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　　　　　　分科会（１）　「 青 少 年 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年１０月１９日（土）午後１時～３時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら会館３階第２集会室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター　　：　長谷川　貞夫　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクトチーム　：　新・少子化（仮称）ＰＴ

《司会》

　「いっしょに話そうまちづくりフォーラム」青少

年分科会をはじめさせていただきます。司会を担当

させていただきます、企画財政部の並木です。よろ

しくお願いいたします。

　それでは、コーディネーターの紹介をさせていた

だきます。この「青少年」につきましては、長谷川

貞夫先生にお願いいたしました。先生は市内にお住

まいで、学芸大学の教授をされております。なおか

つ、福生市の教育委員もされております。福生市の

教育につきまして多大なる貢献をされている方で

ございます。本日もどうぞ、よろしくお願いいたし

ます。それでは、先生、お願いいたします。

《長谷川》

　私は確かに福生市では、教育委員であるとか、体

育協会の関係であるとか学校教育、社会教育とお世

話になっているわけですが私は教育の専門家では

ありません。東京学芸大学に入学し、東京学芸大学

を卒業いたしました。ご承知のとおり東京学芸大学

というのは、教育がすごいのだろうなとお思いかも

しれませんが、私自身は化学をやっておりまして、

いつのまにか、福生市のおかげで勉強をさせていた

だきました。青少年というテーマですが、子どもが

生まれて年を取っていく間に生涯学習というのが

いろいろあるわけですが、家庭の教育力がかならず

しも十分ではないというところで、例えば東京では

「心の東京革命」であるとか、文科省では小中学校

に道徳の時間を設けるとか、その道徳の心は何であ

るかといった、みんなで青少年を育てましょうとい

うこと、今日はみんなでそんなことを勉強できたら

いいなと思っております。

《司会》

　それでは、本題に入ります。市の状況ですが、市

では平成 12 年度から子育て支援という形で、政策

課題別チームというプロジェクトチームで検討を

してきております。その中で今後の大きな課題とい

たしましては、6つの課題が挙げられております。

一つには保育対策、二つ目に無認可保育対策、それ

から幼稚園対策、学童クラブ対策、児童館対策、子

育て支援対策についてです。そこで、今日の分野で

ある青少年ということになるのですが、今申し上げ

ましたものは、就学以前といいますか、小さい子ど

もについての検討になります。そこで、今度は、少

子化（仮称）プロジェクトチームということで、10

月 1 日に新たなプロジェクトチームを立ち上げま

した。まだ発足したばかりですので、これからどん

な形で進めていくのかということも今後の課題で

ございます。そういう意味でも、皆さんからご意見

をいただく中で進めていけたらなと思います。町田

課長のほうからこの部分について、少子化のプロジ

ェクトとしての思いをお願いします。

最初に、今日は参加者が少数ですので、参加者の自

己紹介をお願いしたいと思います。

《Ａさん》

　長沢に住んでおりますＡと申します。現在は高等

学校の生徒を世界中から東京地区へお招きして、そ

の生徒 20 人ほどに研修をして高校へ送る。また、

日本の子どもをこれも 20 人ほどですが、世界のど

こへ出しても恥ずかしくないように研修をして世

界へ送るということをしております。長谷川先生の

ご高説をお聞きして、今の青少年の仕事に役立てた

いものですから、ここで皆さんや先生のご意見をお

聞きして勉強したいと思っております。

《Ｂさん》

　南田園から来ましたＢです。最近、幼児の知的障

害と健常児とのちょうど間のお子さんが増えてい

るということと、20 歳でうつになる青年が多いと

いうことでそれに関心がありますので、お話しを伺

いたいと思い参加いたしました。よろしくお願いし

ます。

《ＰＴ新居》

　新居と申します。私は福生の中央図書館に勤めて

おります。私は今回の 10 月から始まったプロジェ

クトに参加しておりまして、いろいろと考えてみた
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いと思い今日は参加しました。よろしくお願いいた

します。

《Ｃさん》

　ＰＴＡ会長をしておりますＣと申します。子ども

が中学生ということで勉強をさせていただきたく

思い、参加させていただきました。よろしくお願い

します。

《ＰＴ高山》

　福生市の保健センターで保健師をしております

高山と申します。私も 10 月からプロジェクトに入

りました。今日はいろいろ教えていただきたいと思

いまして参加しました。普段、保健センターで仕事

をしていて思うことは、２～３年前からなのですが、

若年層の妊娠出産が目だっていることがうちの職

場でも課題となっております。よろしくお願いしま

す。

《Ｄさん》

　Ｄと申します。福生第３小学校に勤務しておりま

す。わたしはあきる野市民なのですが、ほとんど福

生市民のような感覚で毎日を過ごしております。大

切なお子さんをお預かりし、未来の福生を創る、世

界に羽ばたいていくような、そういう人を育てなけ

ればいけない場である学校教育を預かっておりま

す。そういうことで、今日は長谷川先生に教えてい

ただき、また直に市民の方々の意見を伺い、またこ

ちらの考えも聞いていただきたいと思い参加しま

した。

《Ｅさん》

　福栄地区で青少年育成委員会の地区委員長をや

っておりますＥと申します。青少年の地区委員長と

いう形で、地域の子ども達といろいろな行事を行い、

また少年野球のコーチもやっている関係で青少年

の育成に関することには関心を持っております。そ

れで、自分の子どももそうですが、福生の子どもと

いうか近くにいる子ども達にもなるべく多く関わ

っていきたいと思っております。今日は皆さんの

色々な意見を聞きながら勉強したいと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。

《ＰＴ真野》

　福生市の保育園に勤めております、保育士の真野

です。私も１０月から少子化のプロジェクトチーム

に参加しています。普段は１歳から５歳の子ども達

と毎日生活しております。楽しい毎日ですが、最近

は青少年の犯罪など耳にすることが多くて就学前

の子ども達を扱う私達の責任は重大だなと感じて

います。今回は先生をはじめ、色々な方のお話しを

聞きしたいなと思い参加しました。

《Ｆさん》

　Ｆと申します。Ｅさんと一緒に青少協の地区長を

やっております。子どものことに関しては、地域の

中にいて思うのは社会のいろいろな問題が一番弱

い子どもに出るということです。子どもに関してい

ろいろなレベルできちっと捉えていないと、またい

ろんなものが地域でできない限り、その国の未来は

危ういものになってしまうのではないでしょうか。

そんなおおげさなことでなくても、子どもは好きで

実際、委員とかをやっているのも子どもからエネル

ギーをもらっているのでできるような気がします。

で、行事とかいろいろな形で関わっておりますけれ

ども、常に人と接したときにはいただくものは大き

いかなと思い、今日はお話しを伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。

《ＰＴ町田》

　社会教育課の町田と申します。よろしくお願いし

ます。私はこの４月から社会教育課へ来たものです

から、青少年を語れと言われましても、なかなか語

れないと思います。ただ、行政側で対応している、

あるいは対応していかなければいけない部分のお

話しはできるかと思いますので、よろしくお願いを

したいと思います。

《司会》

　ひととおり自己紹介をいただきました。ありがと

うございました。それでは、市の取組みをまずお話

しします。市の取組みは、以前の子育て支援のプロ

ジェクトは青少年ということとは少しかけはなれ

ております。そこで、新たなプロジェクトが立ち上

がりましたので、リーダーである町田課長から今後

の思いですとか、皆様方への問題提起も含めてお話

ししていただけたらなと思います。

《ＰＴ町田》

　１０月１日付けで、新少子化（仮称）プロジェク

トチームを立ち上げました。以前の子育て支援とい

う形でのプロジェクトチーム、これは福祉関係が基

本になったプロジェクトチームということで福祉

の視点で捉えた内容になっています。今回の新少子

化プロジェクトチームはもっと広い意味で子ども

に対してどういう関わり方をしていけばいいのか

という視点から、福祉に限らず子どもと関わってい

る分野からそれぞれメンバーを集めまして、いわゆ

る生涯学習という視点で広く捉えた中で、生まれて

きたお子さんが青年になるまでの関わり方、いわゆ

る家庭、親の義務とか地域の関わり方ですね、互助

という形になると思いますけど。自助、互助、公助

といったことの体系化をしていこうということか

らこのプロジェクトチームが発足したわけです。ど

ういうことかと申しますと、現在、市でも子育てに

関する事業をいろいろ実施しているのですが、市民

の方がどこへ行けば適切なアドバイス等を得られ

るのかまったくわからないというご意見があった

のですね。行政側としてもここへ行けばこれだけの

ことがわかるということを明確化する中でＰＲし

ていこうとことから、このプロジェクトチームが発

足したわけです。先ほども言いましたように、10

月1日に1回目の顔合わせ的な会議という形で開催

いたしました。ですので、まだどういう検討をして
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いるというお話しはできませんけれども、一応動き

としては、まず家庭としてやるべきこと、親の義務

ですね。それと地域がどの程度関わっていくべきか

ということ。あるいは市としてどのような支援、ま

た支援しなければいけないもの。その辺のところを

きちっと整理していきたいと考えております。以上

です。

《司会》

　新しいプロジェクトについて、今、リーダーから

お話しがありました。行政というのは仕事が縦割り

になってしまっているので、その部分を横につなげ

た一貫したものが必要ということから、プロジェク

トもメンバーが１２名で、児童福祉課、健康管理課、

学校事務、社会教育、公民館、図書館、学童クラブ

等の職員で組織されています。これを横につなげて

いろいろ検討をしながら、縦割りを横割にした体系

化やネットワーク、そういったものをつくるべきで

はないか。これは非常に難しい部分があろうかと思

うのですが、その辺りをこれから取り組んでいくと

いうことであります。

《長谷川》

　実はこのフォーラムを計画するにあたって、並木

企画財政部長（司会）が各部、課へ出した文章があ

ります。今日の参加者の皆さんにこれを紹介したい

と思います。とってもいいことが書いてあります。

「新少子化（仮称）プロジェクトチームについては、

少子化については今まで児童福祉課が中心となり、

主に保育施策についてプロジェクトチームで検討

を行ってきましたが、新たに視点を変えて子どもを

広い範囲で捉えた市全体で取り組む体制を構築す

るためのプロジェクトチームを構成することにな

りました。」とこのような文章を見せていただきま

した。今日参加している市民、私も含めて大変ラッ

キーで、これから市がやろうとしている方向を私達

の提言でいけるのですよ。ここに青少協だよりがあ

りますが、これは１０月１５日に配られたばかりの

ものなのですが、「東京都の区市町村で心の東京革

命行動プランを推進しています。」と書かれていま

すが、ここに書いてあるのは、「家庭への期待」「地

域への期待」「学校での期待」要するに家庭と地域

と学校が三位一体となって、三つがうまく連携して

子育てをやっていこうということなのです。ある私

立学校の先生と話していたときに理科の実験の話

しになり「お子さん達、けがさせたら大変でしょう

ね。」と聞くと、「いや大変なのですよ。」と予想

通りの答えでした。どう大変かというと、ご父兄が

直ちに飛んできて誤るそうです、学校に、先生に。

「うちの家庭では、まだしつけが十分できていな

い」と。すなわち先ほど言ったように自助、自らを

守るという、そういう教育が家庭教育としてのひと

つの理想だと思っておられる。ある意味では戦前の

日本のいい面であるかもしれない。そういう一面も

今、少し欠けてきていると考えるとすると、どうし

たらそういう心になれるのかというあたりのこと

を一つの視点にして、これは誘導的ですが、自分を

守るというためにはどうしたらいいかという視点

で市民の方から考えてみたい、公の方はそのことも

そうなのですが、人に迷惑をかけない、あるいは他

人として公として守るべきにはどうしたらいいか、

たぶん教育の育とは育つと書いてあるけれど、実は

我々は生物ですから、生物体を守ることが第一なの

ですね。そんなことであろうかと思うのですが。そ

の視点からご意見をいただくというのはどうでし

ょうか。私の意見はおかしいということでも、賛成

ということでも。

《司会》

　その辺で、町田さんはいかがですか。今のお話し

は。

《ＰＴ町田》

　基本的には、先生のおっしゃったとおりで、これ

は防災の意識と同じですよね。まず自分で自分の身

を守るという。これは非常に大事だと思います。た

だ、やはりそうは言ってもという部分はあるかと思

います。なので、そうは言ってもという部分も捉え

ながら進めていきたいという思いです。まさに、先

生がおっしゃった通りだと思います。

《司会》

　今、先生のお話しがございましたが、これに関連

して何かご意見のある方はおりませんか。

《ＰＴ新居》

　先ほどの私学の話しで、自分の子どもがけが等を

した場合、親の方が謝っていると。ちょっとびっく

りしました。

《長谷川》

　私もびっくりしたのですね。例えば、ナイフを使

うとします。このナイフの使い方は家庭教育だとい

うことです。学校でもやりますけれども、今はどう

でしょう。ナイフなんか持たせないですね。

《Ｄさん》

　そうですね、タイミングですね。使うこともあり

ます。
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《長谷川》

　私、学校へ行って、彫刻刀を使っているのを見て

怖くてしょうが無かったですよね。けがをするに違

いないと思うのだけれど、けがをしないのだよね、

子どもって。でも、けがをしないように教えるのは、

学校と家庭のなかですね。でも、家庭では彫刻刀は

一般的には使いませんから、それは図工なら図工の

授業の時に習うのですね。要するに場をちゃんと見

ろということなのです、先ほどの親は。「うちの子

は場を見られるようにしているはずなのに、まだで

きていない」と。もちろん学校にも当然責任はある

わけですよ。全てが家庭の問題だと申し上げている

わけではないし、そういう風に聞いたわけでもない。

《司会》

　他にどなたか。Ｄさんどうですか。

《Ｄさん》

　私のテーマは、自立という言葉がキーワードです。

子ども達に望むことは、自分で自分の力で生き抜い

ていける子どもに、そういう人に育って欲しいとい

うことです。それで次は自分らしく心豊かにという

こと。まず自分で生きていく、自立心を植え付けて

いくということが、本校のテーマでもあるのです。

自分で自分を守るということは自立の第一歩です

から、それからまず自分の事は自分でしましょうと

いうこと。そして、自分の事を大切にしている子ど

もというのは、よく言われているように相手のこと、

お互いが大切な存在だとわかっていくのだと思い

ます。私はこの自立という言葉にこれからもこだわ

って教育をしていきたいと思っているし、子ども達

は親御さんから離れて一人で生きていく、そういう

力を学校で学ぶ中でつけることが、まず必要なので

はないかと思っています。

《長谷川》

　日本の子どもに比べて、外国の子どものほうがし

っかりしているとそういう評判があるそうですが

どうでしょうか。

《Ａさん》

　私ども、子ども達が世界中から来るのを見ていま

すけれど、これは子ども達を受け入れてくれた学校

の教頭先生が言っていたのですが、「皆さんの前で

言いづらいけれど、自分の所の子どもと比べて、外

国から来た子ども達は、非常に行儀、マナーがいい。

あと自立心が強い。うちの子ども達にはこの面が欠

けている」と。他の学校の先生方も、外国の子ども

達のほうがしっかりしていますねと言っておりま

す。そういうことだと、やはり教育や親のしつけが

欠けているということなのでしょうか。

　この前、文科省の方から学校評議員制度があると

聞きました。私はそういう制度があるとは知りませ

んでした。あと、学校へ講師として派遣するための

名簿を市町村の教育委員会へ提出しろとも言われ

ました。私達の中央ロータリークラブには 45 人の

メンバーの中で医師が 15 人いるのですが、医師と

してできることであれば講師として派遣する、私に

もできることがあればボランティアでやるように

と言われています。

　それから、学校の先生、生徒に私達の職場、会社

を経営している方、老人ホームを持っている方等い

らっしゃいますがその仕事を体験してもらうため

に事業所を開放しろと、もし開放できるのならば先

生や生徒に職場、仕事を教えて欲しいとも言われて

います。この様な制度を私は知らなかったのでお聞

ききしたいのですが。

《長谷川》

　学校評議員制度、これは文科省が各学校の地域の

方々からのバックアップをもとに学校を運営して

いきなさいとのことで、まだ全国全ての学校には行

き渡ってはいません。福生市は東京都の中でも比較

的早い時期に、完全なボランティアによる学校評議

員制度ができました。

　特に学校運営に対してより理解を求め、その方々

のご意見をうまく反映、あるいは校長は意見の反省

をし、それをより良いものにして学校運営をしてい

こうとこれが学校評議員制度です。そして今、文科

省が言ってきているのは学校評議員に評価も加え

たらどうかということです。それから地域の人達の

職場であるとか講師、これも同じ意味でありまして、

要するに地域のいろいろな活力を学校教育に生か

しなさいというものですね。

《司会》

　今、Ａさんから青少年の育成というお話しもあり

ましたが、その辺で親のしつけとかＦさんどうです

か。

《Ｆさん》

　今、Ｄさんから自立というキーワードが出たので

すが、私はポイントになるのが自分の位置だと思っ

ています。ですから、自分の位置がどの位置にある

のかということをその子ども、あるいは自分自身知

らなければならない。知ってはじめて、ここが足り

ないからこうしようとか、わからないから調べよう

とか、いろいろな方と話したり、いろいろな機会に

出て行かないと自分の位置はわからないですよね。

例えば、今車社会で、家族で出かける時は車で行き

ますね。車の中は自由で、飲み食いしたりします。

そういうことで電車に乗ると、子どもは同じ感覚で

やりますよね。ですからきちんと電車にも乗せて、

こういう時はこうしろと教えなければいけない。今

は公私というのが昔以上にわかりにくい形になっ

ている。能率とか、一人の人権とかそういうことで、

分け隔てというのが意外となくなってきている。だ

から、それに惑わされてきちっと教えていないこと

がいろいろありまして、その辺が自分の位置がわか

らないで、自分はこんな位置だと思っていたら、と

んでもないこんな位置だったということがあるわ

けですよ。ですから、その位置を子ども、青少年に

はきちっと教えてあげる。そのためには、いろいろ

な機会でいろいろな方と異世代の人とも接する機
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会を設けて、あるいは先ほどのナイフの使い方でも

実際ナイフを使える子どもと使えない子どもがい

るわけですよ。で、使えるようにするには、どんな

ことでもそうですけど、物事は日常化しないと。一

つ一つ毎日やることを子どもに与えて、子ども達が

自分の身体を使って、生きている実感みたいなもの

をどこかで感じるものがないと、子どもはいきいき

しないなと切々と感じています。あと、昔はお母さ

んが具合の悪い時はおばあちゃんが代わりに食事

を作れたのですよ。ところが今はお母さんの具合が

悪くなった時にどうなるかと言うと、お父さんは仕

事で、子どもはコンビニ等で外食という形ですよね。

少子化というのは常に自分の代わりがいないとい

うことなのですよね。また、少子化というのはいろ

いろな問題が凝縮した形で現れていると、子どもの

世界でも今までは親には言えないけどお兄ちゃん

には言える、母親には言えないけどおばあちゃんだ

ったら言えると。家庭の中でもどこかに緩衝材があ

ったのですが、三角形みたいに。親と子との間に何

もなくて、その関係がうまくいかないと子どもは持

って行き場がない、地域でもそういう人がいない。

自立ということを考えた時に自分の位置をきちっ

と教えていくことで、子どもなりにその位置を認識

してくると子どもは絶対自分でやりはじめます。自

分から意識を持ってやらないと習得できませんか

ら。子ども達がいろいろな世代の人達と関わりを持

ったり、接触したり、またいろいろな場面を体験さ

せてあげたいなと思っております。

《司会》

　今、話しの中で「地域」ということが出てきまし

たが、Ｅさん、今までの経験の中で何かありました

らお願いします。

《Ｅさん》

　先ほどからお話しがあるように自立という問題

に関して、今年の８月に１泊２日で近所、地区の中

にある公園で、小学校１年生から６年生まで７０名

ほど参加してキャンプをやりました。自立という面

では親のほうが自立させていないというか、親が自

立していないケースがあります。キャンプでは食事

の買い物から各班ごとに自分達でやらせました。お

店の中では自由に１班２,０００円でカレーの材料

を買うようにさせましたが、一つの班がカレーのル

ーを一箱しか買ってこなかったのですね。大人の目

から見ると、食材や水の量からカレー粉は足りない

だろうなと思うのですが、薄いカレーを食べて「し

まった、この量だともう一箱必要だった」と感じる

のも勉強かなと思って僕は黙っていたのですが、そ

の班のお父さんの一人が「絶対足りないから、私に

買いに行かせて」と言い出して一悶着ありました。

これも勉強だし、本人達が気づいて買いに行かせて

欲しいと言い出したのならともかく、各班同じ金額

を使い切って帰って来たのだから、やらせてみたら

ということを言ったら、「絶対足りないから買いに

行かせる」と言うので、これは主旨に反するので、

今回は見守っていてくださいと言いました。このこ

とからも、出来上がって答えが出る前から親のほう

で「これは絶対失敗だから」とか、「これを足して

みなさい」という対応をしてしまうと実感として子

どもに身につかないのではないかなと思います。危

険を伴う失敗は事前に食い止めるべきべきだと思

いますが、今回のような失敗はどんどんやらせてみ

て覚えていってもらいたいなと感じました。

《長谷川》

　待つ教育という、保育園から大学、大学院問わず、

ありとあらゆるいわゆる教育という場面では、いか

に待てるかということなのです。また、待つタイミ

ングをどうするのか。

Ｂさんに質問したいのですが。今、関心を持ってい

る分野でこういうことがあったらいいなというも

のはありませんか。

《Ｂさん》

　情緒障害児だとか、知的障害ではないのだけれど

そのような子だとか、うつの青年とかは自分の事が

できないのだろうと思っていてどういう対応をし

たらいいのか、ちょっと勉強したいと思って今日は

参加しました。

《司会》

　今のお話しを受けて、高山さん何かご助言はあり

ますか。

《ＰＴ高山》

　私は普段仕事をしていて感じるところがありま

して、それをお伝えできればなと思います。乳幼児

期の健診だとか予防接種でお子さんが一度に多い

ときは１００人くらい集まることがありますが、集

まる場で親子を見ていて子どもを叱れない親がい

ます。子どもが危険なことをしているのですが、事

故に至る前に未然に食い止めなければいけないの

に危険なことも区別できなくて、あまりにも私達が

見るに見かねてお母さん達に注意を促したりする

と、何故危険なのかそういうことも教えられなくて

「この人が怒っているからやめましょう」とか、そ

ういう伝え方しかできないお母さん達がいて気に

なっているのですね。あとは、人がたくさん集まる

場で、若いお母さんとかが自分の座っている隣に自

分の荷物を置いたりして、これを下に移動させれば
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もう一人座れるのにと。こういうことも伝えてあげ

ないとできないお母さんが多くいたりして、こうい

うことを私達が声を出して伝えていかなければい

けないのかなとつらい部分もあるのですが。簡単に

言うとお母さん方が自己中心的な感じというのが

すごく目立っているのですね。人はどうでもいい、

自分達さえ良ければいいといったところがあった

りして、子育てをするお母さん達にどう伝えていっ

たらいいのかなと職場の皆で悩んだりもしていま

す。あと、子育てはずっとつながっていくもので、

少子化とか核家族化で自分の家には子どもと両親

と、子どもも一人という場合がとても多くて、私達

は市の保健師として社会福祉協議会で町会ごとに

地域で活動しているボランティアさん達の会に出

向くこともあるのですが、主に活動されている方々

は高齢者に視点を置いているのですが、ある地区の

方は高齢者だけじゃなくて地域の人は皆同じだと。

高齢者だけではなくて子育てをするお母さん達に

も関わりたいと。で、お母さん達に子どもとの遊び

方を教えたいとか、自分達がやってきた子育ては時

代が違うからいいこと悪いことがあると思うが、自

分達がやってきて良かったと実感できるものを伝

えていきたいという、地域で暖かい目で見守って活

動をしている方々がいるということは、私達も助け

られているなと感じています。そういう地域がどん

どん増えて地域で助け合う互助というのですか、家

庭内におじいちゃんおばあちゃん世代がいなくて

も地域でおじいちゃんおばあちゃん世代が、町で会

ったときに気軽に声をかけたりだとか、遊び方を教

えたりだとか、そういう関わりができるというのは

うれしいなと思います。

《長谷川》

　高山さんの話しの中にたくさんのヒントがあっ

たと思うのですね。一つは、子育ては環境と同じで

循環型だと。生涯学習の基本構想を策定する際に考

えたものは、それが育ちあがったらその人が次はリ

ーダーになる。また次を育てていく、そういう循環

がうまくいけば、いろいろな所へ貢献ができる人材

バンクを市が常に持っていることになりますよね。

このテーマだったらこの人にまかせればいいのだ

と。そういうことを構築していく一つのものが出て

きたのかなと感じました。

　あと、人に対して注意するという点で、アメリカ

から来た人のマナーが良いというのは、アメリカの

学校というのは、日本でいう戦前のような財閥がた

くさんあるところですからゆとりを持ったお年寄

りがたくさんいて、学校へ入り込んでいるのですよ

ね。で、廊下を走ると怒るのです。

《Ａさん》

　でも、世界中ですよ、来ている人全員。ドイツ、

フィンランド、フランス、たまたま今年は生徒がい

いのかもしれませんが。

《長谷川》

　一方で日本のいいところは、どういう職業を持っ

ていても皆目が輝いているのですよね。階級制度が

もっともない国だと思っています。全員が同じ目を

していられるのですよ。それぞれが１００％大好き

な職業に就いているというのはめったにないです

けど。

《司会》

　今、Ｂさんのお話しに関連して、高山さんから子

どもを叱れない親というお話しがあったと思うの

ですが、親として中学のＰＴＡとしてＣさんいかが

ですか？少し、高学年からの視点でお願いします。

《Ｃさん》

　ＰＴＡの役をやるようになって、講演会やこのよ

うな会に出る機会が多いのですが、その度に話しの

中で出てくるのが、家庭のしつけの話しです。少し、

しつけから話しがずれてしまうのですが、私がいつ

も思うのは、生まれてくる子どもは皆一緒ですよね。

その子がどう育っていくのかというのは家庭であ

り、もっと大きくすると社会情勢とか環境とかで、

子ども達は変わっていってしまう。それで、今、ち

ゃんと育っていない子どもが問題になって、今の子

ども達はとこういう場所で議論されると思うです

が、一部だと思うのです。本当は、家庭のしつけが

ちゃんとできていて、そういう子の方が多いはずな

のですよ。でも、一部の子達が目立ってしまうから

「ああ、今の子ども達は」と総括りで言われるのか

なと思うのですが、私達の代も子どもの時に親の代

の人達から「ああ、今の子ども達は」と言われたの

だと思うのですよ。だから、時代時代で子ども達も

変化してしまうというのは仕方ないのかなと思い

ます。今の子ども達をああだ、こうだというよりこ

れから子ども達をどうしていくかと考えた時に、気

付いた人が気付いたことを言ってあげることしか

ないのではないかなと思います。最近、子どもに声

をかけられない大人が多い。「だめよ」と叱るのは

勇気が要りますが、その前に「ねえねえ何をしてい

るの」とちょっと声をかけることができない大人が

多い。この時代に共に生きていて「私達の時代はこ

うだった」とか子どもに言うと、子どもは「時代が

違うよ」と言いますが、本当にそうだと思うのです

よね。時代が違うと思うのです。考え方も違ってき

ている、違う世代の人達とは生きた時代も違うし、

意見なども全く違うのは当たり前のことで、では、

それをどうしたらいいのかと言ったら話し合うこ

となのかなと思います。何かあったときにも親子で

話し合うとか、地域の人達と話し合うとか、学校と

家庭とで話し合うとか。話し合いが大切かなと思っ

ています。

《Ｄさん》

　少子化プロジェクトチームを福祉関係の視点と

同時に子どもに対して広い視点でつくられたとい

うことですごく期待しています。今、高山さんから

の話しの中にもありましたが、地域で高齢者対象の

もので福祉センターってありますよね。福祉センタ

ーというと私達も高齢者のケアというイメージが
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浮かぶのです。だけど、それと同じような子どもセ

ンターとか、少子化というのはこれから子どもが育

ちにくいという状況も出てくるでしょうから、そう

いう点で「子どものことはここへ行けば」という場

所が、教育委員会にも相談室がありますが、市の行

政の中でもできればいいなと思います。プロジェク

トの中で具体的な検討が進めばいいなと思ってお

ります。

《長谷川》

　文京区あたりでは、コミュニティセンターと学校

が融合しているのですよね。土地が無いということ

をうまく利用していますね。学校の土地を利用して、

上層階だか下層階をコミュニティセンターや両親

などが集まれる場所にしています。そういうのも一

つの施策だと思うのですね。子どもと大人が一緒に

集えるというのが難しいのですよね。ハード的には

空き教室が増えているということを考えると学校

の数を減らすのではなくて、学校はそのまま残すの

だけれどある部分は地域に開放するとか、それも一

つの施策ですからね。これからはアイディア勝負で

すからね。福生市が近隣の人達よりも意識レベルが

高くて、ディベートがきちんとできてということで

あるならば将来どんな状況になろうとも福生市に

住んでいる私達は幸せかなと思います。

《司会》

　それでは、真野さん。その点も踏まえて、委員と

しての抱負などをお聞かせください。

《ＰＴ真野》

　就学前の場合なのですが、福生市では市立、私立

合わせて保育園が１２園あり、子育て支援をやって

います。地域で分けて３箇所、健康センターと熊川

体育館と福祉センターに１２園の保育士が分かれ

て、月２回水曜日の１０時から１１時１５分と時間

は短いですが実施しています。今、育て方がわから

なくて子どもを産んでしまって、どうしたらいいか

わからないお母さんが多いです。そういう方の知恵

にもなるようにということで、いろいろなおもちゃ

を出して親子で一緒に遊んでいただいたり、なかに

はお母さん達が何回か会っているうちに友達にな

って、お母さんだけで集まっておしゃべりしたりと

か子育ての話しをしたり、また子育てでいろいろ悩

んでいるお母さん達には声をかけたりという活動

をしています。最近は参加してくださる親子が多く

なってきて、これからも工夫してやっていきたいな

と考えております。

《長谷川》

　福生市にはハードは何でもあると。私の個人的な

見解なのですけど、何でもあるということは何でも

中途半端だと。（笑）要するに小さいのはたくさん

あるという感じですね。例えば、Ｄさんが言われた

ように教育に関する、少子化に関する総合的な会館

をゆったりとした感じで造ってみるといかがかと

いうことも今日の思いの一つとしてあります。ハー

ドがないと絶対ソフトはありえない。ハードが充実

しないとソフトは充実しない。だからハードは半分

批判で半分誉めているのですけど。

《司会》

　一通り、ご発言いただきましたので、是非、これ

だけは言っておきたいと思う方ありますればお願

いいたします。

《Ｅさん》

　僕もＤさんと同じようにで少子化プロジェクト

に期待を寄せています。批判ではなく体験談ですが、

先日、３小の運動会が平日に行われました。自分の

妻も僕も休みを取って出たのですね。平日なので運

動会の後に仕事に戻らなければならず、子どもが２

年生なので学童へ行かせました。僕は仕事に戻ろう

としたら、子どもが帰ってきて「学童に誰もいない」

と。「公園に行ってくる」という書置きだけあって

誰もいないと。それで、公園まで車で送っていきま

したが、児童を預かる機関なのに横の連携が取れて

いない。学童は社会福祉だと、学校は教育委員会だ

と、市民から見たら同じ子どもを扱うのに部署が違

うということで連携がうまく取れていないという

のはすごく不自然に感じます。それで縦割りの行政

の横をつなげるというのを聞いただけで、僕はすご

く期待を寄せておりますので、何としても横のつな

がりがとれるネットワークを構築していただいて、

情報の交換と連携を少しでもスムーズに取ってい

ただけるようになればいいと思います。同じような

ことで疑問に感じている方もたくさんいらっしゃ

ると思います。

《長谷川》

　行政の方は一般にものすごく有能なのです。すな

わちある部署にきて、３日たったらもう何年もいる

ような顔をしているのです。忙しい役所であればあ

るほどそうなのです。そういう意味では仕事への対

応のスピードは他の職場では類を見ないと思いま

す。ただし、後は人間性なのですよね、いくつか経

験していれば、ある窓口に行った時に「それは向こ

うですが」ということでそこへ連絡してくれるかど

うかなのです。それが「そこへ行ってください」な

のですよね、これはまだいい方です。本当はそこへ

連絡して、簡単にわかることならば聞いてあげます

よという市民サービスをやってくれればいいのだ

けれど。一番悪いのは「それはうちの課ではありま

せん」という対応なのですよ。市民も心の東京革命

は必要なのだけれど（笑）、役所も心の東京革命が

必要かなと思います。

《ＰＴ町田》

　いろいろご意見をいただきましてありがとうご

ざいました。いくつかこの中で、可能かなとか難し

いかなというのがこれからつめていく中では出て

くると思いますが、基本的にはどなたも納得するよ

うな市の窓口にしていきたいという思いはありま

す。そのためにこれからきちっとプロジェクトチー
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ムでやっていきたいと思っております。そういう意

味では今まで縦割りという部分がすごく強かった

のですけれど、Ｅさんが言ったように窓口の連携で

すね、この部分をきちっと捉えていかないとなかな

かうまくいかないだろうなという思いはあります

ので、その辺を重要視しながらこれからプロジェク

トをやっていきたいと思います。それと、連携もそ

うですが、Ｄさんが言われたように「ここへ行けば

これだけのことがわかる」という場所は必要だろう

なと考えております。これは以前の子育て支援プロ

ジェクトの時にも、報告書の中に「子育て支援セン

ター」という言葉が入っています。それを福生市が

設置していくのかどうかはこれからの話しなので

すが。

《Ｄさん》

　せっかく造るのであれば、例えば、ひきこもり等

の方の活動場所やそのような空間も備えた総合的

なものを目指していただきたいですね。

《ＰＴ町田》

　そこまで可能かどうかわかりませんが、必要性に

ついては十分感じています。

《Ｆさん》

　今、教育委員会の相談室も実際には機能していな

いですからね。中には行く人もいますが、なかなか

教育委員会の２階までは行きづらいですから。一番

の問題は行きたくても行けない人がいっぱいいる

点です、特に福生市、地元に住んでいたりすると。

ですから、青梅市の相談室に行ったりするのです。

私などは話しに行きますけど、問題を抱えていたり

する人はなお行きづらいというのはあると思いま

す。学校の相談室は現場なので、まだ学校内で相談

に乗ってもらえるのだろうけど。やはり行きやすい

雰囲気は重要だと思います。ただ相談する部屋があ

るというのではなくて、フロアで一緒にゆっくりで

きるようなスペースがあるのがいいのではないで

しょうか。行きやすい状況や実際に困っている人の

立場で物を考えていただいて、ハードはどうでもい

いのですが、行きやすい雰囲気、対応をしてほしい

です。相談に来た方が、意を決して来たのかもしれ

ないのに対応次第では、もう行きたくなくなったと

いうこともあるのですから、困っている人がいると

いうことを原点にして、ハードのことも含めて考え

ていただけたらなと思います。

《長谷川》

　福生市が教育に対してどれくらい気を使ってい

るかということですが、気はきっと使っていると思

いますが、違うものも使っていただきたいとそんな

思いですね。Ｆさんがおっしゃられたように教育相

談室は、機能はしているのですが、テスト部屋みた

いですからね。

《司会》

　確かに教育相談室は一般の方は入りづらい感じ

かもしれません。

《Ｆさん》

　ほとんど来ていませんよね、現実的には。ドラマ

の見過ぎかもしれませんが、教育委員会というと敷

居が高い感じがします。なかなか入る事ができない

というか。

《司会》

　Ｂさん、何かありますか。

《Ｂさん》

　お願いがありますのは、道周辺にべったりと座っ

ているような中高生の方、ゲームセンターに入り浸

っているような方が行きたくなるような、このよう

な子ども達が気楽にスケートボードなどで遊べる

ような所があったらいいなと思います。事故とかけ

がとかも子ども達の自己管理で遊べるようなとこ

ろがあったらいいなと思います。

《長谷川》

　以前、市内にスケートボードの場所を設置するよ

うに提言しようかという話しが出たことがありま

した。ただ、そこへ来る子はいいのですが、駅前で

やる子は誰かに見てもらいたいのですよ、座ってい

る子もそうです。ある種の自己顕示なのですよね。

《Ｂさん》

　うちの前がきれいに舗装されまして、その前で中

学生がスケートボードで遊んでいたのですが、誰か

に何か言われたのか見かけなくなりましたので、遊

べる場所があればいいのになと思ったのです。南公

園とか中央公園とかきれいな公園はあるのですが、

もうちょっと羽目をはずしてもいいような公園が

体力増強にもなりますのであったらいいなと思い

ます。魅力のある公園ならば、子どもも集まるよう

な気がして期待しているのですけれども。

《Ａさん》

　小金井公園になんかはありますよね、すごい施設

が。子ども達が健康的に遊べるような。

《長谷川》

　福生の子育てがどこへ向かうのかですよね、施策

を考える人達にとってはね。私達、個々の市民にと

ってはこういうのがいいというのがありますけれ

ども。３、４年前に優秀児教育をやったらいいとあ

る場で言ったら、それはタブーであると。それから

１年後にスーパーサイエンススクールだとかスー

パーイングリッシュスクールだとかが、文科省から

出たとたんにタブーでなくなったのですね。今まで

の考え方は全体を平らにしていこうという教育で

すね。今度は才能を伸ばしていこうという教育です。

今、身体を動かしていくことで、スケートボードで

競技として日本一、世界一を目指していく、あるい

は体力づくりとして取り入れていく。市としてはス

ポーツ振興課のひとつの考え方で、もうひとつは市
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民からボランタリーでスケートボードを教える指

導者が出て、子ども達を集めてそして体育協会に入

っていただく、このようなものがないと案外市が指

導してもほとんど踊らないのですね。このフォーラ

ムがそうです。私、失敗すると思ったら意外とよく

来てくださるのですが、それでも市民の何パーセン

トの方が来てくれているのでしょうか。施策として

取り組むのは難しいですが、提言として言っておく

のはスケートボードに限らずトータルな施策の中

には入っていくと思います。

《司会》

　今の会場の設置については、既に議会でも質問が

出ております。公園の中にスケートボード場を造っ

たらどうかとかフットサルのグランドを造ったら

どうかなど。ただ、場所と時間とお金の問題があり

まして。しかし、全く検討していないということで

はありません。

今日は、皆様方から貴重なご意見をいただいたと思

います。こう言うと失礼かもしれませんが、新しく

始まったプロジェクトチームの第２回目の会合だ

ったのかなとそんな思いがいたしました。ありがと

うございました。慣れない司会でまとめができず大

変申し訳ないのですが、先生に最後に一言お話しを

いただきまして、お開きにさせていただきたいと思

います。

《長谷川》

　せっかくですから、市のプロジェクトチームの会

合に何回かに一回、今回お集まりの皆さんにお声を

かけていただいて、拡大プロジェクトチームを開催

されるのはいかがでしょうか。ということで、皆さ

ん、今日は失礼いたしましたが、いろいろな意見が

出てプロジェクトチームにとっては幸せだったの

ではないでしょうか。

《司会》

　これで、青少年の分科会については終了させてい

ただきます。ありがとうございます。

―　終了　―


