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会  議  録  

 
◇事務局－子ども家庭部子ども課 電話０３－３９８１－１１１１（内）２７４１ 

附属機関又は 
会議体の名称 

第２７期豊島区青少年問題協議会第４回定例協議会 

事務局（担当課） 子ども家庭部子ども課 
開催日時 平成２５年７月１６日（火）午後６時００分～７時４５分 
開催場所 区役所本庁舎 ４階 議員協議会室 

 
 
 
出席者 
 

委  員 

区長、教育長、保健福祉部長、子ども家庭部長、教育総務部長、 
細川正博、根岸光洋、森とおる、目白警察署長、 
巣鴨少年センター所長、副島健、寺田晃弘、照内義雄、 
石川智枝子、松田文子、尾崎重雄、菊池貞和、 
藤平洋子、岡崎友典、青木輝彦、小熊わか（敬称略） 

常任幹事 

総務課長、治安対策担当課長、福祉総務課長、障害者福祉課長、 
池袋保健所健康推進課長、子ども課長、子育て支援課長、 
保育園課長、教育指導課長、巣鴨警察署生活安全課長、 
池袋警察署生活安全課長、目白警察署生活安全課長、 
巣鴨少年センター主査 

事務局 
（子ども課長）、子ども課子ども施策調整係長、放課後対策係長、

地域支援係長、子ども福祉人材育成担当係長、子ども施策調整係主

事 

公開の可否 公開   

非公開・一部公開の場 
合は、その理由 

 

 
会 議 次 第 

 

《協議事項》 
１．「次代の地域社会を担う、地域に根差し、豊かな社会性を備え

た子どもの育成方策について」答申案  
２．答申 
３．その他 
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審議経過 
 
【開会】 
・会長あいさつ 
・新委員・幹事紹介 
 
【協議事項】 
 
会長   

それでは議事１に入りたいと思います。事務局より説明をお願いいたします。 
 

事務局   
「資料１、答申（案）」について説明。 

 
会長 
  ただいま事務局から答申案について説明させていただきました。 

まず初めに、専門委員の先生方よりご発言をいただきたいと思います。 
 

専門委員  
事務局で簡潔に整理され、報告されましたけれども、今回、保護者の関わり方等につ

いての調査をたいへん丁寧にまとめております。 
みなさまのお手元に報告書があると思いますが、これを読み込んでいくと、かなりの

部分が見えてきました。また、子どもたちはどうかということで、教育長から貴重な資

料を出していただきました。さらに、もう少し区全体の動向が見えないかということで、

警察関連の調査も絡めながらこの文章をまとめました。 
その中で、セーフコミュニティの件もありますが、豊島区の特性として、非常に多様

な地域を含んでいます。まして、子どもに関しては学校の統廃合、再編が進んでおりま

す。今回の調査やこの答申を踏まえて、区全体の共通目標はありますけれども、地域の

民生委員、青少年委員、そういう方々が、その地域の実態、特性に合った形で活動をし

ていくための手がかりが今回の答申の中に書き込めたのではないかと思っております。 
感想を申し上げますと、大人というのはそう簡単に変わらない。子どもが変わること

によって大人が変わっていくという面があります。そういう面では学校教育が当然重要

ですが、幼稚園・保育所もあります。親がなかなか変わらないというところで、地域と

か学校の中で力を合わせて、子どもを変えていく、そういう力が大事だと今回調査を通

じて感じました。 
最後になりますが、この２年間は、私も勉強させていただきました。調査の限界はも
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ちろんありますけれども、手がかりが得られたと思っております。委員のかたにも途中、

調査票などについてご意見をいただきました。やりとりをして一緒に作った調査の報告

書です。特に自由記述の部分は、保護者が生の声を書いてくださっております。これは、

非常に貴重なデータだと思いますので、活用していただきたいと思います。 
 

専門委員 
私は、当初、アンケート調査をするにあたり、学区域ごとにさまざまな状況があるの

で、その状況が浮き彫りにできるようなアンケート調査はどうかと話をしました。しか

し、それではなくて、全体を通して保護者がどのような状況で子どもたちを見ているの

かをまず把握しようということで、今回のアンケート内容になりました。 
ご覧いただければおわかりになると思いますが、回収率が５０％と非常に高いのです。

この地域の保護者が、いかに子どものことについて、関心が高いかということが、まず、

一つ私たちが学んだことです。 
さらに子どもへの期待度ですが、どんな子どもに成長してほしいかというところを見

るとわかるのですが、保護者が子どもへの期待を非常に高く持っていて、それは、この

区の教育の質を物語っているのではないかと思います。子どもは学校へ通ってさまざま

なことを学んでくることから、さらに高い期待を持つようになっているということがう

かがわれます。 
区としては、どのような体制があるのかということを専門委員会で何度もお伺いした

ところ、さまざまな体制が整っているということがわかりました。今日の答申の中にも

織り込まれていると思いますが、図書館や郷土資料館、それから区民ひろば、そういう

ところをさらに活用できるように広げていく情報活動やイベント等を作っていくことが

大事なのではないかということが浮き彫りにされました。 
さらに、私は大学からこの協議会に来ておりますので、区の中に六つの大学がありま

す。その大学生とのコラボレーションも含めて、今後さらに地域に役立つ活動が本大学

もできればいいと思っております。これからもさらに関わりが深まり、このアンケート

結果の施策に活用させていただければと思っております。 
 
会長 
  専門委員の先生方からのコメントをいただきました。これからみなさまのご意見をい

ただきたいと思います。 
 
委員 
  小学校５年生と中学校２年生の子どもがおります。この会議に参加させていただき、

子どもたちが教育を受けていることがこのような形で、一生懸命考えられているものだと

いうことをまず知ることができました。 
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それから、地域との関わりにつきましても、小学校で学習の活動の中に、地域の方の

人材活用や、地域学習の実施など、そういうことを導入させておりますので、実際に始

まっているということを感じております。 
 
委員 

調査され、よく文章をまとめられていると思うのですが、ただ、これに外れる子ども

たちをどうすくい上げていくかということが問題ではないかと思います。 
地域の上下関係、各家庭で言えば、おじいさんおばあさん、親、子どもの間のいろい

ろな知識情報の伝達が果たしてどこまでできているのか、私たちが小さい時と比べると

核家族になっていて、伝達が何もなされていないのではないかということを様々なとこ

ろで感じております。 
ですから、この答申の中にも地域の色々なものとか、お年寄りの力を借りたとかとい

う意味のことを書いてありますが、これをもっとやっていかないといけないのではない

かというのを、最近、様々な面で感じています。そこが１番気になるところです。 
それからもう一点は、子どもの調査は公立小・中学校の調査です。区内に住んでいる

小・中学生の何割かは、私立に通学しています。その私立に通学している子どもについ

ては、全くこの行政情報の中には出てこない。それがすごく気になります。 
やはり子どもの調査は、公立に通っている子と私立に通っている子とどう違うのか、

果たしてそこに差異があるのかないのかというようなところも、一つの参考資料になる

のではないかと思っております。 
 
委員 
  私は中学校の校長です。中学生ということで考えると、課題として中学生が地域のい

ろいろな催しに参加しないというのが課題としてありましたが、ある意味やむを得ない部

分もあると思います。 
中学生の年齢になると、自我の意識、自立の思いというのが生まれてきますので、子

どものころはお祭りなどに参加していても、そこから離れたところに行きたいという気

持ちも出てくる、そういう年齢かと思います。 
ただ、やはり地域の中に参加したいという気持ちも裏腹であります。そういう子ども

たちの思いをどうすくい上げていくのかということが、大きな課題だと思います。 
例えば地域のお祭りでもいろいろなことをやってくださっているのは、お年寄りが多

いのです。若者組みたいなものが、どの程度、地域のお祭りにあるのかと思います。 
子どもたちにとって、すぐ上の世代の人たちが自分に対してどんなことをしていただ

けるのか、そのあたりが少なくなって希薄になっていると思います。だからこそ、中学

生や高校生が参加できない、参加しにくいということがあると感じております。 
ですから、町会でも、お年寄りの方が、行事とか、仕事の中心だと言って、若い人が
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それに参加してこないということが、同じように課題になっていると思います。 
豊島区は、家庭はほとんど問題ないということ、８０％から９０％の保護者が非常に

熱心であることもこの数値に出ています。ただ、現場で見ていると、残りの本当に数パ

ーセントだと思いますが、非常に心配な家庭があります。その心配な家庭をどの様に支

えていくのかということも重要な問題であるということは感じております。 
 

委員 
今回、初めて参加させていただいて、資料をいただき、この報告書を読んで思ったこ

とは、豊島の子どもたちが、区民として意識を高めるための方策として、こんなものが

あると具体的に書かれています。今日、お話しを聞いて、感じたのは、保護者というの

は、地方、田舎ですと、地域と家庭は本当に密接ですけれども、例えばこのような都会、

この豊島もふるさと豊島という形で、地域の人に子どもへの関わりを期待しているとい

うことで、具体的に何ができるかと考え読ませていただきました。図書館、郷土資料館、

あとはどの学校にも近くに区民ひろばがあります。そのような施設の活用は子どもたち

が、豊島の一員として、これからも伸びていくのに大事なことであると感じました。 
最後に１点、７ページにある社会に対する認知状況ということで、小学校でも１番大

事にしているのは、規範意識の向上です。思いやりを持つ子どもをつくろうと考えてい

ます。高規範群は、家族を悲しませる、迷惑をかける、とりわけ他人、周りの人たちの

ことを考えています。でも残念ながら、低規範群の場合には、自分自身が法律で罰せら

れるから、自分がだめになるからということです。 
そういう意味では幼稚園、小・中学校で子どもたちの規範意識を上げることが、地域

を愛する子どもたちをつくる原点になると感じました。 
 
委員 
  巣鴨少年センター所長です。今年の４月に着任して３カ月ですけども、私は２年前に、

池袋警察署の生活安全課長として勤めさせていただきました。セーフコミュニティにも関

わらせていただき、いい経験をさせていただいたことを感謝申しあげます。 
この資料をいただきまして、まず３ページにあります１番下の（８）です。豊島区の

社会状況の中でこの繁華街池袋があるまちということを、こういう状況にある中で子ど

もたちが生活している、育っていくというところを、是非、入れていただけないかお願

いして、今日、この文章をはじめて見たのですけれども、こういう文章を入れていただ

き、ありがとうございました。 
当時のことも考えて申し上げるのですけれども、この豊島区にいる子どもたち自体の

非行傾向は、非行が進んでいるという状況ではなく、むしろいい子どもがたくさんいる

と思います。 
ただ、どうしても繁華街がある関係で補導件数ということでは、池袋周辺で補導する
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機会があるのですけれど、これは、池袋に遊びに来る子どもたちが多くを占めていると

いうことだと思います。この豊島区に遊びに来る子どもたちの教育というところでいろ

いろな連携をしていかなくてはいけないと思います。 
私も３人の子どもたちを育てた親として申し上げるのですけれど、今後、子どもたち

には正直でうそをつかない、恥じとか卑怯を恥じと思うようなそういう教育をしていか

ないといけないと思います。そのためには、警察で補導したり、少年センターでも相談

などいろいろなことを、親と子供から受けたりしております。 
けれども、やはり区教育機関である学校、医療機関、いろいろな保護施設とか、そう

いう機関の連携が非常に重要になってくると考えております。 
 
委員 

この調査は小学４年生からでしたが、私は総合型のスポーツクラブでもっと小さい子

どもたちと接しております。そういうところに来てくれる子どもや、そこに送り出そう

としてくださる親御さんは大変協力的で、多少変わった方がいても、みんなで何かをし

ようという意識がある方たちなのでとても素直ですし、私たちが町で会っても声掛けを

することができますので、つながりは、いろいろなところで起きていると思います。 
また、勤務先が保育所で、親御さんたちが働いていることが前提でお子さんをお預か

りしていますが、その中で、お子さんは本当に無垢なのですけれども親御さんの意識の

違いで、朝御飯を食べさせないで連れてくるとか、親の生活リズムに合わせて、乳幼児

が夜１０時、１１時まで起きていて、朝来るときには、眠くて泣いて来るというような

ことがあります。園としても、お母様に注意をお話しすることがありますけれど、大人

の責任はすごく大きいと感じています。 
私は、子育ては終わりましたけれども、地域の子どもたちに対する声かけというのは

今後も続けていきたいと思っています。 
 
委員 
  この 9 ページの、地域における課題というところに、私どもの団体が、今、陥ってい

る状態が出てきていると思います。 
子どもも確かに忙しいのですが、親も忙しいのです。ですから、私どもの団体でいろ

いろな行事を組み、呼びかけをしても、なかなか親御さんがそこに参加してくるという

ことは難しいのです。 
そうかと言って、そのままにしておくといつまでたっても固定化して、一つも発展が

ないので、話し合ってはいるのですが、若い子育てをしている親御さんというのは豊島

区で育っている方は少なく、他の地域からマンションに越していらした方ですから郷土

愛とか豊島区を愛するというところまで、まだ至っていないものですから、後継者を育

てていくというのは難しい問題があります。 



7 
 

私どもは、このままでいいとは決して思っておりません。いろいろな手を使ってお母

様がたに参加していただく、そして、今はお母さんよりもお父さんに参加していただく

ことのほうが早い方法ではないかということで、地域の季節行事として餅つきを行った

場合にお父さんの参加をお願いして、少しずつ増やしていこうと思っております。 
子どもたちですが、中学生は部活動がありますから、なかなか難しい。その上に塾が

あるものですから、こちらに強引に子どもたちを誘うということは難しいと思っており

ます。ですから、どうしても小学生を主に実施していたのですが、それでは発展性がな

いということで、今年から中学校の校長会にお願いして、中学生を地域に参加させるこ

との一端として、文化的な部活動をやっているお子さんの作品を、私どもの作品と一緒

に展示をして、そこから何か生まれるのではないかと期待しております。まだ、これは

どうなるかわかりませんが、やれることは全部やっていこうと考えております。 
 
委員 
  町会という立場から、少しお話しさせていただきたいと思います。町会は子どものた

めの行事を特別考えてはいません。防災訓練、ごみゼロデー、それから、夏休みになり

ますと子どものラジオ体操をやります。あとはお祭り、この程度が基本的には子どもが

参加する地域での行事かと思います。各地区で実施しているお祭りやラジオ体操にはか

なりの子どもが参加しております。基本的には親御さんと一緒に、参加していただく。

または、おじいちゃんおばあちゃんという形で、３世代にわたって参加していただくの

が、ラジオ体操かと思っております。 
先ほど、お祭りのお話しがありましたが、これには、若い方も参加していただき、私

の地域の場合では２日間のお祭りには、子ども専門のゲーム大会などいろいろな遊びを

用意しており、ご年配の親御さんと若いお母さん方が積極的に参加しております。地域

に新しく入ってきた方でも積極的に参加しております。 
豊島区では、区民ひろば、スキップ等がありまして、私が関わりを持っている清和第

２区民ひろばは、若いお母さん方が幼児を連れて、朝からずっと参加しています。そう

いうお母さん方が、最終的には地域にもどんどん入ってくると思っています。 
清和第１の区民ひろばは、年齢層を省いていることもあり、お年寄りが多いのですが、

その中に中学生の子どもたちも入ってきます。ある程度、地域に子どもが入ってきてい

ることは事実です。 
ただ、塾通いのため、時間表を持って自転車で走り回るという子どももおります。学

童クラブにしても、お母さん方がお勤めで、夜、時間になってもお迎えに来ない、親御

さんも、忙しいのでしょうか、そこが気になる部分です。お母様方が生活のためとは、

違うのではないかという意見も前回出ましたけれども、社会に出ていたほうが人生楽し

いと、会社にお勤めになっているのではないかと思います。 
そういうこともありますので、もう少し考えていただければと思っております。 
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委員   

最初に、この豊かな社会性を備えた子どもの育成方策についてという内容は、健常者

の子どもたちだけが対象なのでしょうか。障害者については、どのようにこの中に取り

込んでいるのか気になりました。 
先ほど、５ページのところで、地域への関心の高い云々の中で、私立に行った子ども

たちが地域に関心がないようなお話をしていましたけれども、私も以前の会議で言いま

したが、隣接校の弾力化というのも、一端に入ってくるのではないかと考えていますの

で、そのことを謳っていただければと思いました。 
それから、８ページの最後に、中学生が気軽に参加できる地域の行事が余りない、そ

れが障害になっているということですけれど、私は、全く逆だと思います。中学生とい

うのは自立心があるので、むしろ、彼らに責任を持たせるような仕事でないと、中学生

は乗ってこないというのがあると思います。ですから、気軽に参加するというのは小学

生ではないので、この部分は違っていると思います。 
それから最後に、地域のニーズの中に図書館、郷土資料館、区民ひろばというものを

活用するというお話がありました。これは大事なことだと思うのですけれども、子ども

や家庭が使えばいいのですけれども、学校は、積極的に郷土資料館や図書館や区民ひろ

ばに出向くような方策を考えてほしいと思います。大事なことだと思います。 
ただ、残念なことに、区民ひろばにも障害者が利用できる施設、ハード面では欠けて

いると思いますので、会議室などの改造等を早急にお願いしたいと思います。 
 
会長 
  委員からいろいろご質問、いかがかなというようなご提案もありますので、お答えは、

それぞれ皆さんのご意見を聞いたあとで、終わりにお話したいと思います。 
 
委員 
  答申案がまとめられて、非常にコンパクトにまとまったのではないかと思います。 

話題には出なかったのですけれど、今も各学校で教育懇話会をやっているのでしょう

か。教育懇話会に何年間か出させていただきましたが、ここで心配しているようなこと

を常に学校では心配をしてご意見をいただき、それが明日の授業に反映されるというよ

うな努力をされております。最近、心強く思うのは教育懇話会に区内にある大学の先生

がたに参加していただき、専門的なご意見をいただけるので、地域に住む者にとっては

非常に力強いことだと思います。 
私は、若いころから「あなたが変われば私が変わる。私が変わればあなたが変わる。」

と教えられて育ったのですけれど、こういうことであれば、いい人間関係ができてくる

と思っておりました。先ほどお話しされた、子どもが変われば大人が変わるということ
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についても、こういう言い方もあるというように捉えさせていただきました。 
それからもう一つ、ラジオ体操のことです。区長も教育長も一昨日、早朝、参加をさ

れておりましたが、１年に１回豊島区では、区民ラジオ体操大会を実施しております。

３１年間続いております。これも、熱心な役員の方が各学校を尋ねて、子どもの数が少

ないので学校も協力してくださいと、区営グラウンドの周辺の小学校・中学校にお願い

しました。特に、野球部やサッカー部、そういう子どもたちにお声をかけていただくと

きに校長先生が積極的に指示をしていただいたと、ラジオ体操連盟の皆さんは大喜びを

しております。今年はそのおかげで、去年の倍の人数が集まったと聞きました。 
地域のこういう行事に参加することは、子どもが大人になる過程において、大変必要

なことだと思います。あなたが変われば私が変わるというような気持ちで接することに

よって、１年に１日しかやらない、ラジオ体操大会を通しても、地域の子どもが結びつ

くように努力をされていると思いました。この答申案もそれに近いことが盛り込まれて

いて、私は評価をさせていただきます。 
 
委員 
  アンケート調査、大変だったと思います。その中で難しい回答もあったと思います。

これをきちんと切り分けて、本当に正論的にきれいにまとめていただいております。この

資料自体が、私たちの今後の指針になる、そういう形で受け取っております。 
その中で、これを基本に進めていくのですけれど、やはりそれぞれ、家庭の環境、あ

るいは、周りの環境、それから、今まで育った親御さんの特質、そういうものによって

それぞれ考え方が違うと思います。 
ただ、せっかくこれだけの資料ができたのですから、是非、この資料を生かして、で

きるところからやっていく。皆さん今まで本当にすばらしいご意見をいただきました。

その一つ一つを少しずつ進めていく。ヨーイドンで一斉にできるということは、いかな

る事業においてもまずあり得ないと思います。できることからやっていく。それこそが、

まさにこれからは経験のない子どもたちを経験豊富にして、仲間にして一緒にきずなを

深めていくということに、つながっていくのではないかと考えております。 
私たちも、美化運動あるいは、清掃活動、これを学校から提案していただいて、一緒

に実施しているところです。さらに、町会におきましても町会の防犯パトロールに、子

どもたちが親御さんと一緒になって実施していただいています。そういうことを少しず

つ進めるということを止めてしまうとやはりそこで進展はないと思っております。 
是非、皆様方と協力しながら情報交換もしながら、やれるところは必ずやっていく、

進めるところは必ず進めていく。こういう信念のもとに、子どもたちの育成を考えてお

ります。一歩一歩、着実に進めていきたいと考えております。 
 
委員 
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  濃い内容でありながら、大変わかりやすい答申案になって良かったと思っております。

子どもの育成を今後どう進めていくかと同時に、私はこの内容をいかに多くの区民の皆さ

んに見ていただくか、このことが、本当に大事になってくるのではないかと感じました。 
先ほど、町会を中心に防災訓練、ラジオ体操、餅つき、さまざまなお祭りをやられて

いるというお話がありました。私は、この前の日曜日に、ある町会のスイカ割り大会に

参加をしました。たいへん暑い中で、どれだけの方が集まるのかと思っていたのですけ

れども、いつも小学校の低学年が多いのですが、今年は、小学校に入る前の、お子さん

たちが非常に多くて驚きました。そこの保護者同士、仲がいいかと言ったら、あまり会

話をされている様子もないのです。それで、役員の方に今回なぜこれほど多くの小学校

に入る前の方々が参加しているのか聞いたら、我々もわからなくてびっくりしていると

いう状況でした。 
人口が増えているということと、子どもたちが多くなっている地域ということもあっ

たのですけれど、そこに、これからのヒントがあるのではないかということを感じずに

はいられませんでした。スイカ割をやっていますという周知方法が変わったのか、そこ

も、これから確認していきたいと思うのですが、本当に大事なことだと感じております。 
保護者の方々も、このスイカ割り自体を盛り上げようということではなく、子どもた

ちに経験をさせてあげたいという思い、そこからだと思うのです。ただ、そこに参加を

していただいた保護者の方々やお子さんたちが、これからはその地域でどれだけいろい

ろな行事に参加をしていただけるか、そういうところを、今後その町会も、考えていく

のだろうと思います。 
ただ、以前はスイカ割りや餅つきをやっていたというところも、今は町会を運営され

ている方々が高齢になってできないとか、場所がなくなってしまったとか、いろいろ問

題を抱えているところもあると思います。 
それから、町会１２地区の区政連絡会で、いろいろな機会で交流をやられていると思

うのですが、その枠を超えると、他の地区がどういうことをやっているのか、わからな

いということもよくお聞きします。そこを、どのようにそういう悩みを、吸い上げてい

くかというのは、豊島区としての役割だと私は思っています。場所がないとか、人手が

ないとか、そういうところをいかに援助、力を貸してあげるか。そういうところを、ぜ

ひ豊島区として力を発揮していただきたいと思っております。 
あと、私立の子どもたちはなかなか行事に参加されないというお話がありました。そ

れぞれ私立の学校内では交流が行われているのでしょうけれども、地域との結びつきと

いうところでは、やはり、この地域の行事等が大事になってくると思います。それから

隣接校選択制の話もありました。そういうところに、いかに地域と密接な結びつきをや

っていくかという方針、方向性は、豊島区として、これから見出していかなければなら

ない大切な問題だと思っております。その辺が気になったところであり、そういうヒン

トが地域には、まだまだ隠れているというところも、豊島区としても感じていただきた
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いと思いました。 
 

委員 
  私は子どもを育ててきた中で、サラリーマン生活が長く、子どもの小学校の運動会に

行くのがやっとという時代が長くありました。区議会議員となって、これだけ地域の方々

が関わって、子どもに関心を持って、やっていらっしゃるということを、反省を込めて考

えたところです。 
その中で、自分としてできることは何かということで、10 年取り組んできたのです。

学校で、親子バトミントン大会を 10 年間で、20 回ほど実施いたしました。普段は運動を

しない、または、学校に携わらないお父さんを中心に、喧々諤々やりながら、子どもと

一緒に組んで、試合をいたしました。 
中には、小学校高学年の女の子が試合に負けて、お父さんバカと出て行ってしまい、

それを追いかけて、お父さんも頑張っていると言う姿を見て、普段、家でどんな態度で

子どもと接しているのかと、つくづく考えさせられました。そうやって親子が汗を流し

て、一緒にやるという体験をしていくということが、やはり重要だと思います。 
今日は民生・児童委員、青少年育成委員、学校関係の方がたくさんいらっしゃるので

すけれど、この保護者、親と子どもが、一緒に汗を流してやっていくという経験をたく

さんしていくことが大事なのではないかと思いました。 
親と子の意識の違いがこのアンケートのなかに出ていました。いつの時代でもそれは

あると思います。子どもとしては、一生けん命頑張っているのに、保護者はそうでもな

い、そういう見方をしている部分が幾つかありました。その部分をどう丁寧に拾い上げ

てあげるのかということも考えました。 
また、大人は変わることが難しいというのは確かに実感としては思うのですけども、

話が違いますが、あるときに開かずの踏切を、その向こう側にある保育園に行こうとし

たお母さんが自転車を踏切の前に停めて、なかなか開かない踏切を、お子さん（乳幼児）

を抱えて踏切をくぐって、保育園に連れていく姿を見て言葉が出ませんでした。 
そこは、ちょうど小学校と中学校の通学路にもなっており、これを見た中学生や小学

生がどう思うのか、絶対に真似をしてほしくないと思いました。こういう開かずの踏切

を解消することは行政なり、私たちの仕事かもしれませんけれども、そういう大人が変

わらなければ、子どもも変えていくことはできないということも、事実であるというこ

とも考えております。 
先ほども出ましたけれど、自分が変われば相手が変わるということもありますけれど

も、自分が感動しなければ子どもを感動させることができないと思います。私たち接す

る大人が、常に情熱を持って、教育は情熱ではないかと、私の持論なのですけれども、

手は離しても目は離すなということもあるとおり、いろいろな方々の手は入れられなく

ても目は離さないで、いつも見ていると、いつも君たちを心配しているという思いが大
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事なのではないかと思っております。 
経験をたくさん積むということが大事だと思います。ネットによるいろいろな知識が

今の子どもたちは豊富だと思いますけれど、それだけでなく、動いて話して語って、そ

して経験していくということを、いい経験をしていくということをたくさん積ませてあ

げたいと思っています。 
また私は、子育てが終わってしまっているのですが、家にいる３歳の孫が、おむつを

取っていないことにこの間気がつきました。今はおむつ取らなくていいそうです。無理

にとらなくていいと言われて、愕然としたのです。時代によって育て方も違ってくると

いうことも理解しながら、保護者となる世代の大人にも接していかなくてはいけないと

いうことも感じています。 
この青少年問題協議会の答申が、いろいろな方々に大きな影響を与えて、本当に青少

年の育成に、大きく貢献することを期待申し上げます。 
 
委員 

私、本日が初めての参加ですけれども、小学校５年生と３年生と３歳の子がおります。 
そういった親の立場という観点と教育問題にずっと取り組んでいきたいと活動している

ものです。そういう立場から発言をさせていただけると思っております。 
私からはアンケートについて２点と、今後の課題について３点、触れたいと思ってお

ります。 
まず一つ目は、アンケートについて、７ページ目の、社会に対する認知状況について、

非常に興味深く、示唆深い結果が出たと思っております。高規範群というのが、家族を

悲しませる被害者に迷惑をかけるこういう観点であるのに対して、低規範群は、法律で

罰せられるとか、自分にかかわるようなところで終始しているという点で、これは法を

もって制するということではなく、徳をもって制すという考え方が非行を起こさせない

ためには必要であるということが、如実に表れていると思います。 
先ほど委員もおっしゃっていましたけれども、卑怯を恥じと思うような教育、そうい

うところが必要になり、これが学校の教育において、または家庭のしつけにおいては非

常に大切な考え方だと思います。こういうデータでも表れるというのは非常に示唆深い

と思いました。 
アンケートについてもう１点ですが、アンケート内容で、外で友達と遊ぶという項目

があります。多分、正確な数字が出ていないのではないかと思ったものですので、一言

申し上げます。 
私が小学生のときにファミリーコンピューターが出て、成長とともにいろいろなゲー

ム機が出てきた世代です。私自身も小学生・中学生、高校生まで、かなりゲームをやっ

ておりました。私たちの時は、据え置き型のゲーム機が主流で、持ち歩けるようなゲー

ム機も多少あったのですが、あまり性能がよくなくて、おもしろくなかったのです。で
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すので、あまりはやらなくて基本的には据え置き型のゲーム機が我々の世代で多かった

ものです。 
ところが、最近のゲーム機はかなり発達していて、携帯型の持ち歩きができるゲーム

は通信機能を使って対戦が楽しめます。据え置き型のゲームよりも、いろいろなところ

に持っていけるし、楽しんでいる子どもが多いのではないかと思います。 
非常にまずい光景だと思うのは、公園などで遊んでいても、そういう携帯型のゲーム

を持って遊んでいるのです。家には、外で友達と遊んでくると言って出て行っているの

ではないかと思います。すると、アンケートでは外で友達と遊ぶに分類されると思うの

です。しかし、やっていることは、公園でゲームをしているだけなので、この辺は、次、

もしアンケートを取るときがあったら少し細かくしたほうが、実態が出てくると思いま

す。ゲームをやっている子がこんなに少ないとは思えないというのが、感想です。 
今後の課題についてです。先ほど、委員からは心配な家庭という表現の仕方で出てき

ましたけれども、やはり家庭環境の厳しい家については、この答申がすべて当てはまら

ないと思います。そこについても光を当てるようなことがあるといいと思いました。委

員から親はなかなか変われないので子どもを変えていくことが大事だというご発言があ

りました。私もまさにそのとおりだと思っています。一方で 10 ページの、1 番、図書館

や郷土資料館の活用というのも、私も非常に大事なことだと思います。親子で活用とい

うのを想定していますので、そういった家庭環境が厳しい家というのは、この取り組み

方ができないと思いました。この辺は課題だと思いました。 
２点目としまして、最近、町会活動等に参加する方が、増えているけれども、やはり

担い手が増えていかないという現実があるというお話がありました。私も町会の活動に

参加して、お祭りの時に神輿を担ぐ時は出てくるのですけれど、他の活動には、手伝う

ほうには来ないというのが実際問題です。町会役員も、なかなか若い人が入ってこない

という現実をかかえています。恐らく、あくまで参加している人はお客さん意識なのだ

と思っております。お客さんから当事者意識を持つ側に回ってもらわないと、運営側に

回るという意識にならないので、この辺がやはり課題だと思いました。 
最後に、10・11 ページ目で今後取り組むべき方向として 3 点まとめていただいており

まして、これがまさに成果物として非常にいいものであると思います。 
ただこれは方向性を示していただいているものですので、これを具体的な施策に落と

していくということが、そのまま今後の課題になると思っております。 
 

会長 
  今日は最終答申ということで、本日ご出席の皆さん 16 名の方に、それぞれご意見、お

話をお聞かせいただきました。まとめとして教育長からよろしくお願いいたします。 
 
教育長 
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  皆さん、熱心なご発言ありがとうございました。私は、実践を通して、さまざまな方々

が実態を正視し、客観視することを今回の作業でやっていただけたと思うのですが、今

日改めて実態を客観視することで、新たな実践の課題や、施策の課題が見えてきたので

はないかと思います。 
先週、大きなことを二つ体験しました。一つは、区内でこの高密都市で人口密度が多

い緑の少ない地域の小学校２校ではじめて蛍が飛んだのです。環境を良くしようと子ど

もたちが穴を掘って雨水をため、水を循環させて、カワニナを飼って、そしてビオトー

プで蛍の幼虫を育てて、はじめて蛍が飛んだのです。地域の人や保護者の方や子どもた

ちも大変喜んで毎晩のように、鑑賞会をやって喜んでいるのです。そして昔、この千川

上水には蛍が飛んでいたという、お年寄りの話を聞いて、子どもたちは、それに励まさ

れて、何とか頑張ったのです。ここに、何か一つヒントを感じます。 
もう一つは、この暑いさなか熱中症になるのではないかというときに、神社の境内の

相撲大会に行きました。この相撲大会は各地でやっており、全国の子どもが参加してい

るのです。町の青年会の人たちが土の本物の土俵を作って、そこで、子どもたち１年生

から６年生まで男女混合チームで参加しました。周りは観衆でいっぱいです。すごいか

け声で熱心にやっていました。この姿を見たら、私はこれからの豊島区の姿はまんざら

でもないという力強さを感じました。それだけ町の人たちが、子どもに教育しようと、

学校だけではなくて、地域で育てていこうという機運のすごさに圧倒されました。 
今日、皆さんが発言されていることはまさにそのことだと思います。この調査を通し

て、また実態の中で、子どもたちが、ごみゼロデーや、ラジオ体操に参加したり、お祭

りに参加したりして、そしていろいろなことを学んでいます。例えばゴミゼロデーは、

みんなで参加するだけではなく、実際ゴミを拾ってみて、何でこんなにたばこの吸い殻

がたくさんあるのか、何でこんなところに空き缶が入っているのか等々を感じながら、

そういう体験を通して、やっぱり捨ててはいけないという事を子どもは学ぶのです。 
ですから、全校でごみゼロデーは参加しているのですけれども、地域でもやっている

ことが、子どもたちの成長にものすごく大きな力になっているということを改めて感じ

させていただきました。つまり、社会参加して社会経験を積むことで、子どもは育つと

いうこと、先ほど発言の中にもありましたけれど、本当にそのとおりだと思います。こ

れは、豊島区の子どもたちの強みでもあると思います。 
基本的生活習慣についても、データの中では改善されてきていると言われています。

けれども、朝御飯を食べない子が教室には１人か２人いるのです。そのことは、その子

にとってはすごいストレスであり、それにより学級が、一つにまとまれずに大変なので

す。だから、少ないデータでも甘んじないで、ゼロに近づけるような努力をしていくと

いうことが、課題だと思っています。 
それからもう一つは、親子の意識の違いというのがありました。すごく大事だと思っ

ておりまして、ここの違い、意識のずれのところに解明して対応していく課題があるの
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ではないかと思います。今後、指摘されたことについては、いろいろな立場から生かし

ていく必要があるということを感じました。 
子どもたちにとって一番大きな課題だろうと思うことは、ひと言で言うと、社会参加

です。３．１１以後、子どもたちは本当に変わりました。小学生・中学生意識が着実に

変わってきていると思います。防災行動力ということで言えば、今まで守ってもらって

当然だったのが、自分で守らなければいけないと、防災訓練に中学生が参加しています。

ただ、それが全体に徹底して行き渡っているかというと、課題があると思います。 
それから、思いっきり学びふけるとか、思いっ切り読みふけるとか、とことんやって

みるという点では、まだまだ、本区は課題があると思います。子どもの経験の中にも浅

さがあると感じています。学力調査しても、とても頑張っています。毎年毎年、子ども

たちの伸び代が大きくなってきていると実感を持っているのですけれども、とことんや

っていきます。 
それから、こぼれている子どもを、もっとみんなで高めていく工夫ができないかとい

う点で、まだまだ、そういう手立てが足りないと思います。先ほど、今回のアンケート

を健常児だけではなくて、障害児や障害者の立場からもどうなのだろうかというご意見

がありました。そのとおりで、そこの部分の調査は、今回、目的ではなかったと思うの

ですが、そういうところに幅を広げて、子どもの問題を考えていかなくてはいけないと

いうことも、受け止めていかなければいけない課題だと思っております。 
併せて、公立と私立の話も出ておりました。おっしゃるとおりで公立のデータが子ど

ものデータのすべてを語るわけではないと思います。共通点も違いもあると思います。

違いをお互いに認め合い、多様性を尊重し合っていくということも、これからの社会の

中では、必要なことではないかと感じております。 
いずれにしても、豊島区を愛する子どもたちが、いずれ豊島区を担っていく大人にな

っていくという意味では、教育の立場からいうと、豊島ふるさと教育プログラムという

のを、これから作っていきながら、そうした教育をしっかり定着させて引き継いでいけ

るように、世代交代していけるような教育を進めていかなくてはいけないということを

改めて、意を強くしたところです。 
 

会長 
  ありがとうございました。教育現場の総責任者であります教育長が、答申に対しての

まとめというような形で、お話しいたしました。 
 

事務局 
  教育長からお話をさせていただいたほかに、先ほど委員のお話の中で、8 ページ及び

11 ページの記述でもう少し工夫がいる、認識が違うのではないかとのご指摘がありました。 
最終的にご答申いただいても、発表する前に、再度、文章的な精度を上げていかなけ
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ればならないと思っておりますので、例えば 8 ページの参加する機会が少なく、３.気軽

に参加できる云々という部分はこのような意見が保護者の自由記述にあったので、それ

をここに記載しているのですが、気軽に参加できるかどうかということ自体が問題なの

ではなくて、中学生をうまく参加させるような取り組みにミスマッチがあるという部分

を取り上げるということですので、皆様のご了解がいただければ、文章表現を少し直し

たいと思っております。 
また、11 ページのところで今後取り組むべき方向を三つ挙げておりますが、確かに学

校のＰＴＡの活動と、図書館、郷土資料館、地域区民ひろば等の積極的な連携や活動と

いうのが必要ですので、三つがばらばらということではなくて相互に連携するという主

旨がもっとはっきりするような形で表現上、改めて最終的な形にしたいと思っておりま

すのでご理解いただければと思います。 
 

会長 
  指摘されたことあるいはご意見の中で、説明不足等々がございました。この答申を基

本として、ぜひ皆さんからご承認をいただければ、この当協議会からの答申をすることに

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 
ありがとうございました。最後に事務局あるいは教育長のお話を中心にしながら、し

っかりした答申にしていきたいと思っております。 
 

事務局 
  ありがとうございました。先ほど申し上げましたとおり、再度、精度を上げて整えた

形にしたいと思っております。 
ここで、答申をお認めいただきましたので、答申書の受け渡しを行います。この協議

会は、区長が諮問して、会長である区長が受け取るというのはできませんので、この答

申案を練っていただきました専門委員から、区長に答申書をお渡しいただきたいと思い

ます。よろしくお願い申し上げます。 
 

事務局 
  ありがとうございました。続きまして、区長より答申を受けてのごあいさつを申し上

げます。 
 

区長 
  それでは一言、御礼を含めて、発言をさせていただきます。 

ただいま、専門委員より答申をいただきました。 
本当に長い間、長期間に渡って、ご検討いただき、長い題名でありますけれど、「次代

の地域社会を担う、地域に根差し、豊かな社会性を備えた子どもの育成方策について」
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というご答申をいただきました。 
今回、平成 23 年 7 月 21 日から、約 2 年、専門委員として、メールでのやりとりも挟

みながら、専門委員会でのご検討を重ねていただき、本当にありがとうございました。

また、ここにご出席の協議会委員の皆さんにも、大変熱心に議論いただき、貴重なご意

見を賜りました。改めて心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 
冒頭にも、答申の中にかわいい子どもを立派な大人に育て上げることは、人として親

として、そして社会としての最大の目標であります。特に小学生から中学生という社会

性をはぐくむ時期、子どもから大人への階段を上り始める時期に家庭、学校そして地域

の人たちが、どのように関わっていくかは、一人一人の将来に大きな影響があるのでは

ないかと思います。 
今後いただきました答申を、具体的な施策として、実現していく努力をしてまいりま

す。皆さんがこれまで以上に、先ほどお話のように、ふるさと豊島をつくり上げていく

ように、また、今後も豊島区政への深いご理解とご協力を賜りたいと思っております。 
豊島区の将来についてお話をさせていただきます。新庁舎が、いよいよ 1 年 10 カ月で

完成を見るということです。この新庁舎は、まさに環境と、文化と防災というような拠

点として、将来の、未来の豊島区のシンボルを目指して、建設を進めております。 
しかし、未来の豊島区を切り開いていくのはまさに次代を担う若い力ですので、地域

の青少年の健全成長こそが、まさに明るい豊島区の未来の条件ではないかと思っており

ます。皆様とともに、豊島区に住み続け、豊島区を愛し続ける、青少年の育成に真剣に、

今後皆さんと一緒に取り組んでまいりたいと思いますので、今後とも、どうぞよろしく

お願いいたします。 
本日のこの審議会、しっかりとこの答申を受けまして、皆さんとともに頑張ってまい

りたいと思いますので、本当にありがとうございました心から感謝申し上げます。 
 
事務局 
  ありがとうございました。次期は２８期になりますが、新子どもプランの策定に入っ

てまいります。皆様方、２７期、本当にお疲れさまでございました。 
   
 

【資料】 
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