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令和３年第３回若者円卓会議 

第３回 若者円卓会議  

議事要旨 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

１．開催日時：令和３年４月 21 日（水）17:15～18:15 

２．場  所：８号館４階４１６会議室 

３．出 席 者： 

＜政府＞ 

      西村 康稔   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

            赤澤 亮正   内閣府副大臣 

      和田 義明   内閣府大臣政務官 

＜委員＞ 

座長    柳川 範之   東京大学大学院経済学研究科教授 

委員    関家 ちさと  独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員 

委員    高橋 祥子   株式会社ジーンクエスト代表取締役 

株式会社ユーグレナ執行役員 

委員    田中 沙弥果  一般社団法人Ｗａｆｆｌｅ代表理事 
委員    土肥 潤也   特定非営利活動法人わかもののまち代表理事、 

一般社団法人トリナス代表理事 

委員    御手洗 光祐  大阪大学大学院基礎工学研究科助教 

 

 

 

（議事次第） 

１．開 会 

 

２．議 事 

若者の活躍に向けて（社会的課題の解決等） 

 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

資料１ 土肥委員 提出資料 

資料２ 若者円卓会議における主な意見・提案 

                                        

 

（概要） 

（柳川座長） ただ今から第３回「若者円卓会議」を開催する。 

 本日は、「若者の活躍に向けて（社会的課題の解決等）」について御議論いただい

た後、これまで開催してきた第１回から第３回までの内容について意見交換を行いた

いと思う。 

最初に土肥委員に御説明いただく。 
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（土肥委員） 資料に沿って説明する。 

 １枚目の１の自己紹介について。若干、立場が違うものが２つあり、一つは地方で

活動している。もう一つは、複数の団体や組織の経営に携わっていて、収入源が複数

ある。今日、テーマの中で兼業・副業についての御提案もさせていただくが、私自身

が兼業・副業をしていることがポイントとしてある。 

 「わかもののまち」というＮＰＯと、トリナスという焼津のまちづくり団体で代表

をしている。その他では、セブンセンスマーケティングという静岡県内の税理士法人

のグループ会社があり、そこで執行役員をさせていただいている。あるいは、いろい

ろな助成金とかの審査員等の仕事をさせていただいている。 

 もともとは大学３年生の時にＮＰＯ法人を立ち上げ、学生起業という感じでそのま

ま就職せずにずっと起業をしているような状況になっている。 

 ２枚目、今日お伝えすることを書いている。せっかくいろいろな実践に取り組んで

いるので、どんな実践に取り組んでいるのかをお話しさせていただくとともに、地域

で若者が活躍するための環境整備の論点整理と提案をさせていただきたいと思ってい

る。若者がまちづくり等の地域活動に参画するための環境整備、地方における生き方・

働き方を取り巻く課題、地方への移住・定住の促進はどうすれば進むかといったポイ

ントに焦点を絞ってお話させていただく。 

 今日は３つの事例を紹介させていただくが、３ページ、「高校生まちづくりスクー

ル」というものを静岡市から受託を受けてやっていて、これが後々ＮＰＯ法人を立ち

上げることにもなっている。大学３年生の時に、人口減少対策で、各市町で地方創生

総合戦略を策定する時期があったが、静岡県が2014年か2015年頃に人口流出数が全国

第２位というデータが出て、これに課題意識を持って、人口減少が進むのであれば、

やはり若者たちの声を政策に反映していくべきではないかと考えた。とりわけ静岡市

の地方創生総合戦略に若者の声を盛り込むべきではないかということで、当時、学生

の私が仲間たちとタッグを組んで、「わかもののまち静岡」という実行委員会を立ち

上げて、提言活動を始めた。 

 平成27年度に私たちから静岡市に対して13～25歳の若者たちの嘆願書とか、いわゆ

る署名を2,000人分集め、それを静岡市に対して政策提案した。結果的にその中に「わ

かもののまち」の推進を盛り込んでいたので、静岡市がそれを取り入れてくださり、

「わかもののまち推進事業」が始まることになった。 

 提案したのだから君たちがやってよ、という話になり、ここでＮＰＯ法人化するこ

とになるが、平成28年度にまず試験事業として「静岡市わかもの会議」が設置され、

平成29年度から、高校生のまちづくり参加・社会参加を進めるべきではないかとなっ

て、現在は「静岡市高校生まちづくりスクール」という事業を進めている。 

 今、「静岡市高校生まちづくりスクール」のモデルは全国に波及していて、静岡市

のモデルだけで言うと、静岡市役所とか県内の地域づくり系の大学とか、地域で活躍

する人材を育てるようなスクールだと捉えている。 

 次のページにこの５年間で生み出した成果を書かせていただいているが、全体で卒

業生は60名程度を超えていて、これは東京と地方で状況が変わる部分かと思うが、例

えば地方で地域の活動や社会の活動に取り組みたいという若者がいたときに、その受

け皿がないことが課題だと思っている。よく若者の居場所づくりで「しんどい若者」

のための居場所というのがあるが、ある意味ちょっと意識が高いというか、社会に関
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心がある若者たちの居場所も学校の中に無いということもあって、政治や社会につい

て学校の中で話すのが気まずいとか、なかなか話せないという環境があるので、地域

の中にこうしたスクールがあるのは非常に重要だと思っている。 

 ＯＢ・ＯＧには、「まちづくりスクール」のサポーターとしてその後も関わってい

ただいたり、地域の様々な市民活動団体にその後も参画していただくということが起

こっている。 

 実際にこの「まちづくりスクール」と同様の事業が名古屋市、菊川市、磐田市など

全国のいろいろな自治体に波及していて、今、私たちのＮＰＯで中間支援をさせてい

ただいている。 

 高校生からは、静岡に対する考え方が変わった、多くの人と触れ合えた、視野が広

がったといった感想を頂いている。 

 ２つ目の事例は焼津駅前通り商店街だが、私はもともと静岡県焼津市出身なので焼

津でも活動していて、この商店街はシャッター通り商店街だが、20代～70代の商店街

の皆さんで実行委員会形式を組んでいて、商店街に商店を誘致するよりも、まずエリ

アの価値を高めようとして、写真のとおり、人工芝を敷いて、子供たちの遊び場をつ

くるというプロジェクトに取り組んでいる。毎回1,000名以上が来場し、かつ、これは

完全民間で実施していて、行政からは特に補助金や委託金は頂かないで進めていると

ころがポイントだと思う。 

 ６ページに「アソビバ」の特徴を書いているが、正に行政・商店主・市民が協働し

やすい体制を実現する。完全にボランティアで運営しているので、子供をまちづくり

の真ん中に据えることによって、様々な市民が参画できるようなスキームをつくって

いる。例えば地元の重機会社にできるまちづくりはないかといった相談があり、クレ

ーンで鯉のぼりを吊ったら面白いのではないかということで、吊ってみたり、アーテ

ィストと連携をしたり、商店街への波及効果が非常に出てきている。 

 ７ページ、３つ目の事例で「みんなの図書館さんかく」を挙げさせていただいてい

る。これも同じ焼津駅前通り商店街の空き店舗を「わかもののまち」ではなくてトリ

ナスで借りていて、リノベーションまちづくりの考え方で、ここも完全に行政に頼ら

ない形で、問題意識としては、これから地方はどんどん税収が減っていくので、公民

館や図書館などの持続が難しくなるのではないかと考えて、市民がつくる公共スペー

スをつくっていこうということで、昨年３月から開館している。 

 「一箱本棚オーナー制度」というものを導入していて、月額2,000円を支払っていた

だければ、図書館の中に自分の好きな本を置くことができるという仕組みを取ってい

る。現在48名が契約していて、月10万円ぐらいの収益があるので、その10万円の中で

運営するという仕組みを取っている。 

 この横にはチャレンジショップのスペースも併設しているので、副業の第一歩を応

援する場になっている。 

 面白いのは、図書館やコミュニティースペースがあることによって移住者コミュニ

ティーの拠点にもなっていて、移住者が自分の居場所や町の情報を知る最初のきっか

けとして図書館が窓口になっていることがある。 

 ここがポイントかと思っているが、今、地方の若者の働く環境や都内の企業が地方

に移転してくる誘致等も進んでいるが、コワーキングスペースやデュアルワークスペ

ースへの補助金だけではなく、ワークスペースに加えてコミュニティースペースの集
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積が必要ではないかと考えている。そこに移住してきたり住まうことを考えると、働

く場所だけが孤立してしまうことがあるので、実際に働くところに加えて、いろいろ

な人と出会えたり、それらをつなげるコーディネーターみたいな人がいることが大事

ではないかと考えている。今、焼津駅前は非常に面白くなっていて、この中でもワー

クスペースやコミュニティースペースがかなり増えていて、移住者もこの付近だけで

かなり増加してきている印象があります。 

 ９ページで、今、信用金庫と一緒に図書館をつくることに取り組んでいる。こうし

たスペースの活用を後押しさせていただいている。 

 図書館の取組は昨年３月から始まったが、１年間で全国６館の姉妹館が増え、さら

に５館が開館準備中で、全国的な展開になっている。 

 ここまでは事例の紹介だったが、後半の11ページ以降、改めてここまでの論点を紹

介したい。 

 １つ目、大企業などで副業や兼業の規定が緩和されてきていると思うが、地方では

副業をすることに対してまだハードルが高い企業もあるので、それをより推進してい

けたら良いと思う。 

 問題は、副業・兼業のマッチングコーディネーターと書いたが、最近も都内の大手

企業の方から、地元の静岡で兼業しながら地域貢献をしたいという相談があったと信

用金庫から聞いたが、それを上手くつなげられるかどうかが課題としてある。都内の

企業で働いている方が、テレワークとかが進んで、地方に住みながら地方の企業で副

業的に働いたり、プロボノ的に働くということをしたいと思っているけれども、それ

を受け入れられる企業側の体制が地方になかなかないというのがあって、そういうモ

デルをつくっていくことも必要かと思う。 

 ２つ目、移住・定住の推進ももちろん大事だが、人口減の時代にパイの取り合いを

しても限界があると思っていて、関係人口や交流人口の拡大という点にも焦点を当て

ていくことが必要かと思う。 

 ３つ目、自治体の域外利益を強化していき、子供・若者に投資するというところで、

焼津市はふるさと納税が全国的には多い方で、年間で50億程度の給付額があり、平成

27年度は全国第２位の給付額になっている。 

 焼津市の良いところは、これを子供・若者に対して投資していて、こども館を整備

したり、公園を整備したり、保育料の無償化、学校環境の整備への活用ということが

きちんと積み重なっていくことで、若者が住みやすい環境ができるのだと考えている。 

 ４つ目、先ほど申し上げたように、働く環境だけではなく、交流できる環境の整備

もしていく必要がある。 

 ５つ目、地方自治体の企業誘致、企業にメリットがある環境整備で、実際に今回の

コロナで大企業が地方にオフィスを移すというような話もあったが、知る限りでは、

一回移した会社が徐々に東京にまた戻すという現象が起こっている。何で起こってい

るのかというと、一番の課題は地方企業のＤＸが進んでいないことだと思っている。

地方の企業とやり取りをする時に、文化の違いに非常に苦労したり、役所や地方自治

体と連絡を取り合う時にZoomで話せず、わざわざ向こうに行って直接会わないと話せ

ないといった、今は大分整備が進んでいるが、自治体によってはセキュリティの問題

とかもあって進んでいない部分もあるので、地方自治体や地方企業のＤＸ推進は急務

ではないかと考えている。 
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 ６つ目、中高生が飛び出せる環境整備ということで、「まちづくりスクール」のよ

うなものを更に増やしていくことをやりたいと思っているのと、今、教育環境への投

資が大きい自治体への移住・定住が進んでいる印象があるので、高い教育環境は移住

を促すトリガーになるのではないか。 

 ７つ目、２拠点居住の促進で、私自身、１年間は静岡と東京、２年間は静岡と石川

の２拠点生活をしていた。２拠点居住をして、一番のネックは交通費ではないかと思

っている。例えば静岡県から石川県は片道で１万1,000円程度掛かるが、これが毎月、

毎週と積み重なっていくと、とてつもない金額になっていく。交通費の補助ができる

と良いなとアイデアレベルだが思う。あるいは、住民票の概念も２拠点居住だとあい

まいになる印象があるので、「第２住民票」の発行ができて、過ごした分だけ住民税

を支払うといったことができても面白いのではないかと思う。 

 ８番目は若者の活躍以上に「しんどい若者」への保障の強化ということで、ここは

私の専門ではないが、「しんどい若者」が増えているというのは課題としてあるかと

思っていて、元気な若者ほど都内に行きやすいというか、都会に行きやすいというの

があるかと思っていて、一方で地方は「しんどい若者」が残っていくというのがある

ので、ここへの保障を最優先でやっていくことが必要ではないかと思っている。 

 最後は、若者の意思決定段階への参画で、今回の若者円卓会議も素晴らしいシステ

ムだと思うが、例えば行政の重要施策を考える審議会は、今後、必ずパートナー組織

として若者審議会を設置するというようなことができても面白いと思っていて、例え

ば2017年にドイツ連邦の家族・高齢者・女性・若者省へヒアリングをしたことがある

が、ここは人口減少対策を考える政策の審議会の下部組織に若者審議会を設置したと

いう事例もあるので、自治体レベルでもこうしたパートナー組織として設置ができる

と良いと思っている。 

（柳川座長）  今の御報告に関して意見交換を行う。御質問、御意見があれば自由

に出していただきたい。 

（関家委員） 大変興味深く拝聴した。 

 最後の御提案の一つ、「しんどい若者」への保障の強化についてお伺いしたい。地

域を活性化させて新しい人を呼び込む上で、働く場所に加え、人と出会えるスペース

や環境を整備することが重要だとおっしゃっていたが、それは「しんどい若者」を活

性化する上でも役立つことだと考えているか。また、他にも何か「しんどい若者」に

対して直接的に働きかける方法があれば教えていただきたい。 

（土肥委員） 依存を無くすために複数の依存先がある状態が重要だと居場所論では

言われるが、地域の中に複数の居場所があることが重要だと思っている。子供・若者

の社会参加施策や子供・若者政策の一つの課題だと思って、常に言っていることは、

社会参加施策と社会保障などの支援施策が完全に二元論化して進んでいること。逆に

言えば、「しんどい若者」たちも社会に対していろいろ思っていることや考えている

ことがあるので、彼らの意見を社会に活かしていく視点も重要ではないか。 

 ただ、それをこうした審議会的な場で発言は緊張してしまったり、出ていけないと

いうこともあると思うので、そういう意味で地域の中にコミュニティースペースや居

場所施設みたいなものがあって、それが窓口になっていくこともできると思うし、今

日提案させていただいたコミュニティースペースの話などは、全て地続きになってい

るイメージで御提案させていただいた。 
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（田中委員） 関家委員のことに関係するところで、「しんどい若者」への保障の強

化について、私も土肥委員が行っている石川県の加賀市によく行くが、「しんどい若

者」の居場所として「コンピュータクラブハウス」という図書館の様な場所でテクノ

ロジーに無料で触れられ、コミュニティーコーディネーターもいるという状況がある。

コミュニティースペースにコミュニティーコーディネーターは必須だと実感した。 

（高橋委員） 二拠点居住、デュアルライフについて、一番のネックは交通費という

ことだったが、時間に関しても、移動時間がネックになると思った。この辺りは週休

３日制といった制度ができると、より促進されるものなのか、御意見を伺いたい。 

（土肥委員） 交通費の考え方は人それぞれあると思うが、個人的には切替えになっ

て、読書ができたりもするので、新幹線移動とかであれば割と良い時間を過ごしてい

る。ただ、やはり地域によると思っていて、例えば静岡と石川の加賀市だと、片道で

約４時間掛かるので、往復で８時間掛けて行くのはかなりネックではあったが、テク

ノロジーの問題でどうしようもないところがあったりするので、仕方がないと思って

いる。 

 週休３日制の考え方は、二拠点居住をされている方は、副業や兼業をされている方

が多いのではないかと想像する。その場合、そもそも週休があるのかないのかわから

ないとは思う。ただ、導入されると二拠点居住をされる方とかが増えてくるかと思う

し、週休３日制で想定されているものは住まいと働く場所を分けるといったこともあ

ると思うので、それが広がっていけば良いと思いつつも、せっかく二拠点で暮らすの

であれば、両方で働くスタイルも出てくると良いとも思う。 

（西村大臣） 資料を事前に見たが素晴らしい取組をされていると思う。土肥委員は

静岡で大学に行かれた後、東京の大学院に進学されたということで、これはとても良

い経験になっていると思うが、地方に住み続けながら土肥委員のような問題意識を持

った若者がそのまま何かチャレンジをしていくのも大事。商店街を見ていて空き店舗

が多くあるとか、そういったことを見て色々感じる中でやっていくことも重要だ。御

説明にもあった、図書館やサロンのようなところでビジネスマッチングや高校生が何

か意識を変える場所、居場所があることが大事ではないかと思う。 

 東京に色々な人材や知識、インフラが揃っているため、どうしても東京に来たほう

が多くのものを吸収できる。だが、それがテレワークの時代になってきて、オンライ

ンで色々なことができて、早いうちから、中学生、高校生が東京の様々な事柄に触れ

られる。土肥委員のような経験のある人が地元に戻って、そうした場所で何か話すの

も非常に有益。最近は外部の人材も、学校の担任はできないにしても、一時的であれ

ば様々なことができるし、機会があれば皆さんや私、柳川先生も中学校、高校にスポ

ットで講演のような形で授業ができるので、もっとそういう交流をして、地方の中学

校や高校の段階から色々な刺激を受けられる仕組みが必要。都会の子はむしろ田舎に

行って色々な経験をした方が良い。小学校の時に１週間でも大自然の中で遊んだ方が

良いと思うし、中学校であれば１週間でも海外に行ったほうが良いし、東京でも良い

かもしれない。とにかく若いうちに色々な経験をすることが大事。 

 もちろんリアルで会おうと思ったら移動時間は掛かるが、中高生がもっと色々な経

験をできる環境を作ってあげれば、それで東京に行こうと思うかもしれないし、海外

に出ようと思うかもしれない。あるいは自分もこうやれば今地方で困っていることが

解決できるのだというアイデアが出てくる人もいるだろう。一定の年齢になった時、
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仕事を東京でやりながら、土肥委員のように静岡と石川を行ったり来たりする人も出

てくるだろうが、いずれにしても若い時、小中高の段階で色々な経験ができる環境を

作れたら良いと思う。そこで実際に中学生、高校生と接していて、どのように感じて

いるか是非教えていただきたい。 

（土肥委員） ２点あり、まず中高生の活躍に関して、今回コロナ禍によってオンラ

イン化が非常に進み、やる気がある若者、いろいろなことに関心がある若者にとって

は非常に良い環境ができたと思っている。例えば田舎にいても、東京などいろいろな

ところのセミナーやワークショップが受けられるようになった。その点、元気な若者

にとっては非常に良くなったが、それは多分全体では本当に数％なので、それをどの

ように底上げしていくかが一つ課題としてあるかと思う。 

 また、地方の未来については、これからのことを考えると、ＵターンやＩターンで

戻ってくることが大事で、我々としては期待する部分ではある。だが、それを考える

際、中学生・高校生の段階で、もちろん東京とか国際的ないろいろな関心を持つこと

も大事だが、それと同時に、自分の地元のことを深く知ることをサポートできたら良

いのではないかと思っている。小学生、中学生、高校生、大学生と見ると、地域活動

が非常に少なくなってくるのが中学生・高校生になるのではないか。例えば地元でお

祭りとかがあると、小学生は地元のお祭りに出てくるが、中学生・高校生になると地

元のお祭りとか地域の行事に出るのが恥ずかしくなって、だんだん疎遠になっていっ

て、小学生の頃はよく顔を合わせて挨拶していたのに、中学生・高校生になったら挨

拶をしなくなってしまったみたいなことが田舎だとよくある。自分の地元がどんな町

で、どんな人がいるのかを知るような活動が中学生・高校生の段階であると良いと思

う。 

 その上で、これを学校外のプログラムとして置いていただくのが良いと思っている。

今、総合的な探求の科目ができて、アクティブラーニングとか主体的・対話的で深い

学びというものが広がってきているが、学校の枠組みの中で地域の中に出るというイ

メージだと、どうしても権利的な活動が多くなってしまって、自由度が奪われたり、

そもそも学校の授業としてやるので、教育的なカリキュラムがあって自主性が無いと

いうのがあるので、学校外の自治体の事業として、今回の「高校生まちづくりスクー

ル」のような事業であったり、「コンピュータクラブハウス」の例があったが、そこ

もある意味学校とは区別した形で設置されているので、そういったものが増えると良

いと思う。 

 もう一点は、中学生・高校生が活動する時に、コーディネーター的な人がいること

が重要だと思っていて、例えば地方で何か学びたいと思った中学生・高校生には、ど

こから情報を取ってきたら良いのかが分からない。しかし、学校の先生に聞いたらそ

れが分かるのかというと、それは先生次第なので、例えば自治体や外部のＮＰＯなど

にそういった問合せができるような窓口を設けることが重要。地方ではこれからコー

ディネーターは必ず必要になってくると思う。他にも、Ｕターン・Ｉターンで戻って

くる時や、大学進学や就職で東京に出てから地方に関わりたいと思った時に、どこに

問い合わせればいいか分からない。戻りたくても戻れない状態があると思っている。

窓口を何らかの形でもいいから設けることがポイントだと思っていて、それは移住・

定住だけではなく、先ほど申し上げたプロボノや兼業・副業や高校生の学びなど、い

ろいろな場面でコーディネーターに対しての予算をつけることが非常に重要ではない
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かと思っている。 

（御手洗委員） 若者が地方に行くという点で、質問がある。個人的にも地方に移住

できたら良いと思ったりするが、実際のところ、土肥委員がいらっしゃる、静岡県焼

津市であれば、どういった経緯で来られる方が多いのか。また、どうやって仕事を見

つけて移住してくるのか。イメージがつかないので教えていただきたい。 

（土肥委員） やはり一番は転勤などが多いことかと思う。大企業でも地方に支店を

持っている企業があるので、その転勤で来るというのは結構ある。沼津市は転勤者が

非常に多く、３年単位とかでみんな異動していくような形になっているので、その意

味でも交流できるスペースがあると良いと思っている。 

 それ以外だと、私のところに来る相談は、どちらかというと地域活動や、大学で働

かれている方もそうだが、アクティブにいろいろやっていて、これから第２の拠点で

あったり、働きたいという内容。相談があれば、プロジェクトをつくってみたり、仕

事を一緒につくってみたりというようなこともある。ただ、これは非常にイレギュラ

ーな移住・定住のやり方なので、それがもっと増えていくことは現実的には難しいか

と思っている。大企業や都内の大手企業のサテライトオフィスを誘致してくるなどの

方が現実的ではあるかと思う。 

 このように申し上げるのも、焼津や他の自治体でも移住のツアーをしたり、相談が

あれば１組ずつ案内することもやっているが、それで増える自然増は本当に微々たる

ものだと思っていて、正直コスパが悪いと思ったりもする。それが必要ないとは思わ

ないが、もっとシステム的に変えられる部分があるのではないかと思う。 

（柳川座長） まだ御意見があるかと思うが、次の議題と併せて議論できればと思う。 

 第１回から第３回までの内容について、事務局にまとめていただいているので、資

料２を御説明いただいた後、今の御議論と併せて議論したいと思う。 

（北波審議官） 第１回、第２回、第３回のテーマに沿った形で、最後の柳川座長の

取りまとめ発言も含めて御意見を整理している。委員の方々におかれては、追加すべ

きもの、もしくは表現について修正すべきものを中心に御意見を頂けたら、次回の取

りまとめに向けての材料等にさせていただきたい。 

（柳川座長） 今、お話しいただいたように次回が取りまとめとなる。取りまとめに

向けて今までの議論を整理していただいたので、そこに追加で何か、御議論があれば

出していただきたい。また、土肥委員の発表も踏まえ、追加の御質問や御意見があれ

ば出していただきたい。 

（田中委員） 資料２の２ページの「理系の女性に焦点を当てた対応」に、理系及び

情報技術分野への女性の進学を促すための各大学の予算措置と、女子学生への意識変

革だけではなく、評価指標の作成、その他女子生徒に向けて政府がトリガーできると

ころを推進すべきという２点を追記してほしい。 

（柳川座長） この資料自体について、記載事項だけしか取りまとめに載るというこ

とではない。追加で強調したいところを言っていただければ、どういう形で文章化す

るかなどについて、次回も含めて御相談したいと思う。 

（赤澤内閣府副大臣） 土肥委員の素晴らしいプレゼンに感謝したい。 

 ９つの提言の冒頭から、副業が当たり前にできる環境整備から始まるというところ

は、とても説得力がある。そもそも地方では副業・兼業は当たり前で、都会と違って、

例えば農業一本だけで食べてはいけないから、冬はスキー場で色々な仕事をやってい
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るなど、本当にこの感覚だ。 

 逆に言うと、その感覚で都会に進出することもできるし、人を受け入れることもで

きるというのは大変大事な切り口で、マッチングコーディネーターを置くというのも

とても大事な視点であり、学ぶところはとても多かった。私はこれらについてはどれ

も異論がない。また、「しんどい若者」への保障の強化もとても大事な問題。 

 個人的に興味があったのは、図書館がコミュニティースペースになるということ。

私自身、活字の虫なので、時間があって癒されたいと思うと図書館に行っているので、

大変よく分かる。しかし、少し意外な感じがしたのは、今の若い方たちは地方の方も

含めてあまり本や活字を読まずにネットで何でも見ているのではと思ったので、私に

とっては非常に新鮮だった。どういう思いで土肥委員が図書館に目をつけて、「一箱

本棚オーナー制度」を始められたのか教えていただきたい。 

（土肥委員） 実はもともと「わかもののまち」というＮＰＯで中高生の社会参加や

まちづくり参加の支援を長くしていたこともあって、図書館の仕事をするとは思って

もみなかった。ただ、今は問合せを非常にたくさんいただいていて、自治体や公民館

などのコミュニティースペースをつくるときに、同じように図書館を併設したいとい

うところのお手伝いをさせていただいている。 

 そこに着目した理由は、実は最初は非常に個人的な動機で、自宅の本棚があふれて

いたので、それを置ける場所が町の中にあると良いと思ったのがきっかけだった。し

かしそうすると家賃を払わなければいけなかったり、水道光熱費が掛かったりするの

で、同じ思いを持っている人がいるのではないかと知り合いに話をしていたら、そう

した人が結構出てきて、最初は20棚程度しか用意していなかったが、気づけば48棚に

なった。途中でキャンセル待ちが発生したりするなど、非常に多くの方に置いていた

だけるようになった。 

 図書館にしたもう一つのきっかけは、たしか2017年にドイツ政府から招聘を受け、

いろいろな施策を見に行くことがあった。その中で図書館を見に行き、非常に刺激を

受けた。例えば日本でも児童書コーナーはあるが、そこの奥に行けばゲーム機が置い

てあって、子供たちがゲームをしながらずっと遊んでいた。どうしてそんなことをす

るのか聞いたら、若者の知的好奇心を刺激するものであれば図書館は何でも置くと司

書が言っていて、日本の図書館の理解が、もっと広くて柔らかくても良いのではない

かと思ったということもある。公共スペースを新しくつくり替えていく、見直してい

くことの提案として、図書館に焦点を絞ったというのもある。 

（高橋委員） この取りまとめについて、ある程度課題や注力すべき点が出されてい

るが、これをどこまで具体的に取りまとめていく必要があるのか、次回に向けて伺い

たい。 

 例えば「博士号取得者の拡大に向けて」という項目で、学生への経済的支援や教育

内容の見直しは書いてあるが、それを次回、もう少し具体的な内容にしていった方が

良いのか、あまり具体化するようなイメージがなかったので、次回に向けてどういっ

た議論をしていけば良いのか、伺いたい。 

（柳川座長） これは皆さんの御意見を踏まえてということなので、私が決めること

ではない。皆さんがどのくらい書き込みたいか、言いたいことがあればそれを入れ込

むという形なので、これで決めることではないと思う。 

 その上で、私としては、せっかくいろいろな具体論を出していただいたので、そこ
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の部分は具体論として書き込むものは書き込みたいと思っている。ただ、それを本当

に実現させようとすると、かなり細かいことをいろいろと詰めなければいけないので、

そこの部分でもし御意見があれば、何か出していただく。あるいは報告していただい

たものに加えてもう少しこういうところを、というご意見を頂く。プレゼンの時は時

間が限られており、項目的なことだけおっしゃった部分もあると思うので、報告書に

関しても、具体的にこのようなものをということがあればそこは出していただく。す

ると報告書がリッチになると思う。 

（関家委員） 女性活躍とキャリアも今回の会議のテーマなので、そちらについて少

し考えていることを述べる。性別役割分業がはっきりしていた時代よりも、今は夫婦

で話し合うことの重要性が増していると感じている。その中で、いろいろと研究も進

み、妊娠したら女性のホルモンがどう変化するか、男性がどういったことに負担を感

じるようになるかも医学的に明らかになってきている。子供ができることが夫婦にど

ういった変化をもたらすかについてもう少し国から情報提供があれば、それを踏まえ

て、子供ができる前や結婚する前に夫婦で話合いをすることができるのではないかと

考えている。ただ、漠然と話合いをしようと言ってもなかなか難しいので、男女共同

参画局で2016年に作成された「夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」」

等をもっと活用し、家族の良好な関係構築に向けて話し合っておくと良いトピックを

国として整理し、発信いただけると良いと思う。 

（御手洗委員） この資料２でいただいている中に足してほしいことがある。大学の

競争的資金を減らし、運営費、交付金に回してほしい。全体の額を減らすのは仕方な

いが、全体の額は減らしつつも競争的資金の割合を減らし、運営費等に充てるという

ような、裾野を広げた研究のやり方ができるように変えていっていただきたいと思う。 

 私もいろいろと競争的資金を獲得はしているが、もはや、使うことだけでかなりの

時間が奪われるというのがあり、もう少し自由に使える研究費が必要。競争的資金だ

と単年度でこれだけ使ってくださいという渡し方をされるので、お金を使うためにお

金を使う現象が発生しがちだと思う。 

 特に量子コンピューターの分野は、今、量子技術に国としてかなり研究費を投下し

ていると思うが、上の人たちはお金を使うことだけで手いっぱいになり、研究の方向

性を深く考える時間が無いように見える。もちろんたくさんお金が入ってくるのは、

その分野が発展するときに必要だが、自分の現状としてお金が入り過ぎていて、人も

いないのにお金を使うためだけにお金を使っているということがよくあると思う。そ

れはこの分野だけでなく、選択と集中ではないが、集中されているところにだけお金

が集まっている。それはよくないことなので、そこは改善していただきたいと思う。 

（土肥委員） 今日の発表に関連して、作っていただいた資料に付け足していただき

たいが、今日、コーディネーターというキーワードが出てきたかと思うので、是非そ

れは入れていただきたいと思う。また、「全般」のところで意思決定過程への参画と

いうことが書かれているが、こういった若者の意見をつくるような会議が国や自治体

でも増えていくことが望ましいと個人的には考えているので、それを是非強調して書

いていただけるとありがたい。 

（赤澤内閣府副大臣） コーディネートが上手くできる人というのは、今までどんな

方たちであったか。 

（土肥委員） 最近であれば、地域のコーディネーターを学校に設置することが文科
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省の指針からも出ていたりはするが、実際、予算は学校や自治体が確保しなければい

けないため、ただ看板が掲げられただけになっていたりする。枠組みはいくつかある

が、予算が無いということが地域の現状かと思っている。その上で、いろいろな人を

つなぐ仕事は結構重要だと思うが、例えば移住・定住コーディネーターや学校コーデ

ィネーターなど、いろいろなコーディネーターがあっても、名前だけで予算がついて

いないのが一番問題ではないかと思っている。 

（赤澤内閣府副大臣） 予算がついたとして、人材はいるのか？ 

（土肥委員） それは育てていくしかないと思う。きちんと予算がつけば優秀な人材

は入ってくると考える。 

（柳川座長） 取りまとめに関しての議論はこれから十分可能なので、御意見を出し

ていただいて、次回までに御意見があればと思う。 

前半の土肥委員のお話に関してはいくつか重要なポイントがあったと思う。先ほど

お話があったコーディネーターの話が全体を通じて大きな鍵だということがあったと

思うが、予算を増額してほしい、という話や、人材を確保することが重要という話も

あったので、ここはしっかり入れていくところかなと思う。 

 デュアルライフは私も経済財政諮問会議でもずっと言っているところなので、是非

こういう形で進んでいけば良いと思う。交通費の補助も、どこまで実現できるかは分

からないが、サブスクとかそのような形でできれば良いと個人的には思っている。そ

のような視点から兼業・副業の議論も重要な指摘だったかと思う。 

 それから、若者の意思決定への参加という視点からの話も重要だったと思う。 

 最後に、「しんどい若者」への保障の強化はいろいろな方から御意見が出たので、

具体的に何ができるかは結構難しい課題だが、重要なポイントだと思うので、次回の

取りまとめに向けて少し整理させていただく。先ほど強調したが、皆さんのインプッ

トで資料が出来上がるので、是非いろいろなインプットをお願いできればと思う。 

 以上で第３回「若者円卓会議」を終了する。 

 

（以 上） 

 


