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審 議 経 過      

【開 会】 

・ 副会長挨拶 

・ 資料確認 

 

【協議事項】 
副会長    議事に入ります。議事（１）豊島区子ども・若者計画（案）について、事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局    【資料１、２、３説明】 

 

副会長    皆さんからご意見をいただく前に、この案をまとめていただいた専門委員会の委員

よりご発言をいただきます。 

 

委 員    専門委員会は 3人で構成されており、これまでに 6回開催しました。そのうち 1回

はキャリア教育専門のゲスト講師をお招きし、現状のキャリア教育の最先端のお話と

豊島区に即した考え方についてご意見をいただきました。 

今回の答申の特徴は、ヒアリング調査にあります。引きこもりやニートの方が豊島

区にどれだけいらっしゃるのか統計的な調査は難しいですが、一人一人の抱えている

問題がどこにあるのかを探るために、合意を得た 20 名の方々にヒアリング調査を実

施しました。これまでの生きづらさについて語っていただく中で見えてきたものを一

つの根拠としながら、答申案の作成作業を進めてきました。他の区とは違った特徴が

こうしたところに出ていると思います。 

それらの調査結果を踏まえて、わかり易いシステムということで、ワンストップの

ような窓口相談システムを構築していく、というところまで答申案に入れました。区

役所の各部署で尽力されているので、それがわかり易い形で区民に届くシステムをど

う作っていくかが次の課題と考えます。また、このヒアリング調査結果は他の部署で

も参考になる資料だと思います。ぜひ、様々な形で利用していただければと思います。 

 

副会長    では、ご質問ご意見等をお願いします。 

 

委 員    区議会でも子ども・若者計画のことについて触れていますが、その中で、引きこも

り状態になっている若者たちが、成育過程の中で限られた人間関係で過ごしていたよ

うだ、というような報告があったと思います。この調査結果の中でどこにでてきます

か。 

 

事務局    計画案の 25～27ページにある「子ども時代の生きづらさ」「友人数の推移」、「子ど

も時代の相談相手」等の調査の中で特徴が出ています。「子ども時代の家族構成」の項
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目では、「調査対象者の中には経済的に恵まれた環境に育った方もいましたが、家族間

の不仲、兄弟の非行等家族内で起きている問題を隠そうとするためか、近隣と疎遠に

なる傾向が見られ、対象者の家庭の多くは限られた少ない人間関係の中で生活してい

たことがうかがわれます。」とまとめています。経済的な理由に関わらず、こういった

傾向が見られました。 

 

委 員    地域の中でつながりが持てる機会をどのように作るかが今後の課題だと思います。 

 

委 員    「友人数の推移」についても、小学校や中学校の友達が比較的少ないという傾向が

みられ、友人関係と家庭と学校の関係が連鎖していることが読み取れるかと思います。 

 

副会長    つながりを構築していくことが大事です。背景として、家族関係の中でも相談した

くてもできない状況を抱えているケースが多いと言えるでしょう。 

 

委 員    心配な子は地域でも目立たないのでつかみにくいです。最近の住宅事情では家族の

様子が外からは分かりにくいです。子どもたちの声が大きければ苦情が来てしまいま

す。子ども食堂のようなところからアプローチしていき、関係機関の手を借りながら、

警察とかのお世話になる前の段階でつかまなくてはいけないと感じています。 

 

副会長    困難を抱えるお子さんを見つけにくいということは大きな課題です。 

 

委 員    保護司をやっていますが、地方出身の方と何度か面接をして、これが最後の面接と

いう時に初めて「僕は部落民だ」とおっしゃった方がいました。 

地元の子どもたちの様子を見ると、皆明るくて元気で、一見するとそういうわだか

まりは感じませんし、私も豊島区で生まれ育ってきているので、そうした問題をあま

り身近に考えたことがなかったのですが、そういうことを気にしなくてもいいような

世の中になってほしいと思います。 

 

副会長    地域によってはそうした問題がまだあって、言いたくない気持ちがあったのだろう

と思いますが、そんな中で信頼できる関係になりご本人が打ち明けられたということ

は、次の対策が打てるということにつながっていくと思います。 

 

委 員    大人の私たちもいろいろ悩みながら生きている中で、子どもたちがこんなに問題を

抱えていることを改めて感じています。 

私は保育園に勤務していますが、親御さんたちを見ていると皆さん疲れていらっし

ゃって、お子さんが何らかの信号を発しているのに、なかなか見てあげられないよう

な場面をよく目にします。家に帰れば状況が良くなるということが想像できないこと

も多く、そうしたことの連続で様々な問題が生じてくるのではないでしょうか。 
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副会長    親子関係の構築ですね。その年齢の時期だけしか味わえない楽しい時期でもありま

すが、一方で受け止めきれない現実もある、そういう状況だということです。学校で

の状況はいかがですか。 

 

委 員    このヒアリング調査は大変貴重な調査だと拝見しています。インタビューの中で話

を聞いてもらえた、ということがありましたが、話を親身になって聞いてもらう環境

を増やしていくことが大事だと思います。小学校でもいろいろな問題はありますが、

中学校ほど深刻にならない段階で関われているケースが多いと思います。聞いてもら

える存在、それが私達の仕事だと思いますので、本校では、それぞれに言い分はある

だろうからじっくり聞いて考えさせることを心掛けています。聞いてもらいたい要望

をもった子どもたちを掘り出す手立てを考えていきたいと思います。また、この資料

の中でも生きづらさの原因として不登校、いじめ、学力などが挙げられますが、小学

校の現場でも年々深刻になってきています。やはり家庭の問題もあり、教員だけでは

手が回らない部分もあります。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

のご協力をいただきながら、対策を考えてきたいと思います。 

 

副会長    幼児期だけでなく、学童期に入ってもそういう状況は続いているということです。

聴いてもらえてうれしかったという声は、語るに語れない状況がずっと続いてきた中

で、初めて自分のことを振り返って受け止めてもらえた、ということが声になって出

たのだろうと思います。幼稚園・保育園・学校でも何かトラブルがあった時に、その

意味を分からせて叱ったり、次はどのようにしたらいいのかと考えたりすることがあ

りますが、その子どもがそうなっている背景を誰かが受け止めてあげることがないと

その場で終わってしまい、そのストレスが負の連鎖を生むことになっていくのだろう

と思います。 

 

委 員    一人っ子と兄弟がいる子と比べると、どちらの方がひきこもりが多いのでしょうか。 

 

事務局    今回の調査の中で、ひきこもった経験をお持ちの方はいらっしゃいましたが、全体

数が少ないのでどちらが多いかはわかりません。ただ、兄弟のいる方を調査したとこ

ろ、兄弟に困難を抱える状況があって、親も周りもその兄弟の方に集中して、自分は

居場所がなかったという方がいました。また逆に自分が悪いことをしていて、兄弟は

とてもいい子なのにかわいそうだった、兄弟を誰かがサポートしてくれたらよかった

という意見もありました。兄弟のある方はそれぞれ思いも違うので一概には言えませ

んが、参考までに報告します。 

 

副会長    一人っ子も兄弟のいる子もそれぞれに悩みがあり、生きづらさをもっています。も

っと母数が大きければ考察ができますが、ただ考えるヒントはいただいたと思います。 

 

委 員    大きく２点あります。54ページに「特に配慮が必要な若者支援」ということで、「性
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的指向やトランスジェンダー」となっていますが、以前は「性同一性障害」という表

記でした。LGBT と言いますが LGB は性的指向で、T がトランスジェンダーのこと

で、性的指向で悩んでいる方とトランスジェンダーで悩んでいる方は全く対応の仕方

が違うと思います。それをひとくくりで対応するのは違和感がありますが、現場レベ

ルの対応はいかがでしょうか。 

 

健康推進課長  LGB と T は確かに性質が異なります。広い意味では性的少数者と表現されるこ

とが多いです。例えば保健所で、そのことをメインに相談に来る方は非常に少なくこ

の４年間で４名です。その方々が心の相談に来られるというよりは、例えば「自分は

トランスジェンダーで戸籍上の性を変えたい」ということで相談に来られています。

その場合は心の相談というアプローチとは少し違います。一人一人のニーズによって

相談窓口が変わってくるということです。 

 

委 員    そういったものをワンストップサービスで一括して相談できる窓口がないと、ただ

でさえ相談しづらいと思っている方々が、「それは戸籍の問題なので。」と違う窓口を

案内されて同じ話をしなければならないということになります。総合的に相談に乗っ

てくれる人がいてくれるといいのではないでしょうか。 

性的指向とトランスジェンダーとを一つに語られることが多いのですが、対応の仕

方が異なると思います。その辺の見解はいかがですか。 

 

健康推進課長  例えば、心の相談を受ける際に LGB だからとか鬱病だから、統合失調症だから

というように細かく分けるということはしておらず、一人一人のニーズに沿った対応

をしています。例えばゲイの方が来られたとしても、彼氏のことで悩んでいるのか、

自身の鬱で悩んでいるのか、人それぞれ抱えている問題が異なりますので、一人一人

に合わせて対応しているという状況です。 

 

委 員    LGBTという問題だけではなく、配慮が必要な人は他にもいらっしゃるので、総合

的に受ける窓口でいいのですが、たらい回しにならないようにしてほしいと思います。 

 

子ども家庭部長  すべての問題を分かっているオールマイティな人材がいればいいですが、なか

なか育成できないということがあります。例えば、今の話を例にさせていただければ、

そういう問題に詳しい男女平等推進センターの職員もおりますし、違った角度で悩ん

でいるのであれば、子ども家庭部の職員で相談に乗ることができます。ご相談にいら

っしゃった時に、ちゃんとその方に寄り添いながらずっと付き添える者がいるかどう

かということです。どうしても今は窓口が別ですから、行き先をご案内することが限

界になっていますので、今後対応を模索していきたいと思います。 

   

事務局    先日受けた事例をあげますと、ご高齢の方からお孫さんのことで相談のお電話があ

ったのですが、内容が見えにくいので５部門くらいの職員が集まってお待ちしていま
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した。話を聞くと想定していた内容と全く違う内容だったので、最初に担当する部署

を決めて、終わったら次はここが引き継ぐというような連携をとることができました。

これは電話を事前にいただいたからできたことですが、そういう連携を含めて、何か

対策がとれたらと思います。 

 

副会長    先ほどの委員の意見は、性的少数者が相談に来た時に、実際には様々な事象を抱え

て相談に来られるのでしょうが、それをワンストップで対応してあげることが大事で

はないかということです。そこで直接相談に乗れなくても、寄り添って力になってあ

げられるワンストップのあり方をお願いしたいということだと思います。 

 

委 員    私が元々言いたかったのは、性的指向とトランスジェンダーとは対応策が違うので

はないかということですが、そのまとめ方でも構いません。 

もう一つ、計画案の 21 ページに「１０代の出産・人口中絶件数」とありますが、

数字だけでは意味がなく、どのような対応をとれるかが大切です。その件について、

改めてお伺いします。 

 

事務局    計画案の 39 ページをご覧ください。計画事業として「若年者の健康支援スペース

『鬼子母神プラス』」があります。ここに 10代の妊娠等につきまして、文言を加えま

した。中盤以降ですが「今後は、人口妊娠中絶や児童虐待の要因のひとつと考えられ

ている「10代の望まない妊娠」を防ぐための啓発や、一部スペースを外部団体に貸し

出しすることなどを予定しています。」と掲載し、改めて周知しています。 

 

委 員    文言を加えていただきありがとうございます。是非、その数字を使って分析と今後

の対策につなげていただければと思います。 

 

副会長    性的指向とトランスジェンダーについては、それぞれ皆さん区別をしながらも一つ

のグループ化しているというとらえ方でいますが、それでよろしいですか。 

 

委 員    はい、結構です。 

    

副会長    その他、ご意見いかがですか。 

 

委 員    自分のことが自分でなかなかわからないということも多々あると思います。相談に

乗っていて、この人の悩みの原因はこれだという判断は難しいと思いますが、それは

今回のヒアリングでわかり得るものだったのでしょうか。 

 

副会長    ヒアリング調査結果の「生きづらさと自分自身の分析」のところですね。 

 

事務局    このヒアリング調査は直接対面で行いましたが、お話をうかがう過程で、話が進む
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と少し戻ってということを繰り返し、ご自身が話をしながら整理をすることができて、

問題がここにあったというような聞き取りができました。このようにご自身で振り返

るという作業をするために、とても時間がかかったということです。 

 

委 員    話すことはかなり勇気がいることですが、自分自身で振り返りができれば素晴らし

いことです。どこで相談したらいいのかわからない、誰かに聞かれてしまう恐れから

相談できなかった場合もあるので、このように対話をすることを続けてもっと多くの

方にできれば、さらに見えてくるものもあるかと思います。 

 

副会長    この手法は、問題解決をしていく上で、ひとつの有効な手段だと思います。 

 

委 員    客観的にそうなのかということと、主観的に思っていらっしゃることは距離がある

場合があります。この調査の手法は、自分の思いというものを重要視しながら考えて

いこうという手法だと思います。貧困という定義に入るのに、自分では主観的に貧困

だと思っていないケースも、調査データとして出ています。それはそれで構造的な問

題はありますが、この調査の前提としては、こう思っている、こう整理をした、そこ

から我々は考えていこうというところから出発をしています。 

 

副会長    初めの段階では、そういう手法が大事だと感じました。 

 

委 員    調査結果の 9ページに「子ども時代の生きづらさの要因」として複数挙げているケ

ースが多く、やはり難しい問題が絡み合って、結果として今困難な状態になっている

方が多いと思います。だからこそ相談はワンストップでということにつながると思い

ますが、家庭だけで解決できない問題も多く、働き方や地域とのかかわり方など、社

会全体の問題として捉えることが大事と思います。また、ひきこもりのきっかけの中

に、進級やクラス替えがありますので、そういったことにも具体的に対応していただ

きたいです。 

スクールカウンセラーが毎月学校にいらっしゃいますが、保護者の方も話を聞いて

もらいたいという気持ちがあるようですし、お子さんも決まった時間に相談というの

ではなく、何気ない会話から気持ちが晴れることもあるので、もう少し時間の制限な

く機会を設けていただけたらと思います。 

 

指導課長   昨年までスクールカウンセラーは年間 35 回の配置だったのですが、今年度は 38

回となり、3 回だけですが増えています。スクールカウンセラーは多数校を兼務して

いる人が多く、いらっしゃる週と曜日が限定されている状況です。東京都にもう少し

カウンセラーの数を増やしてもらうことを要望することと、スクールカウンセラーに

相談できない時には、教育相談センターや電話相談もありますので、区内の幼稚園小

中学生に情報提供をしていきたいと考えています。 

 



 

8 

 

副会長    どこのカウンセラーも曜日がだいたい決まっているので、学校の中で教育相談チー

ムを作って、課題のあるお子さんが優先にはなりますが、学校に要望していただけれ

ば、いろいろな対応はできます。教育センターにも区のカウンセラーがいますので、

臨機応変な対応は可能です。遠慮なく言ってください。話を聴いてもらうことでホッ

としたり、悩みが取れることもありますし、そこから専門的な方に繋いでもらうこと

で解決に至るということもあります。足りないところは我々行政が改善の要望を出し

て対応していきたいと思います。 

皆様から頂いた意見も含めて、今日は提案された若者計画の「案」を外し、答申と

いたしたいということですがよろしいですか。 

 

事務局    皆様からご承認いただき答申となりましたので、協議会会長である副区長から区長

にお渡しすることになっていますが、本日は区長、副区長は公務の為欠席ですので、

専門委員の委員長から副会長に答申としてお渡し願います。 

 

【答申】 

 

副会長    人の内面はなかなか見えないもので、第三者がみて深刻な問題かどうかはなかなか

決められないものです。その人の立場になって聞いてあげることで、初めて少しわか

ってくるというのが現状なのではないでしょうか。人の心を理解して更にその対策を

講じていくという難しさと複雑さがあります。大勢の若者がそうしたことで生きづら

さを感じている中で、今回答申されたような施策をそれぞれに活用して、一歩、二歩

前に出ていくために、教育行政も含めて区政全般に反映できるように私どもも努力し

てまいります。長期に渡り、慎重に中身の濃い検討をしていただいたことに心からお

礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

事務局    子ども若者計画の計画書は最終確認を経て、3月末に発行の予定です。出来上がり

次第皆様には郵送で送付させていただきます。4 月以降ホームページに計画書とパブ

リックコメントの結果を公表いたします。 

 

副会長    それでは次第の 3「東京都子どもの生活実態調査 中間のまとめについて 」事務

局から説明をお願いします。 

 

事務局    【資料４説明】 

 

副会長    前回も概要について説明がありましたが、今回は中間報告ではありますが、結果が

出てきています。ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

委 員    最終的にどういう活用の仕方をされるのですか。 
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事務局    東京都は東京都の方で調査分析をし、今後の方向性を示したいと言っていました。

豊島区では、都の施策をどう使うかということもありますが、豊島区独自の分析結果

を加えて今後の施策に生かしていけたらと考えています。 

 

副会長    例えば困窮層と学力の関係を現場で理解できるかと言ったら、必ずしもそうではあ

りません。また現場でいろいろ対策は打っていますが、そこに行こうとしない子もい

ますので、そのあたりの課題もあります。様々なデータが出てきましたが、そういう

状況を自分でわかりながら自分でどうしたいと思っているか、そういうことについて

誰かと話したことがあるのかなど、施策につながる関連調査も有効だと思います。こ

うした調査は初めてのことだと思いますので、いろいろな角度から有効な情報提供に

なると期待しています。都の最終報告はどうなりますか。 

 

事務局    最終報告は4月以降に出ます。その後豊島区のデータもいただけるということです。 

 

副会長    委員の方にはお示しいただけますか。 

 

事務局    来年度の青少年問題協議会でご報告いたします。  

 

副会長    その際には、区としての前向きな提案が含まれるといいと思います。 

以上で今日の案件は終了となりますが、まだご発言されていない委員の方から一言ず

つお願いします。 

 

委 員    学校にスクールカウンセラ―が配置されて、学業以外の面での相談相手がいること

は非常に大きな進歩だと思っています。私自身は精神科医ですが、最近はスクールカ

ウンセラーに相談した経験がある若者が増えています。相談することに意義がある、

恥ずかしくないという人たちが増えてきたことは大変いいことですし、学校だけでは

なく、社会全体で相談できる人が増えるともっと相談しやすくなると思います。 

例えば生きづらさの中身を見てみると、パニック障害のためにどこにも行けないと

か、人の目を気にしすぎるとか、病気なのかその周辺症状なのか育ち方の問題なのか、

いろいろなケースがあります。発達障害ということが注目されていますが、病気とは

言えないがその周辺層の人たちに対しても社会の援助ができるようになればいいなと

思います。今回の報告書は、客観的な困難さだけでなく主観的な問題にも配慮をして

いただけるという、近未来型の報告書ではないかと思います。 

 

委 員    ハローワークは、国の行政機関として全国一律のサービスが求められますので、地

域に即した対応にはある種の難しさがあります。豊島区は住民に一番近い自治体とい

う立場で、住民の方々の声を聴いて、施策に反映させていけることは素晴らしいこと

です。ヒアリングのようなものを続けていただきたいし、ワンストップ窓口も難しい

ですが、我々もそれをつなげるような広報をしていきたいと思います。 
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委 員    大学年の娘がいますが、若い世代の動向としては、大人になりたいが社会に出たと

きの自分が想像できない、高校や大学がつまらなくなって辞めた子の行き場がないと

いうことがあります。ある子は、中途退学者の為の就職相談に行って就職先を斡旋し

てもらいましたが、3 か月しか続きませんでした。早く大人になって社会的に認めて

もらいたかったが、社会を甘く見すぎていたと言っていました。将来の夢と目標がき

ちんとあれば、やるべきことが見えてくると思いますが、一度中途半端な形で社会に

出たために、自分はやっぱりダメだと傷ついてしまい、どう励ましたらいいかと考え

ます。社会に出すための大人に育てることがどれだけ大事かを痛感しています。学校

だけの問題ではなく家庭の問題もあり、目に見えない部分もあります。これだけの大

人が豊島区の若い人の将来のために真剣に議論していることを知らせたいと思います。 

 

委 員    全てをわかっているワンストップ課の課長がいてくれればと思います。最終的に雇

用だと思いますが、後継者不足やイベント等のボランティア不足も雇用の需要につな

がると思いますので、ワンストップに来た人が雇用に結びつくと楽しいと思います。 

 

副会長    ワンストップは今回の大きなテーマであり、子ども家庭部、教育委員会も一緒にな

って考えていきながら、関連する課と全庁的に対応していくことが必要です。区でも

新庁舎ができるにあたって、ワンストップの窓口サービスとして総合窓口課を始めて

いますので、ノウハウもあります。青少年問題に特化した組織の在り方について考え

ていく必要があると改めて感じました。最後のまとめをお願いします。 

 

子ども家庭部長  皆さんのお力で「子ども・若者計画」ができました。こんな調査はどうだろう

とチャレンジしてみましたが、誉めていただいて感無量です。ワンストップについて

は、窓口が一つであればいいということではなく、ずっと寄り添っていくということ

だと思います。これから本区でも児童相談所を作っていきますが、一人のケースに対

していろいろな専門家が接し繋いでいく、最後まで見届けることが大事ですし、困難

を有する方を捕まえられるアンテナを張っていきたいと思っています。豊島区はいろ

いろな団体の方やボランティアの方が日々地域活動をやってくださっており、そうし

たお力をお借りする以外にやりようはありません。本当にありがとうございます。 

 

副会長    以上をもちまして、第 29期の青少年問題協議会第４回定例会を終わります。 

 

提出された資料等 

資料１ 豊島区子どもプラン（素案）に対するパブリックコメントの結

果について 

資料２ 豊島区子ども・若者計画（案） 

資料３ 豊島区子ども・若者計画策定に係るヒアリング調査業務報告書 

資料４ 東京都子供の生活実態調査（概要版）中間のまとめについて 

 


