、この４つの柱。この４つの柱の

１をやるためには、この３つの柱。３つの柱のうちの１をやるためにはこの２つのも

のがあって、事業があるとなったときに、その事業で足らないものがあるのかという

ような視点で計画を見られれば、計画は生きたものになると思います。いかんせん逆

に事業が最初にあって、それを整理したという関係から、わかりにくくなっていると

思います。

例えば５ページの表には、様々な事業が書いてあります。（１）の子どもの参加・参

画を促進する取り組みは、次のページにわたる９つの事業によって実現されるという

発想になっていますが、最終的にはこの事業をどう評価するのかがここでの役割だと

思います。計画の中のそのようなところに位置づいているということを見る必要があ

るのと、例えば事業番号４番の「利用者会議の開催」の「内容」は、「子どもスキップ

や中高生センターにおいて、利用者会議を開催し、会議で出された意見などは施設運

営や行事に反映させます」と書いてあります。これは内容ですが、内容と書くのか、

本来目標値として書くのかということは意識する必要があると思います。本来であれ

ば実現できた、例えば想定どおりであったかの評価が A、B、Cになっていますが、結
局実現できたかどうかは何を目標にしていたかに依ると思います。ここでは「内容」

となっていますが、書き方としては「目標」の書き方になっています。このような目

標を持っていて、事業を行うことによって目標を実現します、ということを実際にや

ったのが平成 29年度の実施状況で、その目標を達成できたかが、A、B、C、Dの評価
になるのだろうと思います。なぜ Aなのか、なぜ Bなのか、なぜ Cなのかがよく分か
らないというのがあると思います。

１つは回数が書いてあって、行政内部ではどのぐらいの回数を実施できればこれを

達成したことになるという基準があると思いますが、必ずしも基準が示されておらず、

12回、99名の参加があれば想定どおりであったということは、逆に言えば想定値とし
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ては 12 回、99 名ほどの参加を想定していたのだなということを逆算して分かるとい
う形になっています。本当は目標値のところにこのような数値も書いてあると、実施

状況のところで本当にできたのかどうか分かると思います。実際には数としてできた

かどうかということが、この内容を実現したかどうかということとは必ずしも結びつ

いていないところがあるので、その数をこなしたことによって、効果的であったか効

果的でなかったのかというような評価が本当は必要だと思います。数の問題は定量的

な評価と言い、その事業にとって効果的であったのかどうかは定性的な評価だと思い

ますが、そのような観点で計画を見ていく必要があると感じています。

そのような観点で記載のすべてについて検討できればいいのですが、時間がないの

で、これからつくる総合計画の中で検証ができる仕組みを組み込んでいくことがとて

も大事だと思っています。

そのようなことを意識していただきながらご意見をいただくのと、総合計画をつく

っていくにあたって、検証可能な計画をつくっていくということをお互いの共通理解

として持ちながら議論ができればと思います。

いろいろなご意見があると思いますが、いかがでしょうか。

委 員     22ページの事業番号 115番についてです。昨年子どもの権利委員会が設置されたの
ですが、「子どもの権利擁護センター（仮称）」の設置で、検討中になっており、まだ

まだこれからという感じがしています。中高生センタージャンプの弁護士がいて、相

談を 2013年ごろからやられていると思うのですが、今どのような状況になっています
か、またこのセンター設置に向けての進捗状況を聞きたいと思います。

事務局     子どもの権利擁護センターの設置ですが、子どもプランに基づき、センターを設置

することになっています。現在のところ、子どもの権利擁護委員が２名いて、この２

名が東部子ども家庭支援センターの中で業務を行う形になっています。本来であれば、

子どもの権利擁護委員は子どもの視点に立って子どもの権利を守るということで、第

三者機関的な場所に存在し、そこで区全体の子ども施策につきまして、また子どもの

相談に乗ることを目的としておりますので、現在の豊島区の運用は本来の姿とは若干

違っていると解釈しております。

そういったことで、子どもの権利擁護センターを児童相談所ができるころまでには

設置したいという目標はございます。ただ、子どもの権利推進計画をつくっている中

で話が出てきておりますので、具体的な検討につきましては来年度以降にしていく予

定でございます。

委 員     34ページの事業番号６番、「就業支援事業」が評価として C、目標数を下回ってしま
ったということですが、目標より下回ってしまったことについて、何か改善や、今後

の解決すべき部分などあれば教えていただきたいと思います。
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事務局     申し訳ございません。本日、生活産業課長が欠席でして、ご回答ができない状況で

ございます。改めてのご報告になります。

委 員     景気動向とか相談された方のスキルの問題もありますので、難しいところもあるか

とは思いますが、お願いしたいと思いますし、またそれ以降のところであまり評価が

よくない C 以下の若者部分について今後改善していくのかどうか、どういった方策を
とっているのか、教えていただければと思います。例えば 39ページの事業番号 47番
「フリーダイヤルによる電話相談」、40ページの事業番号 59番「若者支援ネットワー
クの構築」、41ページの事業番号 64番「若者総合相談事業」は Cがついていて、若者
向けの相談事業が多いという印象です。

事務局     事業番号 59番は、子ども若者課で今年度協議会を開催しております。４月に開始し
たばかりで実績は少ないのですが、後ほどまたご報告させていただきたいと思います。

47番は子育て支援課長が欠席でお答えができませんので、改めてのご回答とさせて
いただきます。

委 員     時間のかかる事業でもあり、なかなか周知されないところもあろうかと思いますの

で、お困りの若い方々が来られるような仕組みづくりをしていただければと思ってお

ります。

会 長     本気でやれば、これだけで半年、１年間かかるかもしれないのですが、気がついた

点をご指摘いただいて、この報告の確認に替えるということであります。

また何かございましたら、事務局にご指摘いただき、次回にご披露いただければと

思います。次回にはもしかしたら平成 30年度のものが出ているかもしれませんが、出
ていれば平成 29年度の実施事業と比較することも可能かもしれません。計画内容と評
価理由を照らし合わせ、評価が適正であるかどうか、あるいは事業がどんな具合にな

っているのかを読み取っていただければと思います。

それでは先に進んでいきたいと思います。続きまして②「（仮称）子ども・若者総合

計画」における施策検証について、事務局より説明をお願いいたします。

事務局     【資料１－２説明】

会 長     事業番号 13「プレーパーク事業」について、これは先ほど言ったまちづくりを実現
するために、子どもの自己形成、参加支援が必要であって、そのためには子どもの遊

び場の充実が必要であって、そのためには子どもの居場所、活動の場の整備が必要で

あって、そのための事業として位置づいているということです。その関連を忘れてし

まうと、目の前にある事業をやるかやらないかだけの話になってしまうので、そのよ

うな視点が大事だと思われます。
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追加検証のイメージをご提案いただきましたが、何か気がついたことを言っていた

だければと思います。今度の総合計画は５年たったときの目標値を持っていて、最終

的な目標と初年度の目標を入れ込む必要があると感じています。ただ、５年後の目標

が例えば 10だとして、１年目が１、２年目が３、３年目が４と段階的に上がっていく
ものもあれば、５年後の目標は 10だが、毎年 10を確保していくようなものもあるの
で、一概には段階的とは言えないのですが、最終的な目標に向かって今年度何をする

のかという視点も毎年の検証の中で必要になってくると感じております。

委 員     追加の検証イメージについて、子どもの権利の視点からの施策成果だと思うのです

が、この視点（１）（２）は、どこでどのように定められる予定でしょうか。

事務局     現在のところ、各所管に任せるわけではなく、事務局の子ども若者課とともに、１

つの事業についてどのような視点が持てるかを話し合いながら、決めていきたいと思

っています。現在はまだどの事業とは決めかねていますので、全体の施策の中でどの

事業が良いのかも検討した上で、初年度は 10事業程度できるのではないかと想定して
いるところでございます。

会 長     ご指摘のように視点をどう設定するのか、視点という名前が良いのかどうかの評価

も含めて、検討は非常に重要だと思います。計画策定のところで具体的にもう少しイ

メージをブラッシュアップしていくのだと思います。

目標値という言葉がありませんが、目標に対してどう近づいていくのかが計画なの

で、視点とするのか内容とするのか、あるいは目標をどこに書くのかを意識されたほ

うがいいかもしれません。

子どもの権利は、例えば幾らになったのかという定量的な視点では測れない定性的

な内容を持っているので、行政の政策評価の中では難しい分野に踏み出さなければい

けないのだと思います。そのためには、事業の所管課がやっていないのではないかと

いう話の前に、どのような視点で評価をしてもらうのか提示していかないといけない

と思っていますので、計画をつくるプロセスの中で、皆さんとご議論いただければと

思っています。

それでは、次に議事の（２）「（仮称）豊島区子ども・若者総合計画」、区民等調査の

報告書についてです。これはアンケート調査の結果で、それぞれに共有することが大

事なものです。不明なところはぜひ出して頂いて、またこのような評価検討や視点も

あるのではないかなど、何でも良いのでご意見をお伺いしたいと思います。

では、事務局からご報告をいただければと思います。

事務局     【資料２－１説明】

委 員     61ページの豊島区子どもの権利に関する条例の認知度が５年前よりも落ちていると
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いう、かなりショックな数字が如実にあらわれています。今後計画をつくっていくに

あたっての柱なので、どこから手をつけていけばいいのかなという感想です。

行政には、ここをまず分析していただきたいのと、これがないと計画自体が思うよ

うにいかないのではないかという心配を持ちました。数字を見た段階ですが、大きな

問題があると思いました。

会 長     ありがとうございました。何か分析をされているのですか。

事務局     まだ分析等できておりません。これは本当にこのデータどおりでございます。

会 長     ありがとうございました。子どもの権利条例はいつできたのでしょうか。

事務局     平成 18年でございます。

会 長     結構時間が経っています。できたときは認知度がありますが、時間が経ってだんだ

ん下がっていくのは大体どこにでもある傾向です。それが良いと言っているわけでは

なく、できたときにはいろいろなイベントをしたり、いろいろな情報が伝わっていく

ので、それなりの認知度があります。ある程度時間が経ってくると認知度が減ってい

くのはあり得る話ですが、それに安住することはもちろん良くはありません。１つは

条例の広報・啓発、それから条例を生かしていくという大切さがあるのかもしれませ

ん。非常に気になるところなので、計画の中で意識すべき点かもしれません。

委 員     子ども・若者計画の実施状況の６ページの事業番号７番に「子どもの権利の理解の

普及・啓発」があります。所管課の評価は B で想定どおりの取り組みができたという
中で、アンケート結果では権利条例を知らない、認知度が低いとなっていますので、

本当に B でいいのでしょうか。事業番号７番は権利の理解の普及、調査は条例の認知
度なので、若干違う部分はありますが、普及啓発をどうするのかは、今後の課題とし

て必要と考えます。教員向けの研修が入っていませんが、学校教育の中でどう普及を

していくのか必要になってくると思います。

会 長     他の自治体でこの種の条例を持っているアンケート調査では、条例をどのように知

りましたかといったとき、やはり学校で配られたことが非常に重要ということである

ので、普及・啓発の所管が子ども若者課ですが、一方で教育委員会と連携して普及・

啓発ないし学校教育の中でこの条例の趣旨を広めていくことの大切さもあるのかもし

れません。

事務局     29年度にはなかったのですが、31年度に 10年目の学校の先生の研修に、この子ど
もの権利条例についてお話をさせていただく予定になっております。
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また、本日お配りしたデータにはなかったのですが、子どもの権利条例をどうやっ

て知ったのかの項目はとっており、子どもたちは学校の先生から聞いたというのがト

ップでした。その結果を踏まえて、正式版はデータを揃えていきたいと思います。

委 員     子どもの権利条例に関する認知度の問題、それが具体的に子どもたちの生活の中で

どのように使われて役に立っているか、自分の身を守ることになっているのかをしっ

かりと知らしめていかないといけません。そのような状況は年々深刻になっていると

思います。

今、学校で非常に時間を要し、また解決に複雑な多様な対応をしなければいけない

ということで言うと、いじめの問題について認知の仕方が変わってきたというか、尺

度が４回ほど変わってきています。何げないやりとりが、やられている側にとっては

深刻な悩みになっているという問題点や、そのようなことの繰り返しが深刻な事態に

なっています。それについて、周りの大人がしっかりとそのような人権感覚で見てい

かないと、分かってもらえない、見逃してしまうということや、様々な問題の取りこ

ぼしや取り残しが、非常に難しい問題を呼び込んでいると実感しております。

豊島区では、いじめのアンケートについて学期ごとに調査・分析を行い、問題点を

抽出したら対応していく取り組みを行っており、それが見守りの中で本当に解決して

いるのか、それともまた繰り返す動向になるのかをチェックしています。

また、心理検査の hyper-QU を実施しており、いじめのアンケートとリンクさせな
がら分析しています。そのような意味で、学校の発見度は高いのですが、一番難しい

と思っているのは、複雑なことについて、解決したということをどのような判断に立

って見るのかということです。それから繰り返していじめに至った場合、どのような

対応やフォローが必要なのかを研究しなければいけないことがあります。本日出され

ているような分析をいろいろな角度から行い、子ども自身が守ってもらうだけではな

く、自分の人権をいろいろなところで必要に迫られているのだということを、自分の

感覚でしっかりと物を見ていく子どもに育てなければいけないと思っております。

教育ビジョンをつくっていくための子どもの実態調査をやっていますので、今回の

子ども若者課の調査とあわせて、有効に役立てていかなければなりません。一致して

いる部分もありますし、違う角度からとっている部分もありますので、今後検討して

いかなければいけないと思っています。

委 員     アシスとしまのカードが配られてきたときに、子どもたちがお便りをどさっと持っ

てくる中の１枚でした。アンケートをするときは、いじめに対しての意識を検証する

ことと、そのことがどのようなことであるかを意識することが大事です。行政がいろ

んな政策を立てているということは、私はこのようなところに身を置かせていただい

ているので知っているのですが、一般の区民、保護者となると、そのようなものをあ

まり目にする機会がないのです。よほど区報とかを読まない限りは目にしないと思う

と、配布するタイミングが重要になると思います。権利だったら、いじめのことなど
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は道徳の授業のときに配る。ただ、行政からおりてきたものを、学校現場ではもしか

したら配るだけで終わっていて、子どもたちにとってみればこれさえも、まさか自分

が対象と思っていなくて、しまったり親に見せないでそのままになっていることもあ

ると思います。そう考えると、何でも学校というのは本当に大変なことです。

学校だけではなく、もっと行政や区民の中で自分たちが守られているということを

意識するチャンスをつくったり、ほかにも窓口があるということを知るためには、配

布するタイミングが重要であったり、配布にあたって教員もそういった勉強する時間

等も必要とも思います。この若者のアンケートの回収率の低さを思うと、今の子ども

たちからそういったことを考えていくということを啓発していかなければ、目にとま

らないまま、意識が低いままになると思っています。

委 員     学校はこのようなチラシとかを配布して啓発しているのですが、子どもの権利を守

るのは周りの大人だと思います。このチラシをもらって、相談してもいいと言われて

も、周りの誰に相談していいか分からないとき、やはり親でも学校でもない、地域の

誰かとつながっていることや、地域の先輩や保育園など、何でも良いのですが、地域

の人たち、大人が子どもの権利を守っていくという意識啓発をしていかないといけな

いと思います。学校だけ一生懸命に子どもたちに伝えても、自分の権利を理解して実

際に相談できるかは学校だけでは難しいので、地域が必要だと思っています。

会 長     ありがとうございます。地域の実情は、誰にお聞きすれば分かるのでしょうか。

委 員     地域で子どもたちを見守るいろいろな活動をしています。活動はしているのですが、

チラシは初めて目にするということもあります。なぜこのようなものが必要なのか、

詳しい事情は学校で説明していただいて、地域で日ごろ挨拶するおじさん、おばさん、

おばあさん、おじいちゃんに相談してもいいとおっしゃっていただきたい。地域団体

にも情報を流していただいて、見守りは地域に任せていただきたいと思っています。

委 員     このカードにある「アシスとしま」という新しい相談窓口ができたようですが、中

高生を対象にしたジャンプが東池袋と長崎にあります。中高生にも相談窓口が広がっ

ていくと思うのですが、例えば小学校だったら放課後対策課の子どもスキップに相談

窓口があれば目につきます。「アシスとしま」がここにあるとか、子どもスキップにこ

のような相談窓口があるとか、お子さんや中高生に目につく場所にカードがあればい

いと思います。子どもの場合は、紙より自分の目で見て、ここにあることが分かる方

が早いという気がします。

子どもの権利条例ですが、昔にチラシを大分撒きました。既に 10年以上もたってい
るわけで、最近そのような活動も少なくなってきたと思いますので、少し活動を活発

にしていただいたほうがいいとは思います。
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委 員     子どもの権利条例について、地元の地域では、このような情報がなかなか入らない

のです。入るのは唯一学校で小学校、中学校の PTAとか育成委員、民生委員から話は
聞くのですが、それも全部情報が入るわけではありません。もう少し学校が地域に発

信していただく方が分かりやすいと思うのですが、そのためにも育成委員、民生委員

に大いに普及していただき、地域にフィードバックしていただきたい。もう少し認知

度を上げながら、子どもの安全・安心を守っていければ、一番地域としてもありがた

いと思いますので、その辺りをご検討いただければと思います。

会 長     現在の計画では事業番号７番「子どもの権利の理解の普及・啓発」、これだけ話を聞

いていても、学校の先生への研修の問題、あるいは子どもたちへの普及・啓発の問題、

あるいは地域での子どもの権利の普及・啓発の問題というように、幾つかの視点で子

どもの権利の理解、普及・啓発に話が及んでいます。例えばこの事業番号７番を今後

検討していくときにこれだけの項目、あるいは目標値としてこれだけでいいのかは問

題にはなりそうな感じがします。

委 員     若者のアンケートの回収率が 20％ぐらいで、結果も将来に凄く不安があるとか、地
域の活動に参加しないなど、貴重なデータがとれていますが、もっと意見を把握する

には回収率を上げていくことが大事だと思っています。郵送での回答は若者には難し

いと思うところです。一方で若者が SNSをすごく見ているデータも顕著に出ています
ので、SNSの活用などが条例の認知・普及には必須と思います。若者のアンケートは
家庭に郵送したのか、どのように配ったのかをご説明いただきたい。

事務局     今回の調査は郵送です。郵送だけではとり切れないものもありましたので、９つの

団体にご協力をいただき、ヒアリング調査も行っているところです。

若者についても、当初から 20％あればということでしたので、ぎりぎり 20％回収で
きた状況です。SNSなどを使ってアンケート調査を行うなどの工夫は必要だと思って
いますので、今後の課題としたいと思います。

会 長     若者の意見表明だとか、若者の意見の尊重といったときに、どのようなツールを使

うのかということとも関係があるのかもしれません。

委 員     子どもに関する事業を評価するにあたって、こういったアンケートは非常に有益だ

と思っています。事業を受け取る子どもと、環境を与える保護者双方の感想は非常に

興味深く拝見しました。例えば７ページあたりから、豊島区の子育て環境について、

権利を保障する取り組みが進んでいるかどうか、遊び場が充実しているかどうかなど

幾つか質問が続くのですが、大抵のところが「どちらともいえない」「少しはそう思う」

が多い状況だと思います。ここには、保護者として悪いとは思っていないが、決して

すごく満足しているわけでもないという現状から、「そう思う」を積極的に選べずに「少
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しはそう思う」だとか「どちらともいえない」に落ち着いたという気がしております。

長く豊島区に住んでいる状況だと、他の自治体の子育て環境と比較する対象がない

ので、何をもって良い悪いと評価していいのか分からない部分もあると思います。

実際にこのアンケートの場合、評価を選ぶ形で回答を得ていると思います。それに

対して具体的にどのようなところが良かったと思ったとか、もう少しこうしてほしか

ったなどが目に見えてくると、区で頑張っている事業活動の効果がどのような形であ

らわれているのかが分かってくると思いますが、こういった選択肢の回答をどのよう

に分析されておりますでしょうか。

事務局     今回のアンケートは画一にやっていますので、こういった結果になっていますが、

自由意見欄を設けております。この自由意見欄にたくさんの意見をいただいていまし

て、整理しているところです。とても貴重な意見が書かれていますので、参考に今後

していきたいと思っています。次回にはある程度お示しできると思います。

委 員     虐待やしつけでもそうなのですが、福祉や教育などに関わっていると、子どもの権

利と言われると、このようなことだろうと何となく定義が分かると思いますが、一般

の方が子どもの権利を保障する取り組みと言われたときに、何をもって子どもの権利

というかどうかは、人によって随分思い浮かべるものが違うと思います。例えば調査

では、子どもの権利とはこのようなものを具体的には意味をしていますとの共通理解

も広める中で、他の様々な事業の発信の中に入れていくとより良いと感じております。

会 長     最終集計には至っていないので、分析等も含めて次回お示しできると思いますが、

いずれにせよ豊島区における子ども・若者総合計画の基礎データとなりますし、区民

の皆さんがどのように子どもの問題を捉えているのかの認識にもなり、非常に重要な

データだと思いますので、今後ともこれをフィードバックしながらいろいろなことを

考えていければと思います。

たくさん貴重なご意見があり、引き続き今後も議論できると思いますが、時間も迫

ってまいりましたので、次の議題に進んでおきたいと思います。次に計画策定のスケ

ジュールをお願いできればと思います。

事務局     【資料２－２、資料２－３説明】

会 長     ありがとうございます。心して進めていきたいと思います。次回までの間に専門委

員会で計画案を検討していくのですが、定例会が合同会議になるのですか。

事務局     別途設けさせていただきたいと思います。

会 長     次回の定例会議の前までに、専門委員会が２回、合同会議が１回なので、３回検討
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した上で第３回の定例会で計画案の中間報告をさせていただければと思います。

引き続きまして、（３）子ども・若者支援地域協議会について、ご報告いただければ

と思います。

事務局     【資料３－１、３－２、３－３説明】

会 長     何かご質問はありますでしょうか。アシスとしまのカードもそうですが、どんな悩

みでも相談できますということで、解決に至るまでには支援が必要ということです。

その支援がやはり重要で、何をしてくれるところなのかが相談にもつながるので、何

をしてくれるところなのかがうまく伝わるようになるといいと感じております。支援

の中身が分からない部分はあるのですが、どのように支援をして解決に至っているの

かをご紹介いただく機会があれば良いということであります。

        他にいかがでしょうか。

委 員     相談は日本人の方ですか。外国の方、例えば留学生とかは入っていますか。

事務局     外国籍のご両親とお子さんも含めて、３件程度入っております。

会 長     その方は、広報にあたって何語でやるかは、用意されているのですか。

事務局     広報に際して、こういったカードの英語版はまだつくっていません。子ども食堂に

ついては、場所や案内図のようなものは英語版と中国語版を用意いたしました。それ

によって中国の方たちがこの支援につながったということがあります。

会 長     豊島区内にはどのような方々がおられるのかということとあわせて、中国語だけだ

と足りない気がしますので、工夫をされればと思います。

それでは、次の議題（４）児童相談所設置準備状況について、よろしくお願いいた

します。

子育て支援課長代理 【資料４説明】

会 長     何かご質問はありますでしょうか。若干の変更があるが、開設準備をしているとい

うことでした。

続きまして、（５）豊島区いじめ防止対策推進条例の改正について、ご説明をお願い

します。

指導課長    【資料５－１、５－２説明】
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会 長     何かご質問はありますでしょうか。今後法律の改正も予定されているようですので、

条例改正も必要になってくるのかもしれません。

        本日の議題は以上です。今後、とても忙しいスケジュールになると思いますし、皆

様のお知恵をかりる必要が諸所出てくると思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

本日の会議はこれで終了です。どうもありがとうございました。
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