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   ①計画の根拠・位置づけ・計画期間について 
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   ④アンケート・ヒアリング調査からの課題について 
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会 議 録 ■公開 □非公開 □一部非公開 

出席者

委 員 野村武司、南野奈津子、林大介、室井茜、栗林知絵子、荒井佑介

関 係 理 事

者 
子ども家庭部長、企画課長、福祉総務課長、子育て支援課長、保育課長 

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】

 ・委嘱状交付

 ・委員長  選出

 ・事務局より資料確認

【協議事項】 

委員長     それでは、議事に入りたいと思います。 

この専門委員会は、計画案をつくるという実務的な役割を担っていますが、あまり

回数もありませんので、手際よく進めていきたいと思っています。活発な議論をお願

いしたいと思います。 

それでは、まず策定スケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

事務局     【資料２ 説明】 

委員長     ありがとうございました。スケジュールについて、何かご質問はございますでしょ 

うか。それでは、このようなスケジュールで進めさせていきたいと思います。 

では、議事の（２）で、この計画の根拠や位置づけ、計画期間について確認させて

いただきます。事務局から説明をお願いします。 

事務局     【資料３ 説明】 

委員長     ご紹介いただいた通り、区には様々な法律に基づいて様々な計画があります。法律 

をつくっている国の所管から見るとわかりやすいのですが、区民から見るととてもわ 

かりにくくなっています。豊島区では諸計画が 2019 年度に終わり、そのわかりにくい 

ものを１つの総合計画にしていこうということで、この検討が始まっているとご理解 

いただければと思います。 

あわせて、子どもの権利委員会と合同で検討を進めなければならず、「子どもの権利

保障」を基本的な理念にしながらこの総合計画を位置づけていきたいと考えていると

いうことです。それでは、この件について何かご質問等ありますでしょうか。 

次に、現行計画の進捗状況について事務局から説明をお願いします。 

事務局     【資料４－１、４－２ 説明】 

委員長     ありがとうございました。何かご質問はありますでしょうか。 

このような状況になっていますが、参考程度にということで、本題に進んでいきた

いと思います。 
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では次に、計画の構成案について事務局から説明をお願いします。 

事務局     【資料５－１、５－２ 説明】 

委員長     ありがとうございました。 

今、豊島区のデータを挙げていただきましたが、このデータは、資料７に記載され

ている計画案の基礎データとなっていなければいけないので、計画案を検討する中で

も、このようなデータあった方が良いというものを意識していただければと思います。 

例えば、貧困に関するデータが挙がりました。生活保護世帯数はある意味、「絶対的

貧困」の指標と言ってもいいかもしれませんが、近年では「相対的貧困」がどうなの

かということが指標になっているので、豊島区における相対的貧困値がどうなってい

るのかということは必要なのだろうと思いました。あるいは、居場所の問題などがこ

の計画の中で挙がってきているので、例えば子どもの居場所になるような公共施設の

数やマップのようなものがあった方がいいだろうだとか、子どもの権利侵害に関する

ところで虐待件数は挙がっていますが、いじめの認知件数はどうかということがある

と思います。また、子育て支援との関係で言うと、例えば保健センターのような妊娠

期から相談のできる公共施設の配置や数のこともあります。子育て世代包括支援セン

ターの配置や数もありますし、保育の量に関しては別のところで検討することになっ

ていますが、例えば保育施設の数や設置状況もあります。 

また、若者のデータが少ないです。非行は出ていますが、例えばひきこもり等の数

は出ていません。計画を見ながら、このようなデータがあった方がいいというものは

挙げていただく必要があります。いかがでしょうか。 

委 員     外国籍の子どもたちの割合が出ていますが、その子どもたちに対する支援や施策な

どの情報が載っていると良いと思います。 

委員長     それは、例えばどのようなものですか。 

委 員     学校の中の日本語教室も一つの施策だと思います。 

委員長     外国籍の子どもを対象にした日本語教室の数でしょうか。 

委 員     それと交流する場所です。 

委員長     子育て支援をしている NPO などのグループの数は結構重要です。「子どもや若者にや

さしいまちづくりの推進」で市民との協働という話になってくると、そのようなグルー

プがどれほどあるのか。公共的な資源だけでなく、民間の資源がどれほどあるのかはと

ても重要な要素になってくるので、一定の指標をつくって把握できるものを挙げていく

と良いと思います。他に何かありますか。 
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委 員     不登校の人数など、教育関係のデータはないのかと思いました。 

    また、外国籍の子どものうちの生活保護の世帯数など、外国籍の子どもの中でどれ

ほど困難な子どもがいるのかが出ると良いと感じました。 

委員長     国籍別や国籍地域別は要らないですか。 

委 員     どこの国の子どもが多いなど、外国人の人口の細かい内訳があると、より対策は立

てやすいと思いました。 

委員長     また、外国籍の方でも、在日の方と新しく来た方というような滞在年数のこともあ

りますが、指標が難しいかもしないですし、市区町村レベルではデータを把握できてい

ないかもしれません。 

では、基礎的な話として、外国籍の子どもに関するデータがどのようなものがある 

を調査していただいて、有用なものはリストアップしていただくということにしまし

ょうか。他にいかがでしょうか。 

委 員     どこまでデータを入れるかということも検討する必要があります。 

委員長     良いところも悪いところも含めて、豊島区が子どもの権利保障等にとってどのよう

なところかイメージできることが大事だと思います。 

  今後計画を検討していく中で、このようなデータがあった方が良いということは出

てくると思いますので、気に留めていただき、その都度出していただきたいと思います。 

事務局     １点補足させていただきます。 

  基礎データのひきこもりについてですが、内閣府でひきこもりに関する調査を実施

しているので、それに倣い豊島区のアンケート調査においても、「ひきこもり」に定義

される若者がどれほどいるのかわかるように調査票を設計していました。 

  ただ、300 人程度の回答者のうち、広義の「ひきこもり群」というものに当てはまる

回答者が３名程度しかいないという状況になっております。データとして適切かどうか

という点がありますので、豊島区の統計を載せられるか、国や都のデータを掲載するか

は検討させていただきたいと思います。 

委 員     子ども若者課になって対象が 0歳から 39歳までですよね。18 歳くらいの子どもに対

しての情報はたくさんありますが、39 歳までの若者の中で、無職の方や社会につなが

っていない方などには全く触れていないような気がしました。 

委員長     公立の小中学校は区の所管ですのでいろいろなデータがありますが、区立の高校は

ないので、高校については何となくしかデータが分からず、その上の年齢になるとさら
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に分からなくなっていきます。 

  なので、把握できるデータにどのようなものがあるのかを検討していただきたいと

思います。 

委 員     「アシスとしま」に相談があった件数の中で、20 代や 30代の方がどれほどいるのか

というデータがあると、若い方々が「アシスとしま」に相談に行くことで何かにつなが

るというものも見えてくるのかなと思います。 

委員長     子ども・若者に関わる相談窓口の一覧のようなデータを出していただいた方が良い

と思います。そこからどのような相談が多いかが分かるのか、見てみてください。 

  では、次のアンケート・ヒアリング調査からの課題について、事務局から説明をお

願します。 

事務局    【資料６－１、６－２ 説明】 

委員長     ありがとうございました。アンケート・ヒアリング調査からの課題で、分厚い報告 

書を読んでもわからないことをよくまとめていただいて、とても参考になりました。 

何か質問はありますか。ここで挙がっている課題は気に留めていただき、今日の本

題は次の話になります。次の計画の体系について事務局から説明してください。 

事務局     【資料７ 説明】 

委員長     ありがとうございました。 

説明のとおり、右側の「子ども・若者総合計画」の赤で囲まれたところは、子ども

権利委員会で検討されているものです。一番右側が今度新しくつくる計画で、水色の

矢印から左側のものが現行の計画です。 

現行の計画が 2019 年度で終わるので、新しい「子ども・若者総合計画」にしようと

いうことです。その目次立ての案がこの資料が示されていますが、現行の計画を横す

べりしただけです。漏れがないという意味で横すべりは重要なのですが、「子ども・若

者総合計画」としてふさわしい柱立てにしていく必要があります。その点でいろいろ

ご意見をいただきたいと思います。 

私から幾つか指摘させていただくと、１つは、理念はとても大事だと思っています。

しかし、理念は、子どもの権利委員会との合同会議での検討で良いかなと思います。 

理念についても、現行の計画では「施策推進の視点」や「基本的な考え方」のよう

に少し詳しくなっていますが、新しくつくる計画では短くなっています。このような

点も含めて検討ができたら良いと思っているので、今日はあまり検討しないというこ

とにしたいと思います。 

また、「子どもの権利保障の推進」の章立てについて、結局はこの計画を推進するこ
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とによって子どもの権利保障を推進・保障・実現することになります。ここの計画事

業を増やしていってしまうと、以下の章立て全部関わる話になってしまうので、「子ど

もの権利保障の推進」の章立てでは子どもの権利保障に関わる事業ということにした

上で、それ以下の部分を子どもの権利保障推進のための具体的な施策という意味で、

子どもの権利保障に関することも少し含んで考えていいという前提で枠組みが考えら

れればと思っています。 

その観点でいくと、例えば「困難を抱える子ども及び家庭への支援」は、下の章立

てにそのまま移しても良いと思っています。また、５の「児童虐待防止対策・いじめ

防止対策」は、「子どもの権利保障の推進」にも残しつつ下の中に組み入れていくこと

がないといけないと思っています。 

そうすると、「子どもの権利保障の推進」に残すところは、この１、２、３、それか

ら５の「防止対策」の一部を含み「相談・救済体制」となります。そこをすっきりさ

せた上で、それ以下の個別具体的なところで子どもの権利保障を実現していくという

ようにする方が分かりやすいと思いました。 

また、「子ども・子育て支援の充実」は「子育て支援」にしかなっておらず、「子ど

も支援」の観点が少し足らないので、そのような柱立てを作った方が良いかもしれま

せん。あるいは、そのような問題をむしろ最初の方に入れた方がいいかもしれないと

感じました。 

全体に関わる問題として子どもの権利保障や子どもの意見表明、居場所、救済があ

ると思いますので、必ずしもこの枠にとらわれなくても差し支えありません。 

何かご意見ありますでしょうか。 

委 員     ４番の「困難を抱える子ども及び家族への支援」について、下のⅡとⅢどちらに入 

れるとおっしゃいましたか。 

委員長     それは１つ柱立てを設けても良いかもしれません。 

委 員     Ⅰは全体にかかる理念的なことがあると良いと思います。３の居場所づくりはどち

らかというと権利に対する居場所づくりで、ホッとできる居場所ということでいえば

５に近いという印象がありますので、下の章立てで良いと思っています。４も下の章

立てで良いと思っています。 

    また、Ⅲ「若者の自立及び参加支援」の中が「困難な状況への支援」「若者の参加支

援」という項目になっていますが、もう少し「自立支援」が出た方が良いのかなと感

じました。「困難な状況を抱えた若者に対する自立支援」について、働くことだけを自

立と考えなくても良いと思います。自分で働いて稼ぐということや、自分のアイデン

ティティーや自己肯定感を持って、頼れる人がいて、繋がりを得ていくというような

ことも含めて自立だと思うので、自立をもう少し出した方が良いと思いました。 

自殺予防と DVの部分は、DV 被害者のことですよね。 
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事務局    DV については、旧計画では「子ども・若者計画」の「困難を有する若者やその家族へ

の支援」の中に入っていたものが、整理をする中で、この「困難な状況の支援」に入

っています。柱立てやタイトルのつけ方をまた検討したいと思います。 

委 員     どちらかというと、虐待とセットになることも多いですよね。 

事務局     はい。家族という言葉が入るところに DV対策が入っていた方が落ち着くのかなとは

思います。 

委 員     全体的に少しややこしくなっていて、この計画は「子ども・若者総合計画」という

名前ですが、Ⅰは「子どもの権利保障」となっていて、若者が外れています。用語が子

どもだけになっているものと若者も入っているものがあり、「子ども・若者」と表記を

統一した方が良いのか、それとも子どもと若者で分けた方が良いのか、若干分かりにく

いと感じました。 

委員長     子どもの権利保障と若者の権利保障は共通している部分と中身が違うと部分があり、

これはなかなか難しいです。「子ども・若者の権利保障」とすると、「子どもの権利保障」

がぼやける感じもします。 

事務局     子どもの権利保障の部分については、子どもの権利条例の対象が 18 歳未満になって

いますので、子どもの権利が分かりやすいように今はこういった構成にしております。 

ただ、若者の権利も重要ということであれば、人権というような項目を入れること

になりますので、ご意見を頂戴したいと思います。 

委員長     この中にバラバラにしてしまうと分かりにくくなってしまうので、「子ども・若者の

権利保障の推進」というようにして、１項目に「若者の権利保障」が入るのも良いと

思います。要するに、いろいろな困難を抱えている若者に対しても、施策の対象とし

てではなく、若者の主体性を尊重しながら権利を保障していくのだというような記載

がⅠの理念的な部分に記載があってもいいかもしれません。「子どもの権利保障」と「若

者の権利保障」に分けますか。なので、理念的な部分の「施策」と「施策の推進」が

あってもいいということですよね。 

「相談・救済」も、例えば「相談」は下の章立てにも出てきてもいいと思います。「子

どもの権利条例」に基づく「相談・救済」は、このⅠでは必須だと思いますが、例え

ば「若者の自立・参加支援」の中に相談があっても良いし、子育てについても「相談」

があっても良いです。 

また、学校についての記載が抜けています。 

今後６月に会議が、７月に子どもの権利委員会との合同会議があって、計画の中間

報告が全体会であって、10 月・11 月に計画について検討し、12月に全体会があります。 
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中間報告までに計画の体系図を報告するならば、次回の会議までに各自計画体系の目

次を作って、６月の会議を議論したものを７月の合同会議に出すというスケジュール

でよろしいですか。 

事務局     ６月は、主として今日いただいたご意見を踏まえたうえでの計画体系の修正を予定

しておりますので、６月の会議の内容を踏まえた上で取りまとめたものを合同会議に

出すというやり方で問題ありません。 

委員長     今回は残りの時間でご意見をいただいて、それをもとに事務局と私の間で体系案を

作って皆さんにお送りし、次回の会議で議論することにしましょう。 

なので、そこで参考になるように、気がついたところをいろいろ言っていただきた

いと思います。 

委 員     学校に関する記載がないのは問題かなと思っています。Ⅱの２の「幼児期の教育・

保育の充実」の中には、「幼稚園・保育所と小学校の連携」というところまでは書いて

ありますが、その後の中学と高校のあたりが全く抜けているので、何か１つ項目を設け

るのかと思いました。また、Ⅲの「若者の自立及び参加支援」で、もちろんひきこもり

やニート、自殺予防といったことに対する支援は大切ですが、そこまでにいかなくても、

日ごろ少し職場で悩みを抱えているなど、もう少し幅広い若者の相談窓口があったり支

援をしていけるというようなことを少し盛り込んだ方がいいのかなという印象があり

ます。 

委 員     「子ども・若者総合計画」ということで、子ども・若者に絞っていますが、そもそ

もの「子どもや若者の主体的な参加」を考えたときに、豊島区として区民参加そのもの

をどう捉えているのか。自治推進基本条例で「参加と協働」を打ち出していて０歳も区

民であるという中で、参加と協働を区全体がどう推進しているのか。区全体の区民参加

の状況に関するデータが欲しいと思います。 

そもそも大人が参加しない中に子どもの参加なんてあり得るのかなと思いました。

大人の姿を見て子どもは参加をしたり、あるいは、地域の子育て活動の参加状況が悪

いとか、子どもの社会参加の数値が高くない状況で、実際に区全体がそうでない中で

は、いくら子どものことをやっても無理だろうなと思います。 

大人の意識を変えないと、子どもは参加できないと思っていますので、権利主体と

しての子どもが参加するために区民自体がどれだけ参加できているのか、できていない

のか、そこにどういう課題があるのかという現状はデータが欲しいと思います。 

委員長     それはデータのところですか。 

委 員     はい。データと、あとは「子どもの参加」や「子育て活動への支援」というだけで
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はなく、具体的に区としてどのように参加を促進しようとしているのか。役所だけがや

る話ではないので、区民の意識が大事だと思いますが、そこはきちんと入れておいた方

が良いと思います。「子ども・若者の参加」をどう進めるのかということについてきち

んと整理をした方が良いのではないかと思っています。 

そのような意味では、子どもの居場所や若者の居場所についても、最近「サードプ

レイス」と呼ばれるような、区民にとっての居場所がそもそもあるのか。そこへの理

解があれば、おそらく子どもや若者の居場所もやはり大事だというようになってきま

すし、アンケートの自由記述でもあったようにジャンプが２カ所で大丈夫なのかとい

うようなことを含めて、子どもたちにとっての居場所について見えてくるのではない

かなと思いました。 

委 員     これを見ると子どもの施策ばかりで、子どもの権利は周りの大人の理解がないと、 

権利だけを施策の中で大事と打ち出しても、実際の周りの人たちの意識が変わらない 

といけないということを感じています。 

アンケート調査結果の抜粋でもあるように、大人自体が子どもの権利について学ぶ

機会が無い状況です。しかし、最終的に子どもの成長を地域で支えるための環境とし

て、多世代での交流できる機会づくりが必要となっていて、まさにいろいろな人たち

がごちゃ混ぜにいるからこそ違いを知ることによって、子どもの暮らしやすいまちに

なっていくとすると、この子ども施策の中に「高齢者を知る」など、子どもではない

ことを子どもが学ぶ機会をつくるようなものがあると良いと思いました。お伺いした

いのですが、「地域保健福祉計画」の中に、この子ども・若者施策と障害者施策と高齢

者施策があるのではないかと推測するのですけれども、ほかに何かあるのでしょうか。 

福祉総務課長  「地域保健福祉計画」で福祉についての方向性をまず示し、それを受けて各分野別

の計画をつくっておりまして、福祉関係でいうと高齢者の計画と、障害の計画と、子ど

も関係の計画といったところです。 

平成 30 年３月に６年計画で「地域保健福祉計画」の最新のものをつくりましたが、

そこで大きく今までと方向性を変えたところがあります。今までは「地域保健福祉計

画」の中に「高齢」も「障害」も取り込んで、保健福祉分野の計画のような形でつく

っていましたが、今回から「地域保健福祉計画」は大きな目標としてつくり、それぞ

れで細かい部分は各分野の計画でつくることとなりました。「地域保健福祉計画」では

各分野の計画も踏まえながら、縦割りをなくし、横の連携というような包括的な対応

を整備していくことを今後６年間の目標ということで進めているところです。 

委 員     子どもの計画の中だけに権利が書いてあっても生かされないような気がしていて、

高齢者のところに「子どもの権利を知る」や「他者を知る」という項目を入れてもら

い、子どものところにも「違う地域の人たちを知る」というものが入らないと、大人

が変わっていかないし、居場所をつくらないと思いますので、そのようなことを盛り
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込んでいただきたいです。 

委員長     しかし、「子ども・若者総合計画」なので、例えば「多世代間交流」のような項目を

「やさしいまちづくりの推進」の中に入れたり、「子どもの権利の普及啓発」のところ

に、子どもに対しての普及啓発だけでなく、大人の理解も目標値に入れたりしていけ

ば良いと思います。あまり大人のことに手を出し過ぎると、全部の計画になってしま

います。 

委 員     子どもが他者を知るというような交流ですよね。交流ということにまとまってしま

いますが、権利だけが前に出てしまうと、さらに地域の中で子どもたちの権利が尊重

されなくなっていく気がします。 

委員長     他者を知ることも重要です。他にありますでしょうか。。 

委 員     若者のところで、せっかく「アシスとしま」もできたので、この上のⅠの５にある

「相談」のようなところを引っ張って「相談支援」というような項目を１つ加えると

良いと思いました。もう一つ、ジャンプが少なかったりそもそも知られていないとい

うこともありますが、数が足りておらず、若者の居場所がすごく少ないのかなと思う

ので、「居場所づくりの推進」を１つ加えると良いと思いました。また、「参加支援と

自立支援」のような項目をつくると良いと思っているのと、少し細かいのですが、「参

加支援」のところで地域活動、地域の行事の参加だけでいいのかなと思っています。

若者を見ていると、地域行事やお祭りは結構好んで行きますが、町会の活動とは非常

に距離が遠く、そこに行けば参加なのかというと、そんなことはないような気もして

います。そういったところも、いろいろな世代を知るという意味で大事なのですが、

もう少し「若者の参加」というものの定義をしっかりつくっていった方が良いのかな

と思っています。そもそもジャンプに行くことも、居場所に行くことも、アルバイト

することも参加だと思いますので、参加のところはもう少し定義をしっかりつくって

いった方が良いのかなと感じました。 

委員長     子どももそうですが、参加はやはり主体性確保の絶対的な条件です。なので、もち

ろんイベントへの参加もあるのですが、例えば日常生活の中で意見がきちんと聞かれ

て尊重されるというような、事業になっていないことも含めてなされていくことが、

おそらく重要です。 

そういった意味では、子どもの権利で言うと、総論的な部分に一つあった上で、例

えば若者の参加を「参加」として、あるいは子どもの参加は「参加」としてと、両方

の部分に書くと良いかなと思います。 

日常的に自分の言ったことがいつも否定されてしまうと自己評価が下がっていくの

で、もちろん事業としての参加の形態はありつつ、そうではなく事業では評価できな
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い総論部分に、自分の言ったことが尊重される社会になっていくということは反映し

ても良いと思いました。 

居場所についても、同じように総論的な部分と個別のところの両方にあるというこ

とでも良いのかなと思います。 

子どもの権利委員会が、権利保障にとってこういうものが必要だと欲張るほど、下

のところを全て吸収していくことになってしまい、計画が分からなくなってしまいま

す。なので、先ほどの参加も含めて、子どもの権利委員会部分とうまく擦り合わせと

住み分けができれば良いと思います。 

では、今回出た意見を引き取らせていただいて、私と事務局や副委員長  で相談

しながらつくった案をお送りします。案について次回の会議までにご意見を寄せてい

ただいても良いし、次回の会議でそのことを確認するという流れにしましょう。 

次回は計画体系を検討して、合同会議で計画体系と理念を検討したいと思います。

それを中間報告として全体会に諮った上で、あとは事業を結び付けていくことになり

ます。 

今後、計画の理念に合わせて事業を結び付けたときに、おそらく足りない事業が出

てくると思います。そのときに、足りない事業を足りない事業として結びつけるいう

ような検討をしてもいいかなとは思います。 

また、中間報告後に「計画の推進」の部分も考えなければなりません。計画をつく

る以上、検証可能な計画でないといけないので、推進体制や、計画体系に合わせて個

別の事業目標をどのように担当部署で設定するかということを検討できれば、計画全

体としてまとまると思います。 

では、今回出たご意見を引き取らせていただいて、皆さんにこれをまとめた案をお

送りして、ご検討いただくということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、議事をお戻しします。 

事務局     【参考資料 説明】 

委員長      では、以上をもちまして第 30期豊島区青少年問題協議会第１回専門委員会を終了

いたします。皆さん、ご協力ありがとうございました。 
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