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（参加者は、各自「呼ばれたい名前」を名札として作成しています） 

【広報課長】 

 皆さん、こんばんは。ただいまから「区長と区民のダイアローグカフェ」を始めさせていた

だきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 初めにぴろりん（区長）から御挨拶させていただきます。 

【区長】 

 皆さん、こんばんは。 

 今日はお集まりをいただきまして、ありがとうございます。この区民と区長を語るダイア

ローグカフェというのは、もう何年になりますかね、コロナで２年できていなくて、14回目

で、何回も参加されている方は毎回同じ話になりますけれども、何か目的があって特定のこ

とを区長に伝えたいために集まると、伝える手段というのはもうこれだけネット社会になっ

てくると、区民の声だとか今いろんなのがあって、むしろ目的を持たずに何かみんなでいろ

んな会話の中からヒントを導き出して共にできるようなことが見つかって、目的はなかった

んだけれども、ゴールができちゃったねみたいなものをつくりたいなという思いでこの会を

続けていますので、今日もフラットに皆さんといろんな意見交換ができればと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

【広報課長】 

 では始める前に確認事項を何点か御説明します。 

 本日の対話の内容については、区民の皆様に要点記録として情報提供するため、録音をさ

せていただきますのでよろしくお願いします。御了承ください。ただし、発言者のお名前な

ど個人情報は除いて作成いたします。対話では忌憚のない御発言をいただければと思います。 

 また写真も撮らせていただきますが、配慮が必要だということであれば後ほど申し出ていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは対話に入ってまいりますが、ファシリテーターのノブさんを御紹介させていただ

きます。 

 ノブさんは文京区根津で長年にわたって地域に住む方が気楽に対話する場をコンセプトに

したカフェを経営されていらっしゃいました。 

 文京区が開催したイベントに御登壇いただいたことをきっかけに平成25年度から区長と区

民のダイアローグカフェの企画をノブさんにお願いしております。 

 現在では、医療現場で働く方たちを対象にした対話を生かした研修や講演活動を広く展開
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されています。紹介は以上です。 

 最後に会場の御紹介をさせていただきます。 

 皆さんと一緒に御参加いただきます○○様、虎薬局さんは今回ノブさんがダイアローグカ

フェを行う場所を探していたところ、お声をいただきまして、開催の運びとなりました。幾

つか候補あったんですが、バリアフリーだったり、感染症対策がなされているということに

加えて、新型コロナウイルス対策の最前線で御活躍されているということで今回こちらで開

催させていただくことになりました。○○様、ありがとうございました。 

 通常はこの時間、営業時間外ですが、特別に開いていただきありがとうございます。 

 それでは前置き長くなりましたが、ここからはノブさんに進行をお任せします。よろしく

お願いします。 

【ファシリテーター】 

 本日、ファシリテーター─進行役を務めさせていただきます。ノブです。ここから先はノ

ブさんと呼んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では本日の進行の流れにつきまして、こちらお手元の資料を基に簡単に説明させていただ

きます。少し始まりが早くなりましたので、時間のところは少し遊動的なものだとお考えい

ただければと思います。 

 先ほどぴろりんから話がありましたけれども、目的というのはやはり区民目線で区の活動

を活性化していきたい、そういう中でみんなでアイデアを出していくというところにありま

す。最終的に、ここで一つのトータルで何かを求めるものではないんですけれども、皆さん

がアイデアの広がりというものを期待したいなと考えております。 

 本日のスケジュールは書かれているとおり、現在は本日の流れの説明を私からさせていた

だいております。この後、皆さんから簡単に自己紹介いただきまして、アイデアを出すテー

マを確認をし、その上でみんなでアイデアを出していくという形を取らせていただきます。

その際、模造紙や付箋、マジックなどを使いますので御協力お願いいたします。 

 最後、ぴろりんから講評をいただきまして、事務連絡終わって、８時半ぐらいの終了を予

定しております。よろしくお願いします。 

 運営上のお願いなんですが、既に名札に呼ばれたいお名前を書いていただいたとおり、こ

れで今日は呼び合いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 あと対話をする会で、あくまでもぴろりんに対して何かを主張する会ではないので、１人

１回の発言、大体長くても１分くらいでみんながどんどん順番に話していく、そういうふう
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にしていきたいので、ちょっとあまり長い場合は私のほうで止めさせていただく可能性があ

ります。その辺を御了承ください。 

 あとは最後にまた事務連絡なんかでありますが、アンケートの御協力をお願いしております。

アンケートにつきましては、表に書き切れなかった場合、裏にも書いていただいて全然構いま

せん。こちらはぴろりんも含め、多くの方が目を通していただきますので、ぜひ皆さんの感想

だけじゃなくて、考えとか御意見なども加えていただければなと思います。ここまでで何か御

質問ありますか。大丈夫ですか。 

 では、自己紹介に入っていきたいと思うんですけれども、先ほども申し上げたとおり大体

１人１分以内くらいでお願いしたいなと思いますが、本名は言っていただいても言っていた

だかなくても大丈夫です。それと、できたら今日どういうふうな思いがあって来たかという

ことと、１分で恐縮なんですが、御自身のプランシートというものがあると思いますので。 

【参加者】 

 自己紹介プラスプランシートで１分？ 

【ファシリテーター】 

 はい。というところら辺をチャレンジしていただければと思いますので、よろしくお願い

したいというふうに思います。１分でできるかなんて思われているかもしれませんけれども、

チャレンジということでお願いします。 

 じゃ、こちらプランシートなんですけれども、ちょっと順不同になっていますね。なので、

このプランシートの順でいきたいなと思っておりますので、皆さん御自身のは分かりますか。

そうしたら自分のが来たら大体１分ぐらいな感じでのお話をいただければなと思います。 

 じゃ、最初ですね。「熱中できて、ぼーっとできて」というプランを書かれた方はどなた

ですか。 

【参加者】 

 じゃ、自己紹介から。○○といいます。ふだんから○○なんで○○さんとずっと呼ばれ続

けて50年以上経っているんで、○○さんでお願いいたします。 

 私は今□□の前で□□と□□という多世代型の居場所の運営に携わっております。 

 まさに今回のテーマ、「子どもたちに輝く未来をつなぐために、できることは」というこ

とで、もともと子供を対象にした活動をしていて、もっと大人も含めて地域のいろんな多世

代の方が子育てだけではなくて地域の活動に関わってもらいたいなということでやっており

ます。 
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 子供に焦点を絞ると、本当に今子供たちを見ていると、良い子でいるということ、それか

ら特に文京区はそうですね。気持ちとか思いを聞いてもらえる機会がすごく少ないなという

のと、何か無理やり夢と未来を要求されている、一つの正解を求められている、すごく時間

に追われている生活をしているなというのをすごく肌で感じているところです。 

 本来だったら本当に自分がいていいということ、気持ちとか思いを聞いてもらえる、夢は

あってもいいしなくてもいい、本当にそのときを生きている子供たちが過ごせる場所があっ

たらいいなというふうに常々思っていて、そのために若い人から高齢の人までいろんな方が

子供に関わって見守るような環境ができたらいいなというふうに思っています。そんなこと

が何か実現できたらいいなということでこのプランシートを書かせていただきました。 

【ファシリテーター】 

 ありがとうございます。参考までに今のが１分半ぐらいです。 

 少し早く始まった分大丈夫かなと思います。では、続いて「B―ぐるで回る「語り部」との

集い」ということで。 

【参加者】 

 私です。 

【ファシリテーター】 

 では、○○さん、お願いします。 

【参加者】 

 虎薬局の薬剤師、○○と申します。今日は○○さんか○○ちゃんでお願いしたいと思いま

す。 

 私は文京区、ここで生まれ育っています。ここ昔は今は虎薬局という名前なんですが、私

の父は□□という中華料理屋をやっていました。私の母親は□□で働く薬剤部の薬剤師でし

た。ラーメンを母親が食べに来ているうちになぜか僕ができてしまったという誕生秘話がご

ざいます。それで父親はちょうど足を患いまして、ちょうど60になったときに、私がちょう

ど20歳、大学４年生のときにここ□□を虎薬局にしたといういきさつがあります。 

 今はちょっとここから離れた□□、文京区ぎりぎりの文京区なんですが、□□に家族４人

と住んでいます。小学校４年生の娘と３歳の男の子がいます。それでやっぱり子育てをしな

がら、なかなか御高齢の人と子供たちが交流する機会がないなというのをすごく実感として

持っています。虎薬局で様々な患者さんと接すると、皆さんここに生活している人、様々な

経験をしてきた人がたくさんいるんですね。昔ここはどうだった、ここに映画館があってね
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とか戦争のときにここに爆弾が落ちてねとたくさんみんな虎薬局で話していくんですよね。

これちょっと子供たちに聞かせたいなと思うのは結構たくさんあるんです。 

 それで今回ちょっと一つの提案なんですけれども、Bーぐるで回る語り部との集いという名

の提案をさせていただきたいと思います。 

 実は都電ありますよね、荒川区辺りをさくらトラムという都電、あれなんかは落語会とか

乗り物に乗りながらお話を聞くなんていう会があります。ちょっとそこからヒントを得まし

て、お年寄りの方と子供たちが触れ合うのにＢーぐる使えないかなと思って、このようなイ

ベントをちょっと提案させていただきたいと思います。 

 実際誰に話していただくかというところでいうと、根津や千駄木の在住の人たちを本郷図

書館で様々な語り部イベントをやっていたのに私参加していまして、そういうような方たち

を中心にまた誰かお話しできる方たちに名乗りを上げていただいて、やったらいいなと漠然

と考えて、今回このようなプランを提案させていただきました。長いね。 

【ファシリテーター】 

 ありがとうございます。 

 では、こちらのプランシート、ちょっと内容が幾つかにわたっているもので。 

【参加者】 

 すみません、私なんです。 

【ファシリテーター】 

 では○○さんお願いします。 

【参加者】 

 ○○と申します。今高等専修学校で教師をしています。今年の３月までは通信制の高等学

校でも教えていました。ただ教員になったのは50からです。50歳過ぎてちょっと縁があって

教員になったんですけれども、現場ですごく感じていることを本当に仕事終わりにぼーっと

書いてしまって申し訳ないんですが、本当に直面していること、ただ、今おっしゃっていた

だいた○○さんだったり、それから○○さんだったり、何か共通しているんですよね、結局

は同じようなことなのかなと思いながら、ちょっと私今回初めてなので、どのようにプラン

を書いていいのかもよく分からずばーっと書いてしまったんですが、インクルーシブな環境

で東京ドームのアソボ～ノみたいな子供の居場所、それからあとはシニアの力─先ほどおっ

しゃった語り部もそうだし、何かすごく共通しているところがあると思うので、ちょっと適

当に申し訳ありませんが、よく分かっていないんで書き連ねてしまいましたが、何しろ子供
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たちが今ヤングケアラーもすごく水面下では増えていて、どうしていいか子供だけでは分か

らない状況が起きている、それを教員のほうでもどこまで手をかけていいか躊躇している状

況があったりしています。 

 やっぱり地域が見守ったりとか、昔よく隣のおじさんに叱られたりとかしたそういった何

でもないような普段の関わりが本当になくなっているんだなというのをすごく感じています。

そこをちょっと解決していけたらいいのかなと思って書き連ねさせていただきました。すみ

ません。 

【ファシリテーター】 

 では、最後は○○さんということでしょうか。 

【参加者】 

 書き過ぎましたね。よろしくお願いします。 

 文京区□□で78年目になる歯科医院をやっております歯科医師の○○と申します。 

 今□□在住で５歳の男の子、年長さんを区内の幼稚園で育てているところで、「子どもた

ちに輝く未来をつなぐ」というテーマに物すごく引かれたのと、あとコロナの前に１回この

会が中止になったときに申し込んでいたんです。なので２年半越しに参加できまして、とて

も嬉しく思っています。 

 かいつまんで言うと、例えば患者さんのお子さんで、もう塾を小学校１年生で詰め込まれ

て心病んじゃっている子とかいるんですよね。そのことに親が気づいていないんですよ。客

観的に見たらおかしいのにそれを本人たちは、子供は認めてもらいたいために必死だし、Ｓ

ＯＳが出せないんですよね。それって親も息苦しくて子供も息苦しいという状態になっちゃ

っているので、そういう生きづらい状態を生きやすくするためにできるならＳＯＳの出し方

を教育として、今学校で取り組んでいる自治体とかも増えているみたいで、そういう出し方

だったりとか、あとは実は例に出そうと思ったんですけれども、○○さんがいる□□みたい

な居場所、ちょっとほっとできるとか少しでも吐き出せるところがあるといいなと思って、

そんな場所を歯医者もそんな場所にしたいななんて思って、そんなことを書かせていただき

ました。よろしくお願いします。 

【ファシリテーター】 

 今日はこういうメンバーでいきたいと思います。ちなみにですが、今回大きなテーマとし

て「子どもたちに輝く未来をつなぐために、私たちができることとは？」という形にしてい

るんですね。これは文京区の施政方針に掲げられた中の１つを取らせていただきました。そ
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れを基に今回こういうふうなプランが皆さんから上がってきたということになります。 

 これらを踏まえて、じゃここから今日の参加者のみんなでいろんなアイデア出しをしてい

くにおけて、まずどんなアイデアを出すかのテーマをちょっとみんなで考えてみたいんです。

特になければ今申し上げたような「子どもたちに輝く未来をつなぐために、できることと

は？」になるんですけれども、何かもう一段具体的なところにテーマを落とし込んでもいい

のかなとちょっと皆さんのアイデアを聞いていて思ったんですけれども、何かこんなことで

話をしてみたいなんてありますか。 

【参加者】 

 ちょっとよく分かんないです。今我々のプランがあったじゃないですか。それと、これか

らこれに書くことって何か関連があるんですか、ないんですか。 

【ファシリテーター】 

 直接的にはなくてもいいと思っているんです。 

【区長】 

 みなさんの共通項を更に掘り下げると、みんなのプランをより具体的にもなる可能性もあ

るし、何かもしかすると具体策が出るかもしれないと思います。 

【参加者】 

 ○○さんのところをうまく使うにはどうしたらいいかというのもありじゃないですか。何

かしっかりもう既にできているから何かうまく○○さんも例に例えようなんておっしゃって

いましたけれども、何かそれをまた違う同じような場所をつくっていくとか。 

【ファシリテーター】 

 じゃ、そういう場がどういう場なのかとかね。 

【参加者】 

 そうそうそう。 

【参加者】 

 何か場所って□□とかあるいは何かカフェとか居酒屋とかだけではなくて、もっと本当、

さっき移動式のものとかという話もありましたし、多様であっていいと思うんですよ。前□

□でやったのが地域の仕事を見て回るという、大人の仕事を見てもらうというのをやって、

近くの漢方薬局の方とかカフェをやっているところとか高齢者施設やっているところとか、

子供を連れて一緒に訪問して話を聞いたんです。何か社会科見学みたいなのを。 

 それって結構親も喜んで、子供も大人と話す機会にもなって、しかも何か自分の町にこう
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いう人がいるんだという出会いでもあったんですね。何かそれもすごく大事なのかなと思っ

て、何も居場所をつくるということだけではない、居場所も大事だと思うんですけれどもね。

そういうつながりをつくっていくという子供を介してでもいいし、いろんな機会を通じて大

人のネットワークもできるといいなと。 

【ファシリテーター】 

 キーワードを書いているだけなので、この中からみんなが話したいこと、掘り下げたいこ

とを選んでいただければと。 

【参加者】 

 ○○さんのおっしゃったＳＯＳを出すという、これも文京区だと何かいろいろ標語で何か

悪い人が来たら声を出しましょうみたいなのを結構小学校１年生で入学したときにやるんで

すけれども、そういう話じゃないですよね。じゃなくて本当に自分がつらいということを言

えるというふうなことですよね。これ何か先生として何かそういうスキルというか難しいで

すよね、これ。 

【参加者】 

 今私が携わっている学校は、それができるように親と２人だけの生活をしている生徒さん

多いんですね。お母さんがやっぱりちょっと心に病を持っていると、どうしても子供がお母

さんをケアしなきゃいけない、お母さんを助けるために子供が苦労する。でも子供はそれを

お母さんに言えない。相談したいけれども言えない、それでちょっと一番下に書いてあるん

ですが、メンタルフレンドを入れています。各大学の教育学部の学生さんはボランティアで

来ているんですね、学校に。それで、その近い兄弟みたいな感じの人に、私ね、こうなんだ

けれども、ああなんだけれども、あと私の趣味はこれなの、あれなのという話をいっぱいし

ている姿を見ると、やっぱり年代が近い人たちが側にいるということが吐き出しやすいとい

う環境が今できています。 

 あと、先ほど言っていたお子さんたちもＳＯＳを出すというところに関しては、ヤングケ

アラーもそうですけれども、カウンセラーの起用、あと教職員経験のある方がサポートで小

学校、中学校に入るということがすごく生かされるのかなと思います。 

 あと今高校生が就職のときに職業について本当に知らないんですね。職業の種類を知らな

い、どんな仕事があるのか分からない。結局学校と家、家もそんな出なかったりする、そう

すると自分の周りの本当に限られた職業しか知らない。第一次産業なんてとんでもなくて、

田植したこともなければ野菜がどんなふうに育っているかも知らない、だから野菜大嫌い、
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食べられないという子がすごい多い。 

 そういったところで、いろんな職場経験のあるリタイアした方たちがうまくリードして、

自分がいた、例えば私は銀行にもいたんですけれども、娘は銀行の閉店後に店に入れさせて

もらって１億円の束を抱っこさせてもらったりとかあるんですね。そういったことがうまく

流れて、こんな世界がある、こんな仕事があるんだというのが分かる、先ほどおっしゃって

いたみたいに、何か広がっていくと、いろんな人に相談できたりとか、このおじちゃんにち

ょっと聞いてみようかなというような、それができるのかなって思いました。 

【ファシリテーター】 

 ちょっとごめんなさい。ここで今話をしてほしいのは、みんなでこの後掘り下げたいテー

マ、どんなことをみんなでより掘り下げたいかというところなので、ちょっと具体例になっ

てしまっていたのでごめんなさい、ちょっと切らせていただいちゃいましたけれども、今の

話だと、例えば学校にほかの方が入るにはどうしたらいいかとか、高齢者と子供たちがつな

がるにはどうしたらいいかとか、その辺りを掘り下げることにもつながるかなというふうに

思って伺っていました。 

 ○○さん何かあれば。 

【参加者】 

 何か子供の生きやすさにつながるという内容がテーマになってくると、何となくみんな共

通なのかなという感じがしていますけれども、職業に関してもそうですしね、もちろん。私

が言った内容もそうですし、○○さんが言った内容も生き字引ですよね。すごい素敵だと思

います。 

 なので、僕の中で今テーマとしていいかなと思っているのが生きやすさというのが浮かび

ましたけれども、いかがでしょうか。 

【ファシリテーター】 

 ありがとうございます。 

 今、○○さんがより具体的に子供の生きやすさというのをもう少しそういうものを掘り下

げてもいいんじゃないかなという案も出てまいりましたけれども、さっき皆さんが上げてく

れたキーワードがちょっと上がっていますけれども、どうですか。例えばこれとかだと、よ

り子供が文京区で生きやすく感じられるためには何があればいいか、どうしたらいいかとか

そんなふうな話ができるかもしれないですね。 

 あと○○さん、僕ちょっと、意見する立場ではないですけれども、例えば高齢者とか多世
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代のつながりをより深めるにはどうしたらいいかなんていうのを皆さんのプランシートから

感じられるかなというふうに思っています。 

【参加者】 

 個人的には○○さんのおっしゃった生きやすさがいいなと。 

【参加者】 

 生きやすさ。 

【ファシリテーター】 

 それで、やってみましょう。 

【参加者】 

 ありがとうございます。 

【ファシリテーター】 

 じゃ、ちょっとこれみんなのキーワードまた今度は皆さんに改めて書いていただくかもし

れませんが、一旦外しますね。このままいきます。 

 どんなふうな、ちょっと具体的にこれだけだと書きにくいので、どんな感じにしましょう

か。 

【参加者】 

 ここに大きなテーマにするということですね。生きやすさだけ。未来につながる感じがい

いですよね。 

【ファシリテーター】 

 思った感じに言ってくれていいですよ。 

【参加者】 

 子供が生きやすい文京区にするためにはとかそういうことですか。 

【ファシリテーター】 

 子供が生きやすい文京区にするためには、幾つかぱぱっと何か言えそうな感じ、まだ言わ

なくていいですけれども、いろいろあるはず。 

【参加者】 

 何か本当、これぴろりんの何か陳情になっちゃうんだけれども、子育て世代としては結構

あるな。 

【ファシリテーター】 

 ひとまずこれをやってみましょうか。ちょっとこれは改めて。 
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 ここから先の具体的なやり方について簡単に解説いたします。 

 ここからはいろんな可能性を広げていく、アイデアを出していくということですので、こ

れをキーワードに思いついたことをみんなで出していって、この模造紙に上げていくことに

なります。プランシートのいろいろアイデア詰まっていましたよね、これに関して。なので、

それを書いていただ、自分で書いてもいいし他の人のあれいいなと思ったらそれを真似して

書いていただいても構いません。 

 そのときに１アイデア、１キーワードで１枚で単語、これ文章になっちゃっていますが、

単語レベル、ちょっと多少の文章はいいですけれども、あまり長々書くんじゃなくて、でき

たらキーワードをここに書いて、ちょっとお手元にためといてください。 

 時間、これから５分ぐらいの間に６個ぐらいアイデアが出てくればいいかなと思います。

順番に聞いていきますので、ここに集めていただく感じになります。 

 出していただくときに、他人の方の出された意見の否定と批判はなしにしましょう。何か

あっても前向きな意見を被せて、そういう形でアイデアを広げていきたいなと思います。あ

と対話の会ですので、先ほど申し上げたとおり１人１分ぐらいな感じで回していかさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 結論を何か出すものではないんですけれども、アイデアをどんどん出していくということ

にしていきたいと思います。 

 何かやり方とかで質問ありますか。もうタイトル、それぞれ付箋とお好きな色のマジックを

取っていただいて、ひとまずこれをキーワードに思いついたことをまず書き上げていく   

いきたいと思います。大丈夫ですか。 

【参加者】 

 これはぴろりんも書く。 

【ファシリテーター】 

 ぴろりんも書きます。 

 じゃ、子供が生きやすい文京区をつくるにはどんな、そのときにごめんなさい、一つ言い

忘れました。ここのアイデアは文京区民がやること、文京区がやるんじゃなくて区民でやれ

ることをアイデアをどんどん広げていきたいと思いますので。 

【参加者】 

 区民ね、なるほどね。 

【ファシリテーター】 
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 そういうふうな意識でぜひアイデアを出していただければと思います。 

【参加者】 

 何でもいいの。 

【ファシリテーター】 

 もちろんです。はい。 

 5分ぐらいまでちょっとアイデア出しの時間にしていきたいと思います。周りの人のカンニ

ングしながらでも全然オーケーですからね。 

【参加者】 

 そうなんですか。 

【ファシリテーター】 

 何でもオーケーです。はい。文章でもいいですし。 

【参加者】 

 終わりましたんで。 

【参加者】 

 漢字が書けなくなった。 

【区長】 

 書けなくなるよね。何でなんだろうね。勝手に変換してくれるから自分で書けなくなる。 

【参加者】 

 何も考えていないですよね。 

【区長】 

 年齢です。漢字が書けない、あと、人の名前を思い出せない。 

【ファシリテーター】 

 じゃ、ちょっと時間が来ているので、やりながらで思いついたら更に加えていただいても

全然構わないので、こんな感じで書けばいいんだというのが分かったらまた書き加えてくだ

さい。 

 じゃ、１番目枚数の多い人からいきたいと思います。皆さん、何枚書かれましたか。 

【参加者】 

 ６枚。 

【区長】 

 僕がしゃべってもしようがないもんね。 
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【ファシリテーター】 

 手短に、じゃ一番ネタになりそうなの、手短にぴろりんから１枚。 

【区長】 

 そうしたら、やっぱり子供にとっての生きやすさは解答は１つなんですかと。 

【ファシリテーター】 

 いきなり哲学的なものが出てきました。 

【区長】 

 １つではないんだろう。塾に行くことは本当に駄目なんですか。文京区の保護者と子供の

中で喜んで進んで行っている子もいて、当然苦しんでいる子たちはたくさんいて、だけれど

も行かないのがいい、正解って誰が決められるのか、そういう意味では。 

【ファシリテーター】 

 ちょっとぴろりんの中で塾はあまりよろしくないという意見が結構聴こえてくるというこ

とですか。 

【区長】 

 いや、必ずしもそうではないです。かなりの数が既に行っている。そこで全然遊ぶことも

できずにかわいそうな状態になっている子もいるけれども、そこをくぐり抜けたときに何か

があるんだと信じて、塾に入っている子たちもいる。行かせようと思う親がいるから、高い

お金出して行かせるんだから、それを否定しないという話からいえば、そういう人たちを否

定してしまって、塾に行かせたい親、親の言うとおりにする子供を否定するところから今日

の話が始まっちゃったら、多分文京区全体の子供が生きやすくなる話にならないから、生き

やすいは１つではなくて、必ずしも塾を否定するところから始まっちゃ駄目で、やっぱり多

様性の話をしなきゃならないんだろうなと。 

【ファシリテーター】 

 なるほど。多分この今日のテーマのこの根底のところのお話をいただいているように思い

ますけれども、そもそも、じゃ親の考えも多様性だしということですね、きっとね。いうと

ころ、何かこうちょっと具体的な案の前に前提のところをちょっと上げていただいている方

いらっしゃいますか。 

【参加者】 

 僕もね、やっぱり無料勉強教室じゃないけれども、そういう、あと先ほど教員の退職者も

あったけれども、教職希望者も結構いるんじゃないかなと思っていて、やはり文京区大学あ
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りますよね、音大もあるし、東大や東洋大学もあるし、教職希望者と子供たちをうまくつな

げるというのも塾はＮＧなのか、塾もすごいレベルの差があって、そこでやっぱり落ちこぼ

れちゃったりとか、うちの娘なんかも塾行っているんですけれども、全くついていけないん

ですよ、授業に。なのでそういうふうなね。 

【ファシリテーター】 

 ちょっと今ひとまずそこのあたりで、ちょっとまず子供の前に大人の多様性についてお話

をされている感じでいいですか。何か私が今ぴろりんと○○さんの話を聞いていて、そもそ

も大人が多様、それを認め合わないと子供たちが生きにくい。 

【参加者】 

 それってイコールだと思って、子供の生きやすさを大人の生きやすさと思って、やっぱり

そうだよね。 

【参加者】 

 親は生きやすい往々。 

【参加者】 

 大人が笑顔だったら、子供が笑顔になるわけなので、なのでこれはかなりイコールだと思

います。 

 苦しんでいる子供を見る機会がどうしても多いので、僕の場合はそっちから入っちゃうん

ですけれども、親が苦しそうですね、親が苦しそう。すごくもう雁字搦めになっちゃってい

るという感じがして、顔は笑っているんですけれども目が笑っていないんですよね。という

ことがすごく多いので、やっぱり大人が人生を楽しんで笑って、僕は自分の息子に対してや

っぱり楽しんで、パパこんなに歯医者頑張っていろんな人助けているんだぜって言いたい。

そういうようなところから生きやすさにつながったらいいななんて思います。 

【ファシリテーター】 

 ○○さん、どうぞ。 

【参加者】 

 そのものです。○○さんのおっしゃるとおり。大人ですよ。大人がどれほどいい背中を見

せられるか、仕事して楽しいよ。これをやっていると生き生きしているお父さん見ていてい

いな、お母さんにこにこで今日はいいかな、子供は元気ですよねって私思います。 

【ファシリテーター】 

 何か教育現場で感じられている具体的なこととかありますか。 
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【参加者】 

 もちろんそうです。 

 塾ではないんですけれども、子供は本当は馬や牛や酪農に進みたいのに塾に行かせて、獣

医さんだったらいいけれども、医者になっちゃって、その子、家から出てきましたというの

を見ています。だから、いかに親が生き生きというか、親がやっぱりその子のことを見てい

て親がこう楽しくしていれば子供のこともやっぱり理解、何て言ったらいいんだろうな、難

しいんですけれども。親を変えることできないんで、なかなかね。そこなんですよね。 

【ファシリテーター】 

 ちょっと前例として今皆さん親という言葉を使っていますけれども、これは子供が学校に

行くぐらいの年代のいる親を想像してというので合っていますか。このところは。まさに今

日の参加されている世代の皆さん方になっています。 

【参加者一同】 

 幅広い年代。 

【ファシリテーター】 

 もうちょっと幅広く捉えているんですね。分かりました。はい、ではそれを前提に、じゃ。

じゃ、ちょっと○○さんのこの昼寝できるよ、いていいよと出されましたが。 

【参加者】 

 さっきぴろりんがおっしゃったように、多様であっていいと思うんですね。私が気になっ

たのは、塾は果たして多様なのか、もっといろんな生き方があるんではないかという部分が

あって、それって結構、この後にも出すんですけれども、例えばこれアイデアとして出して

いたんで、何か中高生のインターンシップとか、サイエンスカフェとか半径500メーターの社

会科見学とか、すごくステレオタイプに見ると、塾っていい大学行って、いい会社に行くた

めの何か一つのレールというふうに見てしまうと、ちょっとかなり狭い視野になるのかなと。 

 本当は何かもっといろんな生き方があって、いろんな大人がいるという多様性ということ

で言えば、何かそういうものに触れたり、できる機会があっていいかなというふうに思って

いたので、大人も子供も含めて、もっとそもそもなことで言うと、何してなくてもそこにい

ていいよとか昼寝していてもいいんだよという。 

【参加者】 

 あとそのやっぱり大人が行き詰まっているというか、生きづらくなっているというところ

でいうと、本当に余裕がなくなってしまっているという。 
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【ファシリテーター】 

 何の余裕ですか？ 

【参加者】 

 余裕。時間もあるし、空間的なものもあるし、経済的なものもあるし、それをちょっと置

いといても、時間を少し自分のために取ってもいいんだよというような、そういう機会があ

っていいんじゃないかなと。一休みできるような。 

【区長】 

 ちょっといいですか。 

【ファシリテーター】 

 どうぞ。 

【区長】 

 コロナで文京区の人ってテレワークの人すごく増えているんですよね。 

【区長】 

 いまだにテレワーク。区立小学校のＰＴＡの会長さんたちと年に１回対話をやっていて、

去年の対話のときには８か月ぶりにネクタイを締めたという人たちが会長さんたちの半分以

上で、それほとんどテレワークだというところです。その人たちって結構時間の使い方をや

っぱり工夫していて、必ずしも管理された時間の中に生きてなかったですね。そういう人も

このコロナによって発生はしていますよね。ママはパートに行くからちゃんと御飯は自分で

作っていますというパパたちがすごくいたんで、コロナのメリットなのかなとも思ったけれ

ども、だから必ずしも時間に縛られている人たちだけじゃないんじゃないかな、文京区の人

たち。 

【ファシリテーター】 

 コロナで環境変化というのがあるので、そういうのがいい方向に子供に生きやすさにつな

がればいいかなというところかなとも思うんですけれどもね。いろんな要素があるというこ

とですかね。 

【区長】 

 要素が、いろんなパターンがあると思うんですよね。どうしてもさっき○○さんも言って

いたんですが、私はどっちかというとそっちのほうに触れる機会も多くて。 

【ファシリテーター】 

 ぴろりんがもしかするとコロナはいいチャンスとしていい方向に変化はしている一面もあ
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るということですね。 

【区長】 

 ただ地域が見えなくなっているとは思いますけれどもね。 

【ファシリテーター】 

 それは具体的にどんな感じのイメージですか。 

【区長】 

 あらゆる町会にしろ何にしろ、そういう行事がほぼ止まったまま、根津の祭りだって、やっ

たところにだけ子供がわーっと集まるという状況。多分□□がイベントやるとコロナ前より人

集まるんじゃないですか。 

【参加者】 

 怖いぐらいね。 

【区長】 

 ですよね。なので、そういう場所をすごく、保護者も含めてだよ。それは□□なんかは子

供だけで来るより保護者も一緒に来るケースも多いだろうから。 

【参加者】 

 飢えてね。 

【区長】 

 そう飢えてる。今イベントやったらもう大盛況ですよね。 

【ファシリテーター】 

 昔からあった地域のお祭りとかイベントの復活みたいな感じがやっぱり子供たちの生きや

すさにつながるんですね。なるほどね。 

【参加者】 

 ちょっとイベント関連でいいですか。 

【ファシリテーター】 

 じゃ、イベント関連、はいどうぞ。 

【参加者】 

 ちょっとお笑い芸人による教室とかあってもいいのかなと思うので、今文京区、実はお笑

い芸人で介護をやっているオラキオさんっていますよね。彼が結構チラシでよく見るんです

よね。とんねるずの似ていない物まねじゃなくて何だっけ、何か結構テレビにもよく出てい

たお笑い芸人が文京区で介護士をされていたようです。 
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【区長】 

 介護士で□□の□□がやっている□□に勤めていたのかな。 

【ファシリテーター】 

 子供とのつながりもちょっと説明してもらって。 

【参加者】 

 やっぱり子供、この笑顔─笑いというので文京区で活躍している人たちがこういうふうに

してお笑いができるよというこのイベントの１つとして、笑いを提供する、大人も笑顔でな

い、子供も笑顔でないという、ちょっとそういう盛り上がりがあってもいいのかなと思って、

だから私はちょっとやっぱりこの落語だとか講談とか伝統芸、この辺りの。 

【区長】 

 いっぱいいますよね。 

【参加者】 

 そうそう。いっぱいいるんですよ。なので、これをもうちょっと文京区でもっとクローズ

アップして地域の一部の人だけ、知っている人だけじゃなくて、知らない人たちもこういう

ふうにして寄席がこぢんまりと根津で寄席がやっているんだとか、講談師がいるんだとか、

何かね、そういうなのがあると地域を好きになりますよね。 

 そういうのもＢーぐるは場所なので、そういう昔ながらの文京区ならではのそういう文化

を広めるような場はあると思います。 

【ファシリテーター】 

 子供がこういうところを目指すというよりかは子供がまずは楽しむという。 

【参加者】 

 楽しむ、地域の人たちがこんな人いるんだとか、やっぱり地域のリソースを知るというか、

それが結構僕はやっぱり生きやすい文京区にするには文京区をやっぱり好きにならなきゃ話

にならない。 

【参加者】 

 ちょうど３日前か、□□で近く△△に住んでいる落語家真打ちの方を呼んでやったんです

よ。 

【参加者】 

 どうですか、子供たちは。 

【参加者】 
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 子供の反応を知りたいですね。 

【参加者】 

 それ夜だったんで、お年寄り向けだったんだけれども、台風の中で20人以上いらしたんで

すよね。 

【ファシリテーター】 

 そこにいらした大人たちはどうでした。 

【参加者】 

 めちゃくちゃ笑っていたんです。言ったのは、○○さんも地元の人もこれこそ寄席だよね

と、昔は本当に町会ごとに寄席の場があってテレビとかラジオないから、そこで聞いて楽し

むようにしていた。そういう時間と子供が遊ぶ時間との中、うまく同じ地域の中でコミュニ

ケーションがとれていた。 

【区長】 

 コロナでお座敷がかからないから暇でしようがないって、ボランティア同然で呼んでくれ

たらどこでも行くって言ってました。 

【参加者】 

 区役所のホールでも結構コロナ前はやっていたんですよね。 

【区長】 

 講談も落語もやっていました。□□に○○さんいたし、講談は。 

【ファシリテーター】 

 今イベント関連でこういろいろアイデア広がっていますけれども、どうですか。 

 ○○さん、学校でやっているイベントとかでどうですか、何かあれば。 

【参加者】 

 劇団四季ではないですけれども、ああいった感動とか感激とか五感をこうやっぱり刺激さ

れるものに触れていくって大事だなと思います。やっぱり笑いもそうだし、悲しい気持ちっ

てどんな気持ちなんだろうとか、いろんなことが希薄になっているから五感を刺激するよう

なもの、うちの娘、今もう27になるんですけれども、幼稚園のときに子ども劇場ってとこに

入会していて、いろんな間近で劇やってくれたりとか忍者ごっこっていって谷中の墓地のと

ころで墓石に隠れて忍者ごっこしたりとか、何かそういうイベントにすごく参加したんです

よ、親子で。だから親子も、この子こんなふうに感じるんだとか、こんな声で喜ぶんだとか、

やっぱりそういうちょっとしたことの積み重ねがやっぱり大事なのかな、大きくどーんじゃ
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なくていいから地域地域でそういったことをやれたらいいと思います。 

【参加者】 

 親子で参加ですか。 

【参加者】 

 参加でした。親子体操も行きました。 

【ファシリテーター】 

 今イベントのところで、皆さん具体的な案もある中で、そのイベントはこういうふうな条件

だよみたいな感じのところを上げてくれているのを少しここに私のほうで皆さん書き出しまし

たけれども、地域のお祭りとかが多様性な環境を取り入れてリソース化してくれて親子で参加

できてそれが五感を刺激するようなそんなイベントがもっと町なかにほしいねと。 

【参加者】 

 町なかもすごく大事になるんだけれども。 

【参加者】 

 文京区民、今23万人ですか、24。 

【区長】 

 23万弱ですね。 

【参加者】 

 もちろん東京全体で見たら小さいんですけれども。 

【区長】 

 徒歩圏でね、そういう場所がね。 

【参加者】 

やっぱり子供の足で考えると、やっぱり谷あり山ありのところなので結構限られていて、

何かその地域ごとにやっぱり特徴があるので、その中の楽しみみたいなものが分散して、何

かそれぞれに楽しめる場所があるといいなと、ちょっと理想論。 

【ファシリテーター】 

 分散というか各地でと、そんな意味合いになるんですよね、 

【参加者】 

 もっと理想論を言うと、それがまたつながっているという。 

【ファシリテーター】 

 それがつながっている。 
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【参加者】 

 いつも○○さんを呼ぶだけじゃなくてほかの町からも落語家が来てくれるとか。 

【区長】 

 それぞれ紹介し合う。 

 ちなみに○○さんというのは小学校と中学校の現役のＰＴＡ会長さんで○○の弟子の○○

さん、○○という人で。 

【参加者】 

 本名が○○さんなんですね。 

【ファシリテーター】 

 ある意味プロフェッショナルがそうやって町なかにたくさんいるということですよね。そ

ういう方をもっともっとこういうところで場をつくるようなきっかけ。ちょっとイベント関

連で話が大分出てきましたけれども。 

 少し話変わってもいいですけれども、どうですか、イベント関連もしあれば。 

【参加者】 

 今でもぴろりんが言ってくれたコロナ禍の地域が見えないという、開く機会、何となく色

んな世代で交われるような機会がどんどんどんどん今この２、３年なくて、今毎週この辺の

町会でお祭りやっているんですけれども、よく盛り上がっているんですよね、本当に。今町

内会のおじいちゃん、おばあちゃんたちが孫世代にちょっとお話ししながらお神輿担いだり

とかそういう機会がどんどん増えていけばいいなと思いました。 

【区長】 

 そうなんですよね。だから誰がつくるかなんですよね、そのイベントを。こういうイベン

ト、僕もやったほうがいいなと思うし、それぞれの地域で、徒歩圏でこういうのがあれば、

本当に○○さんがやっている□□じゃないけれども、幾らでも人集まってくると思うんです

よ、本当に飢えているから。 

 だけれども、それを誰がその場をつくってちゃんと完結してくれるのかいう人たちをどう

つくるかですよね。○○さんのところはその□□という場があって、そこで一緒にやってい

らっしゃるボランティアの人たちがみんなでやろうと言っていろんなことを仕掛けてくれる

けれども、それをほかの地域であればいいのにとと思います。 

【参加者】 

 なかなか難しいですね。 
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【ファシリテーター】 

 ちょっと今ぴろりんから問題提起として誰がつくる、このようなイベントがいいのは分か

るけれども、誰がつくる、この辺、結論出なくてもいいですけれども、こんなアイデアある

よと何かありますか。 

【参加者】 

 その場の運営がお金の面になると非常につらいというのがあったりとか、やっぱり何かい

ろいろ企画して回そうとすると人手が足りなくて、自分がもうフル回転しないとできない。

それやってたら続かないというのがあって、だったらやっぱりできる人に頼もうよというこ

とになる。とにかく○○さんの場合もそうですけれども、こういうことができる人がいるん

だと分かったらその人にお願いしていくという、できないところはこっちがサポートすると

いうやり方でやってきて、最近ようやくいろんなことができるようになってきた。誰がとい

うか一緒にやってくれる人見つけてその人と一緒につくるという、何かそういう流れができ

るといいと思います。 

【参加者】 

 一緒にやる、できる。 

【参加者】 

 いいですか。 

【ファシリテーター】 

 どうぞ。 

【参加者】 

 今度、10月９日に植物園で小石川植物祭をやるんですね。それは地元の設計事務所が企画

して。 

 植物園の園長に突撃かけてやりましょうという話で今度やるんですけれども、これまた園長

が面白い方で、園長もやっぱり生物の世界の中ですごいプロなんでマニアックなんですね。そ

の話聞いているだけでもすごく楽しい、さっきのサイエンスカフェってまさにそんな話かなと

思っていて、結構いろんな、文京区って人材というのはめちゃくちゃ豊富なんで、そこがオー

プンにさえなれば、○○さんにも来ていただきましたし。 

【参加者】 

 暮らしの保健室でこの間お話しさせていただいたんですよ、歯医者で。 

【参加者】 
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 何か大人がオープンになると、いろんなことができるんだけれども、何かそこがつながっ

ていない。 

【ファシリテーター】 

 何かそこに今キーワード上げるんですか。大人がオープンになればつながれる。 

【区長】 

 自分がどういうリソースを持っているのかというのを言わない人が多いんですよね。それ

は何でですかね。出し惜しみしているわけじゃないけど、言い出しにくい雰囲気があるんで

すかね。 

【参加者】 

 いや本当、お祭りとかもそうだし居場所もそうなんだけれども、何か楽しそうにやってい

るなと思うと、なかなかそこに入っていけないというのが結構感じるんですよ。特に谷根千

なんかは今隠れ家カフェだとかすごく多くて何か人が盛り上がっている、何か楽しそうだな、

俺も地元なのに何か楽しそうだなというのがあるんだけれども、なかなかすごく盛り上がっ

ていると、本当に外から見るしかなくてすごく入りにくいんですよね。だから常連じゃなく

て何かそれこそ行ったり来ていていいよというような感じというような、オープンなスペー

スというのをもうちょっとスタンスとしてあってもいいのかななんて思うんですよね。何か

盛り上がっている分、何か入りにくいというのも時によって感じるときもあるんですよね。 

【ファシリテーター】 

 何かそういうイベントとかは、誰かつくれないならできる人同士をつなげる、つながる、

誰がつくるというか、つくれそうな人がいるんだからその人たちがもうちょっとつながるよ

うな何かがほしいということですかね。結論にもちょっとなっていないですけれども。 

【参加者】 

 開く機会ですよね。 

【区長】 

 なかなか今職業を言わないですよね。 

【参加者】 

 言わないですね。 

【区長】 

 ２人は知っているし、教員だって教えてもらったから、俺の職業はばれているし。今日は

全員職業が分かったけれども。 
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【参加者】 

 いや職業言わない。保育園のやっぱりママ友、パパ友も職業を聞けないんですよね。 

【区長】 

 聞くとびっくりするような会社勤めていたりとか、びっくりする専門家だったりする人っ

ていっぱいいるんだけれどもね。 

 何か子供のためだと出し惜しみせずにしようがない、じゃやりましょうかみたいな人はい

ますよね。何かのパパ友、ママ友のつながりで分かって、何とかの専門家の東大の教授だっ

たんだとかと言って、分かりやすく子供に説明してくださいと言うと、じゃこれはやります、

あとは…というね。だから開く機会を何でつくっていくかですよね。どうこじ開けるのか。

こじ開けるのかそれともその人が自分で語り出せる雰囲気をつくるか。 

 僕いつも言うんですけれども、５年ぐらい前の□□小学校のＰＴＡ会長やった○○さんっ

ていう人がいて、今それこそ学校のイベントに行くとヨーヨーに水入れるのこうやってプシ

ュプシュやっていますよ。その人は水の専門家で。世界のトップ50ぐらいに入る人だって。 

その人がそういう人だって知るまでに多分３、４年かかっているんだ、地域の人たちが。 

【ファシリテーター】 

 それをオープンにするにはどうしたらいいんですか。その人が水の大家だと分かるために

はどうしたら。 

【参加者】 

 何か大家というふうにつくり上げてしまうのもよくないと。 

【参加者】 

 確かにね。 

【参加者】 

 植物園を植物の園長というと何か我々ちょっと近づき難いというのも。 

【区長】 

 今度の人すごく年齢的にも若い。 

【参加者】 

 若いですね。 

【区長】 

 今までの植物園の園長先生はもう大先生ですよね。 

【参加者】 
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 本当にその辺にしゃがんで水ヨーヨーなんか作っているという、そのぐらいの近さがあれ

ば。 

【参加者】 

 文京区のアカデミーって結構毎年毎年いろんな形でやっているじゃないですか。あれをた

だ参加者が結構限られますよね。やっている時間も昼間だったりとか、ああいうのをもっと

こう一般や子供に落とすとかまた分かりやすくやるというのはできないものなんですかね。 

【参加者】 

 夏はこどもアカデミーなのかな。 

【参加者】 

 倍率がやたらと高くて全然受かんないというか、それこそああいうのが地域地域にあると

いい。 

【区長】 

 あとそれはここちょっと答えの１つなんですけれども、文京区に９つの地域活動センター

というのがあって、そこでふれあいサロン事業というのがあるんです。予算はしっかりそれ

なりの予算がついているんです。そば打ち教室やら何やら。僕がこの事業をつくるときに大

人の児童館といったのね。高齢者も含めた大人の児童館みたいなことをやってくれと言った

んだけれども、町会長たちや町会の担い手の人たちが出てくるアイデアは固定されてしまっ

て、こういうのをさっきの地域の故老から戦争の話を聞くとかというのをここを使ってやる

というのは答えの１つです。 

【参加者】 

 そうですね。 

【参加者】 

 ここを起こさないと駄目ですね。そうなってくると。 

【区長】 

 そこを掘り起こすためには、町会の人たちと仲良くならなきゃ。 

【ファシリテーター】 

 さっきのぴろりんが課題上げた、誰が、みたいなところにもつながる話ですけれども。 

【区長】 

 地域でイベントをやろうとするのに、そこに住んでいるドメスティックな地域の人たちの

中に自分が入っていけないのにそのイベントはつくれないですよね。 
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【参加者】 

 町会は何か敷居が高かったり、昔ながらいる人と新しく入ってきた人の境目って何かあり

ますよね。 

【参加者】 

 確かにマンションに住んでいると町会何やっているのかなって思う。 

【参加者】 

 でも随分敷居も低くなったと思う。 

【区長】 

 それこそ保育園のパパやママたちが町会のこと手伝ったり、小学校のおやじの会みたいな

もので、その結果として一緒にやらざるを得なくなったから地域の人に理解があるとそこで

仲良くできるというんですかね。 

 やれば来るんです。やれば来るけれども、やっていいかどうかはやっぱり地域の人と話さ

ないと、その禍根を残したかもしれない。 

【ファシリテーター】 

 いろんな側面あるよね、誰が、そしてどういう機会をつくるかというところで話が広がっ

ていますけれども、ちょっと少し話をずらしていただいても構わないんですけれども、持ち

札で何かありますか。 

【参加者】 

 さっきの地域に入っていくとか、あるいは人の関係づくりってすごく時間がかかるなって。

□□を始めてから７年経っているんですけれども、いまだに町会としっかりした会合ができ

ているようでできていないという感じがあって、それ何かというと、何かお互いこう敷居が

高いように感じているんですね。何か落語会とかいろんなこうやってまたいでくれるように

はしているんですけれども、まだまだできていない。 

 とにかくいつでも来ていいという形にしている。ただお茶しに来てもいいし、本読むだけ

でもいいし。 

【ファシリテーター】 

 それは□□がこういうふうなコンセプトがあるということですか。 

【参加者】 

 今□□がここなんですよね。 

【ファシリテーター】 



27 

 いていいよと昼寝できるのが□□ということですね。 

【参加者】 

 □□みたいに本当最初から居場所って言っているところだけじゃなくて、まさに虎薬局さ

んとか○○さんがやっているような歯医者さんでもいいですし、居酒屋でもいいし、何かそ

ういうところでやるかやれないかどうかは分からないけれども、そこに別に用はないんだけ

れども、ちょっとそこで休んでいたいとか、少しお茶飲み休憩したいというのでいてもいい

という、おしゃべりしてもいいよという、何かそんな場所ができて、そこで何か、例えば健

康相談に乗るイベントをやっているというのもあって。 

【区長】 

 それは子どもに限らず。 

【参加者】 

 限らず。 

【区長】 

 多様な世代が。 

【参加者】 

 そうですね、子供もいいよというふうに言えるぐらいの場所があちこちにあって、そこが

こうつながっていろんな情報交換ができるとすごくありがたいなって。 

【ファシリテーター】 

 そうですね。 

【区長】 

 完成形に近いのはこまじいのうちだけで、こまじいがそれぞれの地域にあったらいいと思

う。 

【ファシリテーター】 

 ちょっとこまじいの説明を。 

【区長】 

 こまじいは、社会福祉協議会が中心になってつくった多機能な居場所ということなんです

けれども、多世代の交流だとか、もともとはオーナーさんの弟が住んでいた一軒家が弟さん

が亡くなって空いたんで、これを地域の人が自由に使えるような居場所にしていいよという

ところからスタートして、最初は地域の高齢者たちのお茶飲みの場所だったんだけれども、

男の人はマージャンやったりだとか、女の人たちは高齢者クラブの活動の場所に使ったりと
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かして、そしたらだんだん小さい子たち、産まれたばっかの赤ちゃんたちを育てている人た

ちが朝の時間を来て、そこでおじいちゃん、おばあちゃんたちに面倒見てもらいながらお弁

当食べたりとか、放課後になると子供たちがランドセルでそのまま来て、そこでゲームやっ

て遊んで帰ったりだとかという、いろんな人たちが一日中出入りしている場所が文京区の本

駒込にあるんですね。それがこまじいのうちというんですけれども、ここだけが多世代交流

が実はできていています。 

【参加者】 

 □□これがモデルです。 

【区長】 

 モデルなんだけれども、多世代まではなかなかほかのところが。 

【参加者】 

 いけていないです。 

【区長】 

 うん。幾つも種となるところはできているんですけれども、氷川下は何でしたっけ。 

【参加者】 

 つゆくさ荘。 

【区長】 

 氷川下つゆくさ荘というのは、地域の人たちがあまり出てきてくれなくて、運営の部隊は

どこか遠いところから、千駄ヶ谷辺りから来ていますよね。 氷川下つゆくさ荘。あと小日

向の。 

【参加者】 

 こびなたぼっこ。 

【区長】 

 こびなたぼっことか幾つもできているんですけれども、完成形に近いのはこまじいだけで、

こまじいだったらこういうのをやろうよと言ったら多分できちゃうんですよね。ほかのとこ

ろはメニューを増やせないで苦しんでいるって感じですかね。 

【ファシリテーター】 

 まさに人が足らないというか。そこのところ。 

【参加者】 

 ○○さん、家の近くにこういうのあったらお子さん行かせます。どうします。 
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【参加者】 

 行かせたいですよね。僕□□には子供を連れてったこと実はあるので、本がたくさんあっ

て喜んでいたので、そういうところあったらいいと思います。 

【参加者】 

 また図書館とも違うし児童館とも違うしという感じなんですかね。それこそね。 

【ファシリテーター】 

 ○○さんもお子さんいらっしゃいますけれども。 

【参加者】 

 いや、僕は行かせたいし交流持てたらいいなと思う。多分妻が嫌がるんじゃないかなと思

って。 

【ファシリテーター】 

 なぜ。 

【参加者】 

 やっぱりこのコロナの関係だとか感染だとかやっぱりそういうところが大きいかなって。 

【ファシリテーター】 

 じゃ、ちょっと今コロナが落ち着いたらどうですか。 

【参加者】 

 コロナが落ち着いたらまたどうかなというところが、僕は行かせたいですけれども、やっ

ぱりうちの子供がまず行きたがるかなと。仲いいお友達と遊びたいという盛りなんですよね。

同じ趣味で話せたり音楽が好きだったり、そこで多世代交流というのを子供が好んで行くか

なというなのは正直なところあるんですよね。僕は交流したいんだけれども、子供が積極的

にそこを自分のおじいちゃんでもおばあちゃんでもない、そういうお年寄りと、よっぽど楽

しくないと行かないかなというのは思いますね。 

【参加者】 

 でも大人が機会つくってあげないと。 

【参加者】 

 そうなんですよね。 

 

【区長】 

 おじいちゃんやおばあちゃんが今文京区でマンションに住んで、どんどん増えている人口
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の町だとおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでいない人がほとんどだから疑似体験は

できるよね、少なくとも。 

【参加者】 

 何か私もいろんな文献読むとやっぱりおじいちゃん、おばあちゃんに勉強を見てもらった

子のほうが成績が育つというようなのが出ているらしいんですよね。親ががみがみ言うより

かは。何かそんな話も聞いて、年寄りと触れさせたいなというのがある。 

【区長】 

 一部上場企業の経理部長の経験者とかごろごろしているわけでしょう。算数教わったらい

いですよ。 

【参加者】 

 そうそうそう。本当にそういうのはありますよね。 

【ファシリテーター】 

 ○○さんがさっき言った、ちょっと大人が機会をつくるとおっしゃってくれました。ちょ

っとその辺をもうちょっと詳しく思いの部分を。 

【参加者】 

 そうですね。子供は今の文京区で育っていたら、今のというのはどういうことかというと、

コロナで、僕の息子は年少さんと同時にコロナになっちゃったので、外に出るな、人に触れ

るなという教育とともに、幼稚園時代を過ごしという中でインドアになるんですよ、当然。

レゴ大好きとなっちゃって、だからやっぱり出かけるということに対して、恐らくそれより

前の世代より億劫になっているんですよね。なので、ちょっと無理やり機会をつくってあげ

ないと多分なかなか出ていけないというのが自然に、そういう子供たちが多分これから増え

てくるんですよ。コロナって、日本ってなかなか消えないじゃないですか。だからこれから

そういうふうになってくるので、少しずつそういう機会を増やしてちょっと楽しかったねと

ちゃんとフィードバックしてあげないと多分なかなかそれはうまくいかなくなっていくので、

少し強引にいっていかないといけないかなって思いました。 

【ファシリテーター】 

 大人もだんだん出づらくなっていますから、なるほどね。 

【区長】 

 □□のような場所って子供が友達を連れて最初来るというのはあるんですか。 

【参加者】 
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 いっぱいあります。というか小学生になるとそれのほうが多い。 

【ファシリテーター】 

 逆に言うと、その友達同士で遊びたいという、そのさっき○○さんが言っていた、そのうま

くいい感じでそこに□□という場を活用すると、子供たちがその場を楽しむ。それで楽しんで

いたらいつの間にか多世代交流にもつながる可能性があるってことですか。 

【参加者】 

 それこそ、だから趣味が一致すると、鉄道好きな子が鉄道好きな大人がいて。 

【参加者】 

 囲碁や将棋だなんかもやっても楽しいでしょうしね。 

【参加者】 

 何かたくさんほしいなというのは結局子供も社会があって、一部の子供が集まるとそこに

入れない子もいるんで、そうすると□□はあいつらの行くとこだという感じで、それは結構

難しい。なのでやっぱり多様ないろんな場所があったほうが。 

【ファシリテーター】 

 そういうのを何かこう広がってく、誰もがつくれるようになるには何か、どうしたらいい

とかアイデア、展開プログラムって書いてあるんですけれども、何かどうしたらそういう場

が増えてくるんですかね。 

【参加者】 

 実はすごいそれ今まさに悩んでいて、□□にも8050問題じゃないけれども、おこもりの居

場所としての義務も考えているんですけれども、その場合に引き籠もっている人が来てくれ

るような場所になるためには、そこにいる人たちが引き籠もりとかそういう子供に対するス

テレオタイプな観点でいってしまうと、絶対来ないんですよね。なので、それを自然に受け

入れられるようなスタッフでいないといけないという、それをこう広めていかないとそうい

う場所ってなかなかできないんじゃないかという、ちょっと卵なのか鶏なのかという、そう

いう世界が今。 

【参加者】 

 無条件で肯定されないと駄目ですよね。だからそれができる場所。 

【参加者】 

 ちょっと書いてなかったんですけれども、哲学カフェというイベントをやっていて、まさ

にこういうダイアローグなんです。要するに言ったことを否定されないとか言ったことはほ
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かには出さないとか、何かすごい最低限のルールが守られているところをやることは大事か

なと思います。□□でやっているのは別に誰が来てもいいので、本当若い子だと小学校６年

生も来たんですよ。小学校６年生から70代までの人がいて、話を本当直接するんですよね。

そうすると何か自然にいろんな人が来るようになってくるんですよね。今までこなかったよ

うな、それこそ町会とか地域の活動に関わっていないような地元に住んでいる方が来たりす

るんです。 

【区長】 

 今日日経新聞に大きく出ていましたけれども、実は特徴的な才能を持つ子供たちが文京区

には一定数います。 

【ファシリテーター】 

 例えばどんな才能みたいな？ 

【区長】 

 いわゆる数学だけだったらもう大学生レベルのまで解けちゃう小学校高学年とかというの

が平気でいるらしく、その子たちが教室にいられない、部分不登校。それはそういう子たち

もいるという話で、だから生きやすさは１つのところからきて、もっと勉強したいという声

もあります。 

【参加者】 

 ギフテッドというものはどういう意味なのでしょうか。。 

【区長】 

 天から与えられたという才能。 

【参加者】 

 才能。 

【参加者】 

 東大でそういうのを受け入れているプログラムありましたよね。 

【区長】 

 いろんなところ今始めています。 

【参加者】 

 分類でいうと障害になっちゃうんですね。 

【ファシリテーター】 

 そうですね。 
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【参加者】 

 偏りが大きい。 

【ファシリテーター】 

 ちょっと時間、あと５分、10分ありますけれども、今どうですか。ちょっとみんなの中で

アイデアがいろいろ出つつも、この誰がつくるの、ぴろりんのこの課題提起に対するのがち

ょっとなかなか出てこなくて、ここが出てきたら結構子供が生きやすい文京区実現していく

感じがあるんですけれども。 

【参加者】 

 だから地域なのか、だから職能なのかそういうところになってくるのかなと思いますよね。

だから歯科医師会、薬剤師会、医師会でとかいうのも。 

【区長】 

 子供落語会みたいなのは３師会はあれすればできちゃうよね。 

【参加者】 

 いや、本当そうだと思います。やっぱりちょっと僕、笑いが足りないなと。 

【区長】 

 コロナは笑うこともＮＧだった。 

【参加者】 

 声出して御飯も黙って食べるようなのを学校でも強制というか笑うこともよしとされてい

ないですよね。そういうところで何か。 

【参加者】 

 落語会やって笑っていたほうがコロナにならないよねという話を。 

【参加者】 

 免疫上がるよね。 

【参加者】 

 免疫高めるの本当そうなんですよね。それで家帰ってきてこんな楽しい話あったよって親

子の会話にもつながってきますから。何かね、そういうふうな何か。 

【ファシリテーター】 

 ○○さん、どうですか。この辺何かこうイメージするもの。 

【参加者】 

 文京の町で大学もたくさんあって、いろんな学校がある中で、そういった学校って開いて
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くれないのかな、そういう通っている学生さんとかインターンとか大学院生だったりとか、

地域学学んでいる方で、これから心理臨床を取ろうとしている方とか、そういった卵さんた

ちがうまく協力してくれたらどうですかね。 

【区長】 

 単位が取れると来てくれる、それは確実に来てくれています。 

 跡見の心理の生徒たちだとか。 

【ファシリテーター】 

 何か今の○○さんので、例えば大学のサークルとかでそういうのとかないんですかね。 

【参加者】 

 そういうのをうまく若いうちから。 

【参加者】 

 東洋大で子供と遊ぶサークルがあって、僕小さい頃やってもらった。 

【参加者】 

 東洋大って結構開かれていますよね、最近。 

【区長】 

 東洋大の教育実習は往還型といって、教育実習って２週間じゃない、東洋大の往還型教育

実習は文京区とタイアップしてやっているのは１年間なんです。なんで、だからその分実質

学校ボランティアみたいな形で大学生たちが時間のあるときにやってもらってます。 

 単位を取れるようなシステムができています。 

【ファシリテーター】 

 それが何かうまく地域に落ちてくれたら。 

【参加者】 

 尚美さんとかね。やっぱり楽器音楽イベントなんかもあっていいかもしれませんね。 

【参加者】 

 ちょっとしたお祭りで来てもらって演奏してもらって近くで聴くとか、何かやっぱり生徒

さんだって披露したいじゃない。 

【区長】 

 だからそうなんです。だから尚美はコロナで歌えなくなっているんで、その前までは朝

顔・ほおずき市って７月にやっている行事のときは、浴衣着てキーボード持ってきて伝通院

とこんにゃくえんまのところでずっと演奏していると、そういう場面場面はやってくれてい
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るんです。 

【ファシリテーター】 

 あと一歩なような気がしますね。 

【参加者】 

 あと一歩ですね。 

【参加者】 

 産業と子供をつなげるのというのは何かないですか、文京区の。今私が子供の頃は出版は

結構文京区の産業なんて言っていましたけれども、今はどうなんでしょうか。 

【区長】 

 地場産業的には印刷はもうみんな埼玉の戸田とか行っちゃったから印刷製本はどんどん少

なくなっていますよね。 

 ただ、中学校では職場体験というカリキュラムがあるので、地域のお店に行ったり銀行と

か信用金庫とかの支店で窓口のお手伝いさせてもらったりとかというのはコロナの前までは

やっていました。コンビニの店員をやるとか。ごく短期ですね。 

【参加者】 

 すみません、話が飛躍しちゃって申し訳ないんですけれども、文京区って姉妹都市ってあ

るんですか。 

【区長】 

 姉妹都市、ドイツ・カイザースラウテルン。国内は11交流都市。 

【参加者】 

 その交流をうまく使えないですかね。例えばもう区内だけじゃなくて親子でこう。 

【区長】 

 誰がお金を出すかだけの話ですよ。参加費当然取らないと。 

【参加者】 

 それを何かうまく旅行会社ともできないのかな。 

【区長】 

 それは旅行会社を入れれば入れるほど利益が発生するから、１人当たりの単価は上がると

いうことですよね。 

【参加者】 

 何かリタイアした人たちがうまく何かそういうのを企画したりとか。 
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【区長】 

 ６年生の修学旅行の代わりは南魚沼行って、かつては尾瀬、そっちから高見ルートから入

るとか、今は田植体験とか。 

【参加者】 

 それって子供だけで行くんですよね。 

【区長】 

 移動教室は子供だけです。 

【参加者】 

 田植体験とかは親子。 

【区長】 

 親子の魚沼にあるやまびこ荘は田植体験とか冬のスキーとかは結構親子で行かれる方も多い

です。 

【ファシリテーター】 

 ○○さんがさっきプランシートにもありましたけれども、子供たちが体験が少ないとおっし

ゃっていたけれども、それが必要とされる親のところへうまく情報がいってないということで

すよね。 

【参加者】 

 何かこういろんなことに経験できるようなシステムづくりがやっぱり必要だと思うし、そ

れがやっぱり多様性が重要と思います。 

【区長】 

 恐らく情報が行っていないんではなくて、情報を取りに行っていないんだと思います。 

【ファシリテーター】 

 流れちゃうんですかね。 

【区長】 

 取れている人は相当取って、もうその手の体験ものは毎回常連さんみたいな人いますから。 

【参加者】 

 そこがうまく友達同士で行けたりとか、何かやっぱり難しいですね。 

【ファシリテーター】 

 さて、ちょっと大分時間が迫ってきているんで、取りあえず札はもう皆さんないと思って

いいですか。大丈夫ですか。 
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【参加者】 

 余ってる。 

【ファシリテーター】 

 ごめんなさい、○○さん、失礼しました。 

【参加者】 

 でも何かちょっと具体性があまりないんですけれども。 

【ファシリテーター】 

 でもいいですよ。ちょっとどの辺が近いんですかね。 

【参加者】 

 何か近くない。 

【ファシリテーター】 

 近くなくても。どういうものですか、教えてください。 

【参加者】 

 家がちゃんと子供の安全基地になっている。 

【ファシリテーター】 

 家が。 

【参加者】 

 つらかったらつらいっていつでも言えるとか。ちゃんと言いたいときに言える。それをちゃ

んと地域で見守ることができる。何か安心安全というのがちゃんとなっているかと思って書き

ました。 

【ファシリテーター】 

 多分その辺□□とかがそういう役割を何かＳＯＳとか見守りとか。 

【参加者】 

 でもなかなか例えば□□で問題を仮に把握したとして、それを家庭にフィードバックとい

うのは本当に難しいですね。 

【参加者】 

 フィードバックはしないというかできない。まさにＳＯＳが出てくるのって本当にふとし

た瞬間なんですよね。すごい何かずっと関わっていて、何かこう遊んでいる途中で、うち今

家誰もいないんだよねとぽろっと言ったりとか、何かそれを聞き逃さないでいることが重要

です。 



38 

【参加者】 

 コロナで虐待ってめちゃめちゃ増えたんですよね。本当にそういうのが見えないところで

増えているというのがすごく現実としてあるので、□□とかでそういうの拾えるのってすご

いなって思います。 

【区長】 

 虐待系のＳＯＳだったら子ども家庭支援センターンにつないでいるでしょ。 

【参加者】 

 つないでいますね。 

【区長】 

 そうすると、分離しちゃうんだよね。だからレベル感分からないんですよね。ＳＯＳのレ

ベル感といって。いわゆる身体虐待だったらば、もうすぐ分離しないと命に関わるけれども、

文京区でやっぱり多いのは、教育虐待と広い意味で言われているもの。この教育虐待は本当

に様々じゃないですか。それを子家センにつないじゃうと多分取りあえず一回離しましょう

ということになっちゃうと、今度親子の分離を招きかねない。 

【参加者】 

 それは難しいですね。教育虐待は判断できない。 

【区長】 

 できないですよね。 

【参加者】 

 だから、結構□□によく来る子供は学校と塾の合間に遊びに行くんです。塾行く前に来て、

お腹すいちゃうからっておやつ食べたりとか。 

【区長】 

 そこで塾の宿題やっているとかという子もいるんですよね。 

【参加者】 

 いますね。 

【区長】 

 すごい出るからといってそこで。 

【参加者】 

 そこで某有名塾の子３人ぐらい集まって一生懸命に教え合ったりとかしているので。 

【ファシリテーター】 
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 ちょっと時間なんですけれども、今日出たことをざっくりとしてまとめさせていただきま

す。今日テーマは子供が生きやすい文京区にするためにはというテーマでしたが、最初大人

の生きやすさというか多様性とかという考え方が大切だよねという話が出たところから始ま

ったかなと思います。 

 その中で、いろんなイベントでいろんな条件がありますけれども、この条件を踏まえたイ

ベントをやってというのは具体例もありますね。だけど、これを広げるには誰がつくるかと

いうところが今日は課題として残りましたけれども、この辺が今後必要になるのかなという

ような話でした。 

 一方で、開く機会をつくるというところの、もっとあるといいよねというところで、また

居場所というのも幾つかのものの、こういうところももっと広がっていくといいよねなんて

いうような話が出たのかなというふうに思いますけれども。 

 ざっくり私なりの感想を言いましたけれども、皆さんどうですか。何か自分ができそうだ

とか、もし何か今発表しなくてもいいですけれども、何か自分のことになって帰れるといい

のかななんて思っている次第です。 

 一応ダイアローグとしては、ここまでということにさせていただきたいと思います。どう

もありがとうございました。 

 じゃ、ぴろりんのほうから全体の講評をいただいていいでしょうか。 

【区長】 

 この対話も３年ぶりだったので、久しぶりに区民の人とこうやってフラットにお話しをす

ることができて本当に有意義だったと思います。やっと少しずつ９月ぐらいから地域の営み

が増えてきて、僕も９月は土日お祭りとかに、それもかつてに比べれば９月の週末は大体44

町会とか46町会とかやっているのをぐるぐる回っていたんだけれども、それがなくなって８

とか９とかになってのんびり歩いて回ったりしていましたけれども、やはり人のつながりを

しっかり回復しないと駄目だなというのが地域を歩いた実感でもあります。まさに誰がつく

るんではなくて、自分たちで小さなことでもいいからつくっていく側に回ったほうがきっと

楽しいし満足感も得ることができると思うし、そのためにも何かつくられているものを探し

て、まずは参加者としても行ってみることも大事なのかなと。□□でもいろんなことやって

いるし、そういうところに顔を出していくということが大事だと思いますので、これからも

よろしくお願いします。今日はありがとうございます。 

【ファシリテーター】 



40 

 ありがとうございました。では。 

【広報課長】 

 はい、これで終了となります。皆さんお疲れさまでした。 

 これをもちましてダイアローグカフェ終了いたします。 

 アンケート、に御協力いただきたいと思います。お帰りの際に職員に御記入の上、御提出

いただきますようお願いいたします。それでは終了といたします。今日は本当にありがとう

ございました。 

【一同】 

 ありがとうございました。 

 

 


