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【要旨】

子ども・若者の参加・参画をめぐる実践と議論は，従来の青少年活動からの新しい展開を生み

出している。大人や指導者の側が責任をすべて担い，プログラムを提供するやり方から離れて，

子どもの能力を信頼して子どもに委ねてみた時に，これまでの事業の制約を超えた新たな可能性

が見えてくる。以下では，子ども・若者の参加に関わる実践から，そこで見出したこと，今後へ

の課題を提示してみたい。

【キーワード】
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� はじめに

子どもや若者を対象とした団体の活動の低迷

が語られて久しい。しかしその一方で，参加

型，体験型と言われるさまざまな活動の方法が

提案・実践され，従来の伝統的青少年団体より

は，もっと小規模ではあるが柔軟な運営スタイ

ルのグループや団体によって担われるように

なってきている。また，集団への参加とそこで

の「集団生活の体験」を基本的な方法とする活

動そのものの効果が問われるようになり，集団

やグループへの所属とは異なった方向性で，若

者と関わろうとする動きも拡がりを見せてい

る（１）。それらは，一つには不登校や引きこもり

といった子ども・若者が増加し，一種の社会問

題化することへの対応として現れてきたものと

も言え，フリースクール，フリースペースやた

まり場，居場所を作るといった形をとることも

多い。公的な施設においても，従来型の団体，

サークルを主な利用者とする施設に若者が集ま

らなくなる中，若者の参加により，多様な活動

形態に合わせた施設提供の仕方を模索する，日

常的な生活圏の施設に注目が集まっている（２）。

また一方で，子どもや若者の社会参加の場や

機会を拡げようとする活動においても，新たな

展開がされてきている。若者の参加に関する議

論は７０年代の「社会参加」をめぐる論議以降盛

んになり，「市民参加」論へと形を変えつつ現
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代まで引き続き展開されており，また，それに

基づいた実践も各地で深められていってい

る（３）。特に，子どもの権利条約の具体化を目指

す動きや，子どもの持続可能な社会作りへの参

画を実践的に提起した，ロジャー・ハートの参

画論の紹介に刺激された動きが，最近注目され

ている（４）。

私の勤める青少年活動を支援する財団（�京

都市ユースサービス協会＝以下，協会）の事業

展開・施設運営においても，上記のような流れ

が実感される。単に，集団活動・グループ活動

に青少年を参加させ，キャンプなどの野外活

動，レクリエーション活動を通して成長を支援

したり，ボランティア活動への参加を促してい

くという事業だけでは，社会的に求められる課

題に応えられないのではないか。ここ５年あま

りの間にそうしたことが強く認識されるように

なってきた。もちろん，従来型の活動手法が無

効になったということではないが，それだけで

は公的な青少年活動として決定的に不十分だと

考えるようになったのである。

不登校や引きこもりがちといった青年たち

や，「ヤンキー」「悪ガキ」などと言われる反社

会的な行動の青年たちなど，多様な課題を抱え

た者たちにどう関わるのか。施設にやって来な

い多数の若者たちにどう働きかけるのか。急速

に拡がるボランティア活動，NPOの活動とど

のように協働するのか。社会的な課題に青少年

が関心を持ち行動していくことを支えなくてい

いのか。このような社会的な要請に応えようと

した時，事業の視点はどんどん拡がってきたと

いえる。

� 若者の「市民参加」を進める試み

そうした思いから手がけられた事業の一つが

青年の市民参加の機会づくりの試みである。

２０００年度から始まった試みは，少しずつ形を変

えて現在も展開されている。以下では，私が関

わった二つのプロジェクトにおける経験を元

に，子どもや若者の市民参加の可能性や課題を

通して，これからの青少年活動のあり方を探っ

てみたいと思う。

１ 「京都市基本計画への青少年によるパブ

リックコメント」プロジェクト

２０００年度，京都市は以後１０年にわたる市運営

の基本となる行政計画である新・京都市基本計

画を作ろうとしていた。２年間にわたって，市

民参加型での策定を標榜して大規模な審議会が

開かれ議論が重ねられたが，若い世代の関わり

は薄かった（５）。基本計画作りを担当するセク

ションから，「基本計画に若い世代からのパブ

リックコメントを出してくれないか」と提案が

あったのはそうした背景があったからなのだ

が，若者の市民参加のプログラム作りを模索し

ていた私たちにとっても，ちょうど渡りに船の

提案だった。そこでこのプロジェクトを急遽立

ち上げることにした（以下，２０００プロジェク

ト）。期間は２０００年８月から１２月，公募の期間

が短く，主に青少年施設を利用しているグルー

プのメンバーやボランティアスタッフ，関係団

体からの紹介により参加者を集め，プロジェク

トを立ち上げた。結局，高校生３人，大学生７

人，社会人や予備校生など２０代の５人が加わっ

てくれた。プログラムは簡単にまとめると以下

のような流れであった。

〈活動経過〉

� ８月１０日スタート（オリエンテーション）

京都市の基本計画策定の担当者から，基本計

画策定の経過と現状の進み方について説明を受

ける。

� ８月中旬～下旬

計画案を協議する審議会の５つの部会に，そ

れぞれの関心領域に合わせながら出席。

ただし傍聴者の席で→部会の後での意見交換
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� ９月７日

そこでの議論をふまえながら，それぞれの問

題意識を「キーワード」としてシートに書き上

げる。→それを貼り出して，提案検討の方向性

を議論（激論となる）

「私の今，関心のあるテーマはこれだ！」「こ

んなアイディア・意見を持っている！」を出し

合う。

○各自の提出した「キーワード」

学生・若者の使い方（生かし方）／ごみ問題／

教育行政について／教育や人のあいだのコ

ミュニケーションの問題／教育―世代間交

流／老人福祉／産業のあり方／市民と行政の

コミュニケーション／環境―まちの中の自然

づくり／人材育成／外国人差別／京都らしい

まちづくり

○まとまりが大きすぎて扱いに苦しむ

二つにグループ分けするが大きすぎる。

じゃんけんでいいという声も出るくらいだっ

たが「“コミュニケーション・教育・人材・

まちづくり”の４つに分けてそれでとにかく

動こう」ということになる。

� ９月中

それぞれのグループ毎に提案を検討する。

（何度かチーム毎に集まる）

� ９月１８日・２５日

→全体会で持ち寄って摺り合わせする。なお

も，各グループでのまとめの議論に時間が

掛かり，十分全体での集約や調整はできず

に終わった。

� ９月２８日

提出日の直前にメンバーのＭが「自分の考え

もコメントに入れたい」と言ってくる。全員の

了解が得られるなら入れたら？」と答えると，

Ｍはそれから深夜までかかって，電話を掛けま

くり「全員の了解を得た！」と意気揚々とやっ

てくる。納得しないメンバーには１時間もね

ばって説得した（？）らしい。→急遽，第５章

として追加

しかし，ここでは彼らのコメント内容や作業

のプロセスについては触れることは本題ではな

いので，彼らがプロジェクトの中でどのように

考えていたのかを紹介してみる。

○審議会傍聴後のプロジェクトメンバーの意見

５つの構想審議会部会を傍聴した直後，そこ

での議論に対して感じたことを話し合っても

らった。その中から以下に抜粋してみる。

ａ 明るい話ばかりでいいのか？でも，こ

んな人がこんな議論で，ものが決まって

いくのだということが見えて参考になっ

た。こういう場がやはり知られていな

い。でも現実を踏まえた議論をする委員

がいてよかった。

ｂ 委員のしゃべることを聞いていると，

その人のバックボーンが出ていた。そし

てすべて男性の目からの発言だった。

ｃ 抽象的な言葉が多く，議論もあいまい

な感じがした。意見を言うだけで提案が

ない。

ｄ 教育のことを大人だけで話してどうな

るの？学校のことなら，私たちの方がよ

く知っているのに。

ｅ あれだけの人を動員したのに，あの程

度の議論なのはもったいない。個々の議

論はおもしろいが…。青年の意見の受け

皿がない。

ｆ 審議に現場の人がいない。「上」の人

ばかりで，最前線の情報を持っていない

のではと感じた。

ｇ なぜ結婚が遅くなったとか，子どもを

産みたくない人が増えたのかとか，少子

化の議論を年輩の人だけがしても仕方な

いのでは？
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これらの意見を聞いていると，彼らが十分に

審議会の委員を中心とする議論の「本質」を把

握していたことが分かる。単に，物事を決める

経過がこのように進んでいくのを目の当たりに

したことを，驚きをもって表現している意見

（ａ）とともに，当事者としての自分という視

点からの発言が目立つ（ｄやｇ，ｆ）。そして，

その視線はおざなりの議論をする（と思われる）

委員に対しては大変厳しい。例えば，ｂの意見

は，業界団体の利益を代弁するように，どうみ

ても論議の筋とはずれる「新たな施設建設を！」

という意見を述べた委員に対する批判が込めら

れている。

続いて以下に，何とか無事コメントを提出し

た後，ほぼ一ケ月後のふりかえり会での，メン

バーの感想を抜粋する。

○プロジェクト終了後のふりかえりにおける意

見より

ｈ コメントをまとめる過程は市政と関わ

る一歩だった。大人数でやることは初め

てで自分の甘さも感じた。コメントが後

どうなったか（どう扱われたか）を確か

めるプロジェクトをしたい。

ｉ 市民がどう思うかが話されない審議

会。一方的に出すだけで，市民の声は反

映されるか疑問を感じた。審議の場に，

いろいろな年齢帯の人が入ったらいいと

感じた。教育の議論は，思いつきと思わ

れる発言も多かった。聞いている側とし

て順序立てて考えることが難しかった。

ｊ 自分の考えた提案をふりかえって，知

識が少ないのを感じた。審議会について

は，委員相互のつながりがなかったので

は？と感じる。話はおもしろかったが。

行政のことも良く勉強した。同年代の人

とこうして生まれた関心を共有したい。

ｋ 審議会にはすごい人が来ているなと率

直に思った。ああいう場があることはう

れしく感じた。市役所の人への感じも変

わった。素直におもしろかった。また，

やりたい。

ｌ 今後の進展を期待したい。委員や市の

人を見られたこと自体よかった。この人

数でも意見がまとまらない。市民の意見

をまとめるのは難しいことなのだなと感

じた。行政の苦労も。

ｍ 審議会は，現場で働いている人が参加

していればいいのにと思った。こういう

場があってよかった。発言もできた。い

ろんな考え，年齢の人がいて勉強になっ

た。

ここでは，大人である審議会委員や行政担当

者に対する，厳しい見方もあるが，同時に自分

たちの「甘さ」や「知識の不足」などを自覚し

た発言が注目される（ｈ，ｊ）。そして行政の

方針を決める作業など，行政を担当する人への

共感や苦心への理解などを示した発言もある

（ｋ，ｌ）。明らかに，彼らはこのプロジェク

トを通して，自分たちなりの「行政」への把握

を進め，それまでの考えの枠組みを変え，その

上で自分たちなりのイメージを当事者として描

こうとし始めたと言える。

２ 「青少年育成計画への青少年提案プロジェ

クト２００１」へ

２００１年になって，京都市の青少年行政セク

ションは，青少年育成の１０年計画の改訂に取り

組んだ。その際に行政も，計画策定に青少年自

身の提案を取り入れていくことが必要だとよう

やく考えるようになった。先の市基本計画にも

青少年の市民参加の必要性が記載されたこと（６）

が，それを後押ししているが，２０００プロジェク

トの活動が行政担当者にとって，「若者も参加

させてみて意外と大丈夫だ」という信頼感を与
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えたことも影響していると思われる。

そして，先年のプロジェクトを参考として

「青少年育成計画への青少年からの提案プロ

ジェクト」が始められることになった（以下２００１

プロジェクト）。期間は２００１年８月から翌年１

月。今回は，京都市と協会の共同運営で行わ

れ，青少年育成計画「ユースアクションプラン」

に具体的な提案を提出，そのいくつかはプラン

に反映された。メンバーは公募による１２人だっ

たが，２０００プロジェクトのメンバーも４人加

わっている（高校生１，大学生・院生７，社会

人４人）（７）。

２００１プロジェクトの流れは次のようなもの

だった。�青少年育成計画の素案を基に市の担

当者から立案過程と大まかな方向性について説

明を受ける。�各自の関心領域，問題としたい

ことの表明。�提案するテーマの絞り込みとグ

ループ分け（８）。�提案書の作成。�市青少年問

題協議会専門委員会に出席して，提案の趣旨説

明（２回）。�ふりかえりの場の設定。その詳

細の分析は別の機会に譲るとして，ここでは最

後のふりかえりの場面におけるメンバーの発言

（一部はシートへの記載文）を取り上げて，彼

らの活動を通しての気づきや私たちへの指摘に

ついて検討してみたい。

○２００１プロジェクトメンバーのふりかえりから

（抜粋）

ｎ なかなか行政側と，市民が連携して何

かをするっていうのは難しいなと思いま

した。市民の思いもわかるし，行政のい

ろんな事情があってすぐに実現できな

いっていうのも分かるし，これからも何

かプロジェクトを立ち上げるにしても，

その辺の問題をクリアしていかないとい

けないだろうと思いました。

ｏ 「人を責め，非難することは何かを為

すことではない」ということを強く感じ

ました。行政のやっていることに疑問を

感じて，「それは違う！」と言うことは

容易いですが，では何をすれば“違わな

い”のか？それを上手に言ってあげるこ

とができないのです。行政を正す必要が

あるのは十分に分かっているのですが，

そのために何をすればいいのかは分から

ないのです。理想論ではない，実用的な

何かを提案するということが，想像以上

に時間と努力が必要だということを実感

しました。

ｐ 自分の考えたことや取り組んだこと

が，京都市というレベルで取り上げられ

るんだなあ！と実感しました。ただ，そ

れが具体的に動くかどうかは，また別問

題ですけどね。

ｑ やっぱり京都から少数者にやさしい社

会，を発信していってほしいという思い

が強いですね。京都だからできることっ

て，もっとあるかもしれないって思いま

した。また，そんなことを実感できてよ

かったです。

ｒ 行政が一般の意見を聞いて何かをす

る，ということがあることを初めて知り

ました。２１年間生きてきて初めてです。

しかし，それすら，自分で仕入れた情報

ではなく，Ｍさんに誘われて初めて知っ

たのです。行政はやるべきことはやって

いると思います。しかし，それを知る機

会が異常に少ないです。女子大学に通っ

ている者から考えると，女子大学生は全

くと言ってもいいほど行政に興味を抱い

ていません。まずは，興味を開拓してい

かなくてはならないと思いました。そし

て，行政からの情報を上手に提供する，

そんな機関がもっともっと活躍して欲し

いと思います。
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ここでも，２０００プロジェクトと同様のふりか

えりがなされている。行政過程への「参加」の

実感を語る意見（ｐ）や，実現可能な提案を作

ることの困難さ，つまり行政施策を形成するこ

との難しさの経験を語る意見（ｏ）など，彼ら

の学びを物語っている。その中で，とても印象

的なコメントが大学生Ｎさんの発言（ｒ）であ

る。彼女は，率直に行政が市民の意見を聞くこ

とを「生きてきて初めて」実感するとともに，

自分の周りの同年代の学生達が，そうした機会

から著しく遠いことを指摘している（同時に，

その原因と対応策についても提案をしている）。

これが，現実の「市民」のあり方をめぐる一つ

の側面である。一つの仮説を立ててみると，こ

こで言われる彼女の周りの学生達は，そのまま

「行政」を当事者として感じることもなく卒業

し，「社会人」となっていき，ある人は組織で

働きある人は個人で働き，ある人は専業主婦な

どとして家庭の中で過ごしていく。しかし，そ

の間「市民」として当事者意識を持って大人社

会の構成員として役割を果たしていくトレーニ

ングを受けることなく，大部分の人は「行政」

から遠く離れたまま年齢を重ねていくのではな

いか。Ｎさんが言うように，行政などの情報が

若者にほとんど伝わっていないとするならば，

もし行政への関心が育てられなければ，そうな

る可能性は否定できないだろう（９）。

� 子ども・若者の市民参加活動をめぐ

る今後の課題

子どもや若者の参加をめぐる私たちの経験は

まだまだ乏しい。ここ数年に少しの試みを始め

たばかりである。しかしながら，これまで述べ

たようにその中からでも，随分多くの市民参加

を巡る視点を得たように思う。と同時に今後に

持ち越された課題・問題も見えてきている。

１ コミュニティへの参加と全体的な社会シス

テムへの参加

私たちが試みたプロジェクトは，「市行政」

への提案，参加というスタイルのものであった

が，もっと若者にとっても身近な生活圏での参

加の試みがされるべきだという意見も当然にあ

る。ロジャー・ハートにおいても，子どもたち

にとってもっとも身近な環境について，それを

変えていく過程に参加していくことが重要だと

強調されている。確かに「市政」や「政治」な

どに関して，若者に限らず簡単にイメージしに

くいし，その関係領域の広さを考えるとすぐに

は，そのどこに参加したらいいのか，参加して

何が変わるのかなど，参加をためらわせる壁が

現れてくる。

しかし，それでも私たちはある意味，全体的

なシステムに影響を与える参加の試みにこだ

わった。地域における参加の重要性は認識しつ

つも，しかし逆に部分的な参加が，全体に影響

を与えることを若者から遠ざけることを懸念し

たからである。そして，上記の二つのプロジェ

クトにおいて，若者たちは適切な情報さえ得ら

れれば，当事者として責任ある発言・提案がで

きることは確信できたと思われる。

２ やりたいことへの参加と社会的な課題解決

への参加

『子ども・若者の参画』において新谷周平は，

各地の事例でも必ずしも多数の子どもや若者が

「参画」している訳ではないことから，「若者

がやりたいと思うこと」を取り上げて，その実

現に向かって参加を促すやり方が必要ではない

かと主張している。東京都杉並区の児童青少年

センターの事例や，島根県加茂町の事例などの

有効性が例示されている（１０）。もちろん，それを

否定することはないだろうし，青少年に関わる

事業や活動が，若者自身の言葉や文化を反映し

たり，彼らに受け入れられるような形での提示
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が必要だという意見も理解できるのである。し

かし，そのことの重要性とともに，先にも述べ

たように，一方で部分的ではない，社会システ

ムに影響を与えることのできる形での参加が模

索される必要があると考える。「若者に親しみ

やすい文化的イベントに参加させておけばい

い」といった考えに絡みとられる危険性を，い

つも「やりたいことへの参加」という進め方は

持っているという視点が必要なのだ（１１）。

具体的な方法としては，まずロジャー・ハー

トが提案しているアクションリサーチの方法が

考えられる。田中治彦が，大学の授業におい

て，学生たちに「世界のあらゆる問題は，皆さ

んが毎日通学している駅と，大学の間で発見で

きるはずだ。さあ，見つけてきなさい」と促し

て行なった実践が，その答えの一つのあり方を

示しているだろう。身近な風景の中にある「世

界状況」への注目である（１２）。

二つ目には，若者自身が本当にやりたいこと

をできるように促しながら，そこで起こってく

る大人社会との葛藤，摩擦を経験する中で，自

分を取り巻く社会を感じ，その一員として参加

するという視点を見出していくことを期待する

行き方である。ここで注意したいのは，必ずし

もそれは「参加の段階論」を想定しないことで

ある。徐々に高次の社会レベルへ参加していく

イメージと，それに価値観を結びつけて，高次

の社会組織への参加がより善であるとの捉え方

をするという伝統的な「社会参加」論とは，一

線を画す必要があると考える（１３）。

三つ目は，若者にとって「本当にやりたいこ

と」とは何かということである。スケボーやダ

ンス，バンド活動やスポーツだけが彼らのやり

たいことではないだろう。私たちのプロジェク

トへの参加者の発言にも，「行政に文句を言う

のはおもしろかった」「自分たちの発言が反映

されることのおもしろさを感じた」といった意

見があった。そこからも分かるように「やりた

いこと」への参加と，社会的な課題への参加と

いうことは，正反対のものとばかり捉えられる

ものでなく，単に，入り口の問題，参加への

取っ掛かりの問題であるともいえる。“知らな

い”ことは，おもしろいかおもしろくないかす

ら，分からないからである。

３ 参加してこない若者への視点，参加する少

数と参加しない大多数

参加の仕掛け・機会提供をどのようにしよう

と，たいていの場合に参加してくる子どもや若

者は，数の上では同年代の大多数ではあり得な

い。すると，参加して発言する少数の意見が子

どもや若者全体の意見とされてしまう危険が指

摘されてくる。新谷はこの矛盾を，参加者の拡

大，代表性の確保，参画の視点ではとらえられ

ない個別ニーズへの配慮を持ち続けることで，

実践的に軽減することを提案している（１４）。

私はそれに加えて，子どもや若者達が参加を

通して学んでいく過程があり，それが次の彼ら

の行動に反映されていくと共に，社会システム

に反映されていくという展開に注目する必要が

あると考えている。そして，参加の仕組みがう

まく働いていけば，中心となる子ども・若者た

ちはどんどん（大人になって）入れ替わってい

き，次にやってくる子どもたち・若者たちが参

加を通して学んでいくだろう。その継続によっ

て，参加する彼らの学びだけでなく，それを受

け止める大人社会そのものが影響され変わるこ

とを促されていく，というダイナミズムが生じ

るのである。始まりの人数が少なくても，それ

が波及していく動きとなるかどうかが大事なの

である。

２００１プロジェクトにおいて，あるメンバー

が，不登校の青年を誘ってプロジェクトに連れ

てきた。しかし，その青年は結局一回だけで次

からは参加してくれなかった。後で聞いたとこ

ろによれば，「話していることが難しくて入れ
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ない」と言っていたそうである。このことは，

私たちや積極的に社会的な関心を持ち発言をし

ようと思う若者にとって武器となっている，言

葉や概念操作の能力が，必ずしも大多数の若者

にとって当然のものでないことを意味している

し，話が簡単とか難しいということと別に，参

加の仕組みの中に一定の文化が前提とされてい

ることも示している。その点への配慮がなけれ

ば，知らず知らず特定の文化を身につけた若者

だけが「若者代表」となる，参加の本質とは離

れたあり方を生んでしまうだろう。参加の入り

口が多様であることとは別に，プロセスやアウ

トプットが，どんな文化や価値観を持つ子ども

や若者にも，そして大人にも理解され共感され

るものである必要がある。二つのプロジェクト

メンバーのコメントから読みとられるように，

より多くの若者が当事者として問題をとらえる

ことができるための参加の仕掛けが必要だろ

う。このことは，私たちにとっても今後の大き

な課題の一つである（１５）。

４ 参加を支える人や組織

これまで述べたように，子ども・若者の参加

を進めていく際の，それに関わる大人の側の役

割やスタンスには難しいものがある。大人がし

かけた参加が，そのまま子どもを操るものに

なってしまう危険もある。大人社会の制約に直

面して子どもたちにそれに従うことを求めざる

を得なくなることもあるだろうし，逆に子ども

や若者の代弁者として見られて，肝心の彼らの

発言がそのまま受け止められなかったり，政治

的に捉えられてしまったりすることもあるだろ

う（１６）。さらに，彼らの要求が大きくなり，とて

も受け止められないレベルとなって大人社会の

側と板挟みになることもある。いずれにして

も，子ども・若者の参加に関わる大人の役割に

は困難さがともなう。

その場合に，子どもや若者の参加と関わる大

人には，彼らの文化や言葉，「やりたいこと」

や関心，彼らが大事に思っていることと，大人

社会との間に立って，時としては大人社会との

葛藤・摩擦を持ちながらも，参加していく若者

を支え大人社会との対話を媒介し続ける役割を

果たすことが求められる。まさに，ソーシャル

ワーカーやコミュニティワーカー的な仕事とも

言えるだろう。また，若者同士の関わりをつな

いでいくことも大きな役割だといえる。先に例

として出した，不登校の青年のプロジェクトへ

の誘いかけの失敗でも，たぶんメンバー同士の

関係ができさえすれば，十分彼を受け入れて，

社会との関わり方に苦しんできただろう彼の経

験が，提案の中にしっかり反映させられたので

はないかと，ふり返って思うのである。コー

ディネート役を担った私たちが，自分のなじん

だ文化・言語に依拠しすぎたために，彼の参加

を受け止められなかったといえよう。

２００１プロジェクトで，NPOを主宰している

メンバーから，「ボランティアベースでできる

ことは限界がある。例えば，メンバーの中の

コーディネート役の人間に，一定金額を払って

動いてもらうようなことを考える必要があるの

ではないか」との投げかけを受けた。確かに，

行政が若者の参加により行政計画を作っていこ

うとするなら，それを支える組織や個人にただ

働きを押しつけることは，筋が合わないことと

いえるだろう。参加を仕掛け，後押しする組

織・団体の存在は，これから欠かせない。かつ

ての日本社会が持っていた次世代を育てる仕組

みを，そうした組織・団体がある意味で肩代わ

りしていくことになるだろう。特に新たに拡

がってきたNPOの活動に期待が掛かるのだが，

既存の青少年活動団体にも，その面での機能を

再構築していくことが必要とされていると思わ

れる（１７）。
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５ 参加と責任

これまで，私たちが実施した二つのプロジェ

クトの経験から得たことをふりかえって述べて

きた。その最後に，２０００プロジェクトに参加し

た，高校生Ｍさんのコメントを紹介しておきた

い。

○Ｍさんのコメントより

ちらしに“高校生の…”とか書いてあっ

たから「高校生の時にしかできないならや

ろう！」と思って応募した。提案プロジェ

クトとか，最初は堅そうであまりやりたい

と思わなかった。でも，市に文句言うのは

面白かった。…（一部略）…高校生は子ど

もなのか，大人なのか？“子ども”だと（子

どもとして振る舞うと）何かと便利。責任

を負わないでいいから。一方で，ボラン

ティアとかやっているというと「大人だね」

と言われる。（大人として）責任を問うな

ら，それを学ぶプロセスを（与えて欲し

い）！その機会なしに，責任を自覚しろと

いっても納得できない。この場があるから

（行政のことも）考えられた。だから，

もっと，子どもに任せていいのではない

か？任せてできなかったらどうなるか？と

いうことが「試される」けど（それでもい

い）。いろいろな大人と出会う場，考える

場がほしい。そう考えると，今学校で学ん

でいることって何？と思ってしまう。…審

議会の議論で「高校生に分かるのか？」と

言われたけど（ちゃんと）分かった。そこ

で，行政がやっていることが見えたよ！

（括弧は筆者による補足）

参加を「権利」として説明したとき，必ず「責

任を取れないのに子どもを意志決定に参加させ

るのはおかしい」，「義務も果たさないのにこれ

以上権利を認めるのはおかしい」といった反論

が返ってくる。それに対して権利論からすれ

ば，責任があるから権利があるのでないし，義

務を果たすから権利が生じるのでない，もっと

基本的な権利として「参加の権利」があるとい

う言い方になるだろう。しかし，私は権利論か

ら参加を語るよりも，子ども・若者の参加が効

果があるから，参加が社会を変える可能性があ

るから，進めたいと思っている。人は権利があ

るから動くのではなく，「得だと思うから」「メ

リットがあるから」「楽しいから」行動するの

である。もちろん権利論を否定するつもりはな

い。しかし実践的にいえば，行動してから後

で，それが「権利」であったことに気づくもの，

と思うのである。

Ｍさんが言うように，「責任」について学ぶ

ことなく，試行錯誤する経験なく，いきなり年

齢が２０歳を超えたからと，責任ある行動を求め

てもうまく行かないだろう。一人前の自己判断

のできる市民が育つ上で，子どもや若者と言わ

れる時期にそれを体験的に学んでいくことが，

欠くことが出来ない過程なのではないかと考え

るのである。しかし，参加や，意見表明にとも

なって，大人と同じ責任を子ども・若者に負わ

せる必要はない。子どもと大人の間で揺れる

“甘え”も許しながら，失敗を許容しながら，

経験を深めていき，徐々に，彼らが責任を分担

する能力を鍛えていくやり方が望ましいのだと

考える。

� 最 後 に

子どもや若者の参加・参画を，彼らだけのた

めのものとして捉えてはいけない。むしろ，大

人にとってこそ若い世代の参加を得ることの意

味があると思うのである。もっと学校も，青少

年に関わる学校外の活動も，子どもに任せてみ

て，その上でできたことを世代間協働の成果と

とらえ，できなかったことを彼らとともにふり

返ればいいのである。そのことによって子ども
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たちは成長の機会を得るし，大人自身も自分た

ちの築いている社会を見つめ直すことができる

のだろうと考える。私たちがこのプロジェクト

を通して学んだのは，やはり（というか意外に

も），子どもたち，若者たちを信頼していいの

だ，ということである。働きかけ，支援する対

象としてだけでなく，いっしょに考えていく

パートナーとして。そして，これからの青少年

活動のプログラムや団体の運営のあり方に求め

られるのは，こうした子どもや若者の参画の観

点だと考えるのである。
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