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      青少年の育成に関する有識者懇談会（第１回） 

 

１．日  時  平成１４年４月２５日（木）１０：０３～１２：０３ 

２．場  所  総理官邸大客間 

３． 出席者  

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     落合 恵美子 国際日本文化研究センター助教授 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

     茂木 友三郎 キッコーマン株式会社代表取締役社長 

     吉田 敬子  九州大学医学部付属病院精神科講師 

４．議  題 

（１）開会 

（２）委員紹介 

（３）内閣官房長官あいさつ 

  （４）懇談会の運営について 

  （５）自由討議 

  （６）今後の進め方等について 

  （７）閉会 

５．配付資料 

 （会議資料） 

  資料１ 「青少年の育成に関する有識者懇談会」の開催について（平成１４年４月 
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      １８日内閣官房長官決定） 

  資料２ 青少年の育成に関する有識者懇談会運営要領（案） 

  資料３ 今後の懇談会の進め方（イメージ） 

 （参考資料） 

  参考１ 平成１３年版青少年白書 

  参考２ 青少年行政関係資料集 

  参考３ 青少年及び青少年を取り巻く社会の現状 
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                             午前１０時０３分開会 

○江崎政策統括官 ただいまから、青少年の育成に関する有識者懇談会の第１回を開催を

させていただきたいと思います。 

 私は、この事務を担当してございます政策統括官の江崎でございます。 

 まず、私の方から本日ご出席の委員の方をご紹介申し上げたいと思います。 

 官房長官の左隣から、本田座長でございます。相原委員でございます。天野委員でござ

います。網野委員でございます。落合委員でございます。北村委員はご出席の予定でござ

いますが、ちょっと遅れておられます。玄田委員でございます。後藤委員でございます。

杉山委員でございます。樋口委員でございます。広田委員でございます。前田委員でござ

います。松下委員でございます。茂木委員でございます。吉田委員でございます。 

 あとお二方、中村委員、福川委員、ご都合で本日は欠席をされておられます。 

 初会合に当たりまして、懇談会の主宰者でございます福田内閣官房長官からごあいさつ

がございますが、こちら側の出席メンバーを簡単にご紹介させていただきます。 

 松下内閣府副大臣。奥山内閣府大臣政務官でございます。さらに、文部科学省の池坊大

臣政務官が傍聴を希望されましたので、ご同席をいただいております。 

 それでは官房長官、ごあいさつをよろしくお願い申し上げます。 

○福田内閣官房長官 福田でございます。今日は朝から大変お忙しいところお集まりをい

ただきまして、ありがとうございます。 

 青少年の育成に関する有識者懇談会を開催させていただきました。我が国の未来を担う

青少年の育成は社会を挙げて取り組むべき重要課題でございます。小泉総理も今国会にお

きます施政方針演説の中で、子どもたちの夢と希望を育む社会を実現し、子どもたちが新

たなる国づくりを担うことのできる豊かな個性と能力を持った人間に育つよう全力を尽く

していくことを表明したところでございます。しかしながら、現実を見ますと青少年をめ

ぐる問題は依然として深刻でございます。青少年の非行、痛ましい児童虐待、そして犯罪

被害などの問題が相次いで起こっているという状況にございます。こういう状況の中で、

その背景として社会におけるさまざまな要因というものが指摘がされておりますけれども、

大人や社会全体のひずみが投影されているという側面もございます。我が国社会全体の問

題として真剣な対応が進められていくという状況にございます。 

 21 世紀を迎え、少子化、都市化、情報化等の進展や価値観の変化、多様化など我が国社

会が大きく変化をし続ける中にありまして、青少年が心身ともに健康で豊かに成長するこ
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とができるよう取り組んでいくことは、我々大人の責務でもあると思っております。この

ような情勢を踏まえ、政府としても青少年の育成のあり方を改めて問い直し、中長期を見

据えた総合的なビジョンを明らかにしていく必要があると考えておりまして、これは仮称

でございますけれども、「青少年プラン」を策定したいと思っているところでございます。 

 この「青少年プラン」の策定に当たりましては、国民各層のご意見を聞くことが不可欠

でございまして、このたび幅広い分野の有識者の方々にお集まりをいただいて本懇談会を

開催することといたしました。青少年は本来無限の可能性を秘めており、新鮮な発想と

若々しい行動力で未来を拓いていく存在であると考えております。政府としては数々の問

題状況に適切に対応しながら、あらゆる青少年が幅広く活躍できるような環境整備を進め

ることが重要であると考えております。 

 本田座長にお願いいたしましたけれども、各委員におかれましては青少年の育成の基本

的な方向等について多様な観点から自由闊達にご議論いただき、21 世紀の青少年育成の指

針となるようなご提言を取りまとめていただきますようよろしくお願いを申し上げまして

ごあいさつにさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○江崎政策統括官 ありがとうございました。 

 続きまして、本懇談会の事務局を務めます内閣府の職員を私の方から紹介させていただ

きます。 

 審議官の石川でございます。参事官の菱川でございます。同じく椋野でございます。 

 また、本日は後ろに陪席をしてございますが、関係省庁の担当者の方並びに報道関係の

方にも傍聴をいただいております。 

 それでは、私の方から簡単に本懇談会の開催の趣旨につきましてご説明をさせていただ

きます。 

 お手元に資料がございますが、「資料１」と右肩に振ってあるものをごらんいただきた

いと思います。 

 まず、１の趣旨でございますが、官房長官のごあいさつでも申し上げましたが、我が国

の未来を担います青少年のあり方を改めて問い直し、基本理念でございますとか政府の中

長期ビジョンを明らかにするために「青少年プラン」、これはまだ仮称でございますが、

それを策定をしたいと考えてございます。これに資するため、ここにお集まりの有識者の

方から幅広くいろいろご意見を伺いたいということでございます。 

 検討事項でございますが、まさに幅広く青少年の育成の基本的な方向等についてご検討
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いただきたいということでございますが、その際、幾つかの観点にご配慮いただければと

いうことで４点ほど並べてございます。 

 １つは、最近の少子化、都市化、情報化等社会環境の変化でございますとか生活スタイ

ル、さらには価値観といったもの、こういうものが非常に変化をしておるということで、

こういうものを踏まえて取り組むということ。 

 それから２番目でございますが、青少年が未来を担うということで、未来を担う人づく

りという面、それから現在生じている問題状況、例えばいろいろな非行等の問題でござい

ます。こういう両面を含めて総合的に取り組んでいただきたいということでございます。 

 それから３番目でございますが、アプローチの方法といたしまして、青少年の年齢期ご

との特性、年齢期割りに議論をしていただくということが有効ではないかと考えてござい

ます。 

 さらには、社会全体での取り組みへと広げていくということが必要であろうと考えてご

ざいます。 

 構成員は、冒頭ご紹介した先生方にお願いしてございます。 

 開催の期間でございますが、今回を第１回といたしましておおむね１年間お願いをした

いという具合に考えてございます。 

 説明は以上でございますが、以後の議事の進行につきましては座長をお願いをしてござ

います本田先生にお願いをしたいと思います。 

 それでは本田先生、よろしくお願い申し上げます。 

○本田座長 お茶の水女子大学の本田でございます。このたび座長を仰せつかりました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私は、ご存じの方もおいでかと思いますが、子どもや若者の文化史的な研究とでも申し

ますか、そのようなことを長らく手がけてまいりました。ただ、ただいまはお茶の水女子

大学の学長などという厄介な役職を仰せつかっておりますものですから、国立大学の大変

なときに行政的なことに追われておりまして、子どもの問題、若者の問題から１年ほど遠

ざかっております。でも、そちらが専門でございますから、この機会に月１回でも皆様と

ご一緒にそれらの問題を考えさせていただける機会を大変楽しみにしております。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 また、後ほど私にも３分ぐらいお時間が頂戴できるようでございますから、そのときに

申し上げたいこともございますが、冒頭のごあいさつはそのくらいにさせていただきます。
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よろしくご協力ください。 

 それでは、お一人３分以内ということで自己紹介というよりも、今子どもと若者に関し

てお考えのことをご発言いただきたいと思いますが、相原委員の方から時計回りでお願い

申し上げます。 

○相原委員 弁護士の相原でございます。 

 そうそうたる各委員の中で、弁護士ですけれども、私になぜお声がかかったのか伺った

ところ、私は弁護士を今しておりますが、大学を出てから５年ぐらいの間、女子少年院の

教官をしておりまして、そこからどちらかといいますと非行少年に関わることがライフワ

ーク的なことになっております。 

 現在は弁護士としてはほとんど民事事件の方が主で、家事事件とか企業の仕事の方が多

いんですが、ただ今第一東京弁護士会では少年法委員会というところで副委員長という役

目も仰せつかってはいるんですが、現実的には非行少年を相手に、それを重ねてたくさん

の子を扱うことはできないんですけれども、継続的に、これはもうほとんど半分気持ちの

上でボランティアといいますか、ほとんど親の保護ができないような子が大半の状況の事

件を扱っております。そういう目で二十数年にわたるものですから、私が現場といいます

か実務で関わったことと、それから社会の流れの中で関係とか私の気がついたことを微々

たるところですが、少しでもお役に立てればと思っています。 

 簡単に私が二十数年で思うところは、それこそ数日前も会ってきた少年なんかも、やっ

たことは凄いんですが、いざ１対１で会ってみると泣きじゃくってみたり、泣くぐらいな

ら何でやるのみたいなそういう事件があったり、意外と昔の子は徹底的に突っ張っていた

のに、会ってみると意外と違うと言えばいいんでしょうか、そういうような状況で、この

違いは何なんだろう。それとか先ほどの基本的な価値観の問題を官房長官もおっしゃられ

ておりましたけれども、そういう問題で確かにこの二十数年の流れをちょっと感じている

ところであります。そういう点も各委員の先生方にもちょっとご意見とかお教えいただい

て、私なりにお役に立てればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは天野委員、お願いいたします。 

○天野委員 天野といいます。よろしくお願いします。 

 普段こんな格好をしていなくて、今日も平服で来ようと実は思っていたんですが、官房

長官のあいさつがあるのでちょっとやはりまずいかなと思って、とりあえず年に１回着る
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か着ないかのスーツを着てきたんですが、大変な事態になっているのでびっくりしました。 

 僕は、子どもの遊び場をずっとやってきた者で、プレーパークというところなんですが、

自分の責任で自由に遊ぶというモットーを掲げて一切の禁止事項を解除した遊び場です。

地域住民と一緒にやっているというのが非常に大きな特徴で、プレーリーダーと呼ばれる

大人が常駐しているわけですが、多少の悪さに対しては一々目くじらを立てて文句を言わ

ない、そういう遊び場なので、大人がついていて子どものしつけはどうなっているんだと

いう苦情も絶えない場所なんですね。子どもというのは、やはりいろいろやりたいことを

やり出すと大人がやっちゃいかんというようなことをやりたがるというのが常なんですね。

子どもというのはそういうことをいろいろやりながら右へ行ったり左に行ったり、あっち

ぶつかり、こっちぶつかりして失敗してという、痛い思いをしてけがをしながら、それで

やはり自分自身に生きる力というのを高めていくというのが僕の実感です。だけど現代は

それを許していない。つまり、子どもが自分で育とうとする力を社会が許していないんで

すね。大人が指導しないといかんとずっと思っている。正しく導かなければいけない、健

全育成という言葉。 

 今回「健全」が外されて僕は非常にほっとしていますが、あとは有識者の「有識」を外

していただくと僕はもっと堂々と出られるんですけれども。そういうような話をちょっと

こういうところでしていきたいなというふうに。 

 最近の子どもは自由、自由というふうに言われたり、権利、権利と言われるから好き放

題やって歯どめがきかないというふうに言われるんですが、僕の実感は全く逆です。子ど

もが自由に遊ぶためにどれほと大人たちの力が必要とされているか。子どもが自由に遊ぶ

というただそれだけのことを保障するためにどれほど大人たちが力をかけないとそれが実

現できないかというのは身をもって実感しているので、これは皆さんの子ども時代のこと

を思い出していただくと、恐らく大概は犯罪少年だったと思います、そういう意味では。

そういうような状態が今起こっているということを僕は凄く強く感じます。 

 あともう一つ注文と言ったらいいのかわからないんですが、子どもの話をするのにこう

いう場面はちょっとかたいなという気が非常にします。首相官邸は見学はぜひさせてほし

いんですが、もっとやはり雰囲気の柔らかいところでやりたいなと僕は個人的には思って

います。次回からは平服で来ようと思っていますので、よろしくお願いします。 

○本田座長 ありがとうございます。次回を楽しみに待たせていただきます。 

 網野委員、お願い申し上げます。 
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○網野委員 上智大学の網野と申します。 

 私は行政、臨床、研究、教育、大体その分野をこれまで経験させていただいて、長らく

子どもの発達と福祉という分野で仕事をさせていただいています。青少年といいますと、

どちらかというと学童期以降、小・中学生以上というイメージが一般にまだまだ強いです

し、それはそれで非常に意味があると思うんですが、私自身はどちらかといいますと子ど

も全体ですが、とりわけ乳幼児期の子どもの今生きる力という天野委員からのお話もあり

ましたが、やはり育つこと、育てられること、これが環境的にどのようになっているか、

主にその面をずっと探ってきました。 

 特に子どもは誰によって育てられるかというときに、何を常識的な当たり前の質問をす

るのかと一般にはどうしても思われがちですが、子どもたちは実の親だけでなくて実にさ

まざまな、社会的親と私は言っていますが、本当にたくさんの素敵な大人たちや年長、年

配の人たちに囲まれて育つのが自然の状況かと思います。そういう中では、最近特に３歳

児神話とか母性神話がとかく言われますが、そのようなことも踏まえて子どもがよりよく

育てられる姿、育つ姿をやはりこれからもっと本気で社会が取り組んでいかなくてはいけ

ないというふうに思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 では、落合委員。 

○落合委員 落合恵美子と申します。 

 私、先ほど天野委員がおっしゃった羽根木プレーパーク、羽根木公園で遊んで育ちまし

て、まだプレーパークができる前なんですね。ですからもっと自由で、あそこにある木は

全部登りました。そうやって育つとこういうふうになるんですけれども、よかったのか悪

かったのか。 

 私は社会学というのをやっております。特に専門の分野は家族、ジェンダーの問題でし

て、その点、本田座長と重なるところがございます。 

 私は最近家族の比較調査ということで中国に行ったんですけれども、そのときに凄く印

象的だったのが、みんな輝くように幸せそうな顔をしているということなんですね。特に

上海あたりでそれを感じまして、特に若い人たちが本当に幸せそうでした。みんながこん

なに幸せそうな国というのは見たことがないなというふうに思って中国人の友達にそう言

いましたら、「当たり前だよ、みんな未来に希望を持っているから」と言うんですね。そ
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うか、それがこんなに人の顔も変えるかと思ったんです。日本の同世代というのはパラサ

イトとかフリーターとか言われている世代でして、社会に入っていこうにもなかなか入っ

ていけない、それからコミットしたくないというような感じがあります。それというのは、

やはり今の社会に希望を持てるかどうかという違いが中国と日本で出ているんだろうと思

うんです。 

 私の専門は家族なんですけれども、青少年の育成とかいうことになりますと、家族の問

題というのがまずクローズアップされるんですが、私はやはり社会全体のことだろうと思

っていまして、本当に将来の見通しですとか、それから教育ですとか、マスコミですとか、

もちろん家庭も近所の人たちもですけれども、そういうものがみんな合わさって子どもを

育てているんですから、全体を見ていかなければいけないなというのを本当に中国で感じ

ました。 

 でも、中国で希望があって日本であまりないというのは仕方がないことなんですよね。

社会の発展段階といいますか成熟の段階によるわけでして、若い伸び盛りの国が元気がよ

くて未来があるのは当たり前です。だからそこでこちらはそんな卑下する必要はないと思

うんですけれども、では成熟した国は今までどうしてきたかというのを考えてみますと、

ヨーロッパなど一度没落とか言われましたよね。そのときに、では若い人はどうしていた

かというと、一つには 70 年代、60 年代の若者の反乱と言われるあの時期というのはまさ

に社会が成熟に達して、その社会が変わるときに今までのあり方に納得できない若い人た

ちが爆発したという、そういうものだったと思うんです。その後もしばらくそういう国の

人たちというのは本当にヒッピーを生んだり、若い人たちが大分逸脱といいますか自由と

いいますか、そういうふうだったと思います。 

 私はお産をしたときにラマーズ法というので出産したんですけれども、そのときの産婆

さんがイギリス人でして、しかもオックスフォード大学を出ていたんです。オックスフォ

ードの理系を出た産婆さんというのも何かもったいない感じがするんですけれども、何か

もっと人間的なことをやってみたいと思われて産婆になられた。世界中をラマーズ法で助

産して回っているんですね。こういう人を許す環境といいますか、それが結局後でイギリ

スが経済的にもリカバーしましたけれども、そういう力になっていったんだろうと思うん

です。ですから日本の子どもたちとか若い人たちにも、もっと自由な時間、フレキシビリ

ティを与えたい。だんだんと社会に入っていけるようにしてあげたいと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。落合委員には、また改めて講義をしていただいたら



 10 

よろしいかもしれませんね。 

 玄田委員、お願い申し上げます。 

○玄田委員 玄田有史と申します。 

 私は経済学の立場から雇用問題を考えたり、話し合いをするのを職業としておりますけ

れども、今日はそういう経済学の話とはやや違うことを自己紹介でお話をしたい。それは

言葉の問題です。 

 青少年の育成の問題を考えるときに常に気になるのは、社会人と学生という言葉がある

ことに凄く違和感を覚えます。多分英語で社会人という言葉はないんじゃないでしょうか。

社会人と学生とか、社会人と子ども、社会人と青少年というふうな不思議な境界線がある

ことに、多分この社会のいろいろな意味での問題点があるんではないか。 

 ４月の入社式のテレビとかを見ていますと、これから社会人として頑張りますというこ

とを平気で言うわけです。しかし、本当は 10 代であれ、10 歳未満であれ、子どもであれ、

本当は広い意味でみんな社会人であるはずが、何となく社会人と子どもという不思議な境

界線がある。多分この境界線をどういう形で、自然な形で崩していくのかということは極

めて大きいんではないかと思います。 

 その意味で、では具体的に何をすればいいかということを考えたときに、昨年ですけれ

ども、ある都立高校にお邪魔する機会がありまして、そこで聞いた話が非常にショックで

ありました。それは何かというと、その学校では学期の途中に突然クラス替えがあります。

なぜクラス替えがあるかというと、クラスが成り立たないからです。４人に１人が学校を

やめていくものですから、クラスがクラスとして成り立たないものですから、そういう状

況になってほとんどがフリーターとなります。ただし、そこにいる学生に問題があるとは

ちっとも思えません。その学校で先生がおっしゃっていたことは、うちの学生は中から外

にはどんどん出ていくんだけれども、外から中へ誰も来ないというふうにおっしゃってい

ました。つまり、地域でも非常にうとんじられているために大人が中に入っていかないわ

けです。多分これから必要なことは、子どもを呼び出してインターシップ等で教育するこ

とも大事でしょうけれども、大人が子どもの場にどうやって入っていけるかということが

極めて大事だろう。 

 例えば具体的に言えば、今フリーターとなった場合にも本来労働基準法等で雇用契約を

結ぶときには書面を交付する義務というのがある。賃金なり働く条件について書面でやり

とりする義務がある。それを知らない人が多分たくさんいるわけです。それを考えていく



 11 

と、きちんと働く上での知識というのを例えば労働基準監督署が中学校とかに行ってきち

んと話をする機会が必要じゃないか。多分この問題には教育委員会と労働基準監督署のあ

る種の棲み分けをもう一度考え直していくというふうなことをしていかなければならない

だろう。そういう意味で、こういうふうなことも含めて大人が子どもの場にどうやって足

を向けていくのかというふうなことを考えていかなければならないと思っています。よろ

しくお願いします。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 では、後藤委員。 

○後藤委員 後藤弘子と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は専門は刑事法で、中でも最近は少年法を中心と研究をしております。ただ、それ以

外にもやはり女性と子どもに対する刑事規制という観点からいろいろなことを考えており

まして、最近ご存じのように私が大学生のころは考えられないような速度で刑事立法が

次々と作られています。池坊先生もいろいろご尽力なさった児童虐待の防止法であります

とか、あと配偶者間の暴力に関するドメスティックバイオレンスもある一定の一部という

ふうに言えると思うんですが、そういうものも刑事的な規制という形でいろいろな法制度

が整備されるようになってきました。少年法も改正がされるということで、子どもや子ど

もを取り巻く家庭という環境に対して法がいろいろな形で注目をし始めているという意味

ではかなり新しい現象ではないかというふうに思います。 

 まだ学会の中でもやはり刑事規制、特に児童虐待などに対して刑事的な規制をすること

に対してはかなり反対もあります。それは伝統的に国家が私的な領域に入るということに

関する批判というものがまだまだ強くて、私などは子どもが死ぬよりは権力を使って子ど

もを救う方がいいというふうに思ってはいるんですが、なかなかそれが一般化しないと。

ただやはり国家権力をいかに抑えるかということも同時に考えていかなければいけないん

ですが、そういうことを考えるときに幾つか思っていることがございます。 

 １つは、みんな子どもだったというところが子どもの問題を考えるときに、いいところ

でもあり、悪いところでもあるというふうに感じています。私どもは全て子どもであった

経験があって、子どもであった経験の記憶というものに基づいていろいろ子どもというの

を見るということからなかなか離れられない。例えば少年法の改正のときでも、「昔の子

どもは」というような言い方がよくされましたけれども、自分たちが子どもであったとき

の経験を超えてもっと客観的な形で議論ができる、そういう場がこの場であればいいなと
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いうふうにまず思うのが１つ。 

 あと、私は少年法というのは矯正的な再教育をする制度だと思っているんですが、なか

なか教育というカテゴリーの中で非行の問題というのは取り扱われない。どうしても教育

というのは学校教育に特化していまして、なかなかその垣根を超えられない。非行の少年

たちに対して教育を行うということが凄く必要だというふうに思っておりますし、そうい

う意味では先ほどお話があった「青少年プラン」というものを策定すると、そういう意味

では、そういう垣根を超えられるような制度というのをつくっていく必要があるんじゃな

いかと思います。やはり制度があれば見方が変わっていくと。見方を変えるのに一番役に

立つのは私は制度を変えることではないかというふうに思っておりますので、それがもち

ろん諸刃の剣になるということも承知の上ですけれども、そのようなぎりぎりのところを

追求していければなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。 

○本田座長 制度と見方の問題など大変難しい問題を冒頭からお出しくださいましたね。 

 それでは杉山委員、お願い申し上げます。 

○杉山委員 杉山千佳と申します。よろしくお願いいたします。 

 私が多分一番有識者っぽくないのではと自分では思っているのですけれども、ちょっと

個人的なお話から入らせていただきますと、男女雇用機会均等法ができた次の次の年ぐら

いに、大学を出て就職しました。その後、出産を機会に家庭に入ったものの、どうもやり

残したことがあったんじゃないだろうか、このままずっと私はこの家にお母さんとしてい

なくてはいけないんだろうかというような思いを抱え続け、なんとか、育児雑誌ライター

ということで仕事をするようになりました。今はそれを編集プロダクションという形で会

社としてつくっております。 

 そんな中で子育て支援というものをやはりいろいろ考えていきたいと思いまして、現場

に出かけ取材を続けています。今いろいろな地域の方たち、特に当事者であるお母さんた

ちなどが市民の立場で子育て支援をやりたいということでＮＰＯをつくりたいというよう

な動きがあちこちで出ております。それのお手伝いができないかということで子育て支援

のＮＰＯの設立と運営のハンドブックなどをつくらせていただきました。 

 そういった仕事のことと、平成元年に子どもを産みまして、ちょうど 1.57 ショックと

言われた、少子化が本当にまずいというふうに思えた年だったんですけれども、そういっ

た自分の経験とをふまえて３つの問題があるように思っています。 

 １つが、やはり「子ども」というくくりだけで見るのでは問題は解決できないのではな
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いだろうか。「家族」、特に父親、母親の仕事と家庭の両立というような部分からも育児、

あるいは介護とかそういったものを弾力的に見ていく必要があるのではないだろうかと思

っております。例えば、わが家の場合、今は夫が仕事を選択定年制でやめまして、資格取

得の勉強中なんですね。私が今稼ぎ手になっているような、そういう有機的な動き、多様

性ある動きというのが今後ますます自由にできるようになっていくといいなというふうに

思っております。 

 一方、中１の子どもを見ながら思うことなんですが、私たちというのは初めて抱っこし

た赤ちゃん、我が子が初めて抱っこした赤ちゃん、不安で不安でしようがないと言いなが

らずっと育児をしております。乳幼児期のことは育児不安とかいう形で表に出ますが、実

はその後もずっと不安なんです。中１になりましたが、まだ不安です。そういった親たち

は子どもに何を伝えていいんだろうかということを本当に迷って、迷っているのです。し

かも学歴社会、偏差値教育をもろに受けていますから、その中で、突然「これからは多様

な選択肢の中から自己責任で選ぶ時代になった」というふうに言われますと、「そんな話

聞いてないよ」という感じなんですね。選ぶことができない。どうしたらいいんだろう、

そういった親の切実な思いというのも一方でちょっと踏み込んでいただけたらというふう

に思っております。 

 今日も例えばニュースを見ていますと、引きこもりの子どもたちが熱血ラグビー何とか

をしていたというような画像があったりします。周りに多いんです、引きこもってしまっ

た、不登校になってしまった、ダブっちゃったとか。こうした子たちを「引きこもり」と

いうふうにレッテルを貼ってしまうことは何なんだろう、「私立中に行くあの子たちは塾

に行った子」というふうに決めてしまうのはどうなんだろう、「みんな同じ子どもでどっ

ちにも行く子なんだよ」というところを大人がもう一回見た方がいいんではないかなとい

うふうに思っています。 

 最終的に、自分のことから考えたときに思ったのは、あまり褒められた経験がないんで

す。勉強がもしできたとしても、「体育がね」というふうに言われたり、例えば国語が得

意だったら「理科ももうちょっと頑張りなさい」というふうに欠点を言われながら私たち

は大人になりました。 

 子どもたちに、ではどうしたらいいんだろうというときに、まずは子どもの声をちゃん

と子どもの目線で聞いてあげることと、それからやはり、「凄いね、君凄いよ」というこ

とや、いまここにいること自体を褒めてあげるというのか、自尊心を尊重してあげるとい
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うことを何よりも私はやっていきたいなというふうに思っているところです。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○本田座長 ありがとうございました。今のようなお話は本当に有識者っぽいお話です。 

 どうぞ樋口委員、お願い申し上げます。 

○樋口委員 慶応大学の樋口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は労働経済学が専門で、玄田さんといつも議論しているというようなこともあります。

労働経済学といいますと、先ほどご説明で青少年の年齢ごとに検討していくということで

ありましたが、青少年の中では中高年層に当たる 10 代後半から 20 代、30 代前半かなと思

います。 

 大学の教師というのはいつも接している学生の年齢が一定であるというようなことで、

自分が年をとっていくのを忘れてしまって、いつの間にか年齢差が広がっているというよ

うなことなんですね。いつも自分は若い人たちと接していますので自分は青年だというふ

うに思っていまして、青少年の年齢期に自分も入れてもらえるんだろうかというふうに思

うこともあります。 

 最近よく言われますのは、若者の特にフリーターの問題として職業意識というのがはっ

きりしていないんじゃないかというようなことを言われるわけですが、自分に向かって、

おまえはしっかりしていたのかというような質問をすると、自分だってしっかりしていな

かった。では、何で今それが問題になってくるのか。やはり社会がある意味では豊かにな

ったので、働かないという自由が与えられたというような面があるんではないかと思いま

す。我々は働かざるを得なかった、正社員をやめることができなかったというようなこと

がありますから、そういう働かないとかフリーターになるという自由がなかったというこ

とで、自由が増したがゆえに逆に職業意識が問われるようになってきたというようなこと

があるんじゃないだろうかというふうに思っています。 

 最近、フリーターの問題でも、学生の企業における内定する時期がかなり早まっていま

して、もう来年の４月に就職する連中がだんだん決まっているというような状況ですね。

1 年前に決まっているというようなこともあって、どうも会社に入ってからやめるまでの

期間の方が短いんじゃないかというふうに思う学生も増えているのが最近ではないかとい

うふうに思います。 

 何でやめるんだろうかというと、その企業に何となく夢がないという感じを持つのが多

いんではないだろうか。そうなってきますと、特に高校を出て就職する場合の内定率が相
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当に下がっていますが、これはどうも景気だけではなさそうだ。やはり企業が海外に生産

拠点を移していくというと工場を閉めるというふうなことがあって、そこでも高卒の人た

ちの職場がなくなっていく、あるいはＩＴ化が進むというようなことで一般事務職の仕事

がなくなっていく。ここでも高校を出て働くという機会がなくなっている。こういうよう

なことというのはどうも短期的な問題ではなくて、やはり長期的に日本が変わっていく中

でこういう問題をどうするのかというのが非常にポイントに私はなってくるんではないか

なというふうに思います。 

 私の申し上げたいのは、先ほど子どもが輝いているかどうか、青少年が輝いているかど

うかというような話がありましたが、やはり大人が輝いていないと青少年も輝くことはで

きないし、夢を持つことができない。何を理想として生きていったらいいんだろうかとい

うようなことを見ても、自分の親を見たり、あるいは周りの人たちを見ると、果たしてこ

ういうのでいいんだろうかという疑問が出てくるというのが現状ではないかと思っており

まして、やはり夢の持てる社会というのは、子どもが夢を持つのと同時に、やはり大人も

夢を持てる社会をどうつくっていくかというのが重要になってきているんではないかなと

いうふうに感じているわけでございます。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは、広田委員。 

○広田委員 広田です。教育社会学という学問をやっていまして、このメンバーの中では

数少ない教育学者ということになりますが、教育学者の目から見ますと、教育の問題とか

青少年問題というのは政治とか行政とか経済とかと違って、だれでもしゃべれるという楽

しいトピックなんですね。 

 それはしばしば問題でして、つまりだれでもしゃべれるがゆえに思い込みでしゃべれた

り、何か強い思い入れでしゃべれたりしてしまう。それが青少年の問題とかを非常に見え

にくいものとか、本当に何を考えるべきかというものをポイントを外したような議論にな

ってしまうことが起きてしまうのではないかと思います。とはいえ、教育学の方では的確

に見ているかというと、教育学の方は教育学で理想論がちょっと強過ぎて現実が見えない

という。だからだれもちゃんと青少年の現実を見ていないんじゃないかと思うわけですね。 

 そういうことを考えますと、この懇談会でこれからどうすべきかということを問う前に、

少し今の青少年の現状をどう見るかというところをきちんと議論して、いろいろな分野の

ものを集めてリアルな青少年像を前提にしていただければと希望しております。よろしく
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お願いします。 

○本田座長 ありがとうございます。リアルな青少年像などというのは本当に一番厄介で

いつまでたっても見えてこないかもしれないような話題でございますが、どうぞよろしく。 

 次に前田委員、お願い申し上げます。 

○前田委員 おはようございます。葛飾区立常盤中学校の前田明永と申します。 

 本校は葛飾柴又のフーテンの寅さんでおなじみの柴又帝釈天を学区域とした大変下町情

緒豊かな落ちついた学校であります。12 学級、生徒数 436 名とほぼ都内では中規模ぐら

いの学校であります。 

 青少年の育成につきましては、学校現場を預かる立場として、学校と家庭と地域社会で

どう築き上げていくかという連携を図りながら具体的な方策を考えていきたいというよう

に考えております。特に、小学生につきましては家庭教育のあり方、また中学生では奉仕

の心、ボランティア活動、それから地域でのスポーツ活動のあり方等組織づくりなどの具

体的な取り組みについて意見を申し上げたいと思います。 

 現在、私は全日本中学校長会の生徒指導部長として昨年、一昨年と部活動のあり方につ

いて具体例を収集して資料を集めて提供いたしましたが、やはりこれからのスポーツ活動

については非常に課題があるなというようなことも考えております。 

 できるだけ現場を離れないように、また校長出張か、出ているのかと言われないように

したいと思いますけれども、またここで得た情報を学校に生かして、そして地域で何をし

たらいいかという具体的な話をさせていただきたいというように思います。よろしくお願

いいたします。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 では、松下委員。 

○松下委員 独立行政法人国立少年自然の家というところから参りました松下と申します。 

 少年自然の家と申しますのは、主として小学生、中学生を対象といたしまして大自然の

中に子どもたちを連れていきまして共同生活等を通して自然体験をする場を提供するとい

う施設でございます。社会教育施設という範疇に入っていると思うんですが、全国にさま

ざまな設置者による少年自然の家が 300 以上あると思うんですが、その中に国立の少年自

然の家は 14 ございます。その国立の少年自然の家は昭和 50 年ぐらいから設置されており

ますが、旧文部省に直轄につながって個々の少年自然の家が運営されておりましたが、行

政改革の中で独立行政法人という組織に平成 13 年度から 14 の自然の家が一つのチームと
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してまとまったわけでございます。 

  そこで、私はかつて１つの少年自然の家で５年間所長職を経験いたしました関係か今の

ような立場をとらせていただくようになったんですが、モデルのない大変大きな組織をど

のように立てていくかという、大変微力でございますので困難を感じておりますが、また

子どもたちのために大変大事な施設ですので、これの確立を図っていくことが大事かと思

っています。 

 大自然の中に子どもを連れ出すということですから、少年自然の家は大抵山の中とか海

辺とか、都会を離れたところに設置されております。自然の中で共同で生活をすることを

通して、私は３つの出会いを子どもたちに与えているというふうに思っておりますが、１

つは自然についてさまざまな気づきをする体験。その中には命あるものを大切にするとい

うことに気づくことや、あるいは自然の大きな力に触れて人間の力の小ささを感じる体験

などがあるかと思います。 

 それから２番目は、共同生活を通じてほかの子どもたち、あるいは関わっている大人た

ちとの人間関係を大切にする、そういう心と出会うということがあるのではないかと思う

んです。今ひきこもりという言葉もございましたけれども、自分一人で我が部屋で楽しむ

といういろいろな活動もできるようになっております。ですけれども、一生そういうこと

ではないわけですから、人とどのように交われるかということがとても大事だと思います

が、自然の中で山登りとかハイキングとかそういう活動を通して助け合うとか、人と関わ

りを持つとかいう体験を与えてあげることが大事かと思っております。 

 ３番目の出会いは自分自身との出会いです。自分自身がこういうことが好きだとか、あ

るいはこんなことができるという普段の生活の中ではそういう思いがあるかと思いますけ

れども、また自然の中で生活していますと意外に自分はこんなこともできるんだとか、虫

なんかは好きじゃないと思ったけれども、かわいいと思うとか、いろいろな新しい経験を

通して今まで知らなかった自分に出会う、この３つの出会いがとても大事だと思います。 

 今、社会的に体験学習というのが非常に重要視されるようになりまして、学校教育、社

会教育の法律の中にも盛り込まれたわけですけれども、その中で体験活動の中でも自然の

中での体験ということはあらゆる体験の中で一番重要ではないかと私は思っております。 

 生きること、それから自分の力の限界を知ること、それから冒険心とか忍耐とか癒され

る経験とかさまざまなことが盛り込まれてくるかと思うんですね。その中で特に主体的に

子どもが考えて行動することが大事ということを言われておりますが、少年自然の家の活
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動の中では周りの大人たちが計画したプログラムの中に子どもたちを引き込むだけではな

くて、少年たちの中から発想されてくることを待って、そしてまた自分たちが主体的に行

動することを見守る。この待つと見守るという姿勢を持っていきたいというふうに思って

います。 

 ご承知のように、４月から総合的な学習の時間という新しいことが全面実施されるよう

になりまして、この学習のために環境とか自然とか民俗とか、それとか歴史とかというよ

うなことをテーマにしてさまざまな地域で活動をするいい拠点になりたいというふうに思

っております。 

 それから、学社融合という言葉もございますけれども、学校だけで育つのではなく、学

校外の活動が重要視されている今、私どもが学校外の活動の大きな拠点になりたいという

ことで頑張っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○本田座長 官房長官はここで御用がございますから。 

 あとはのびのびとというわけでもございませんけれども、今日はありがとうございまし

た。 

 それでは茂木委員、お願い申し上げます。 

○茂木委員 キッコーマンの社長をやっております茂木でございます。 

 私は中教審の副会長を仰せつかっておりまして、しばしば池坊政務官とかあるいは松下

委員にお目にかかる機会がございます。 

 青少年の育成ということを考える場合に基本的に必要なことは、常によりよい教育を求

めていくということだと思うわけです。ですから、常に教育改革を進めているということ

で基本的には必要だろうというふうに思っています。 

 そして青少年の育成ということに関して、教育のキーワードというのが幾つかあると思

うんです。いろいろあると思いますが、今日はその中で主なもの３つを申し上げたいと思

うんですけれども、その第１はやはり競争ということだと思うんですね。言いかえれば競

争原理を教育の中に持ち込む。これは盛んに今言われていることでありますが、そうする

ことによって切磋琢磨が行われる。力強さが生まれる。それから、青少年にたくましさが

出てくる、こういうことでありまして、ですからキーワードの基本的なものの一つは競争

だというふうに思うんです。 

 ただ、競争ということだけがひとり歩きしてもいろいろ問題もあるわけでありまして、

そこで競争の前提になることがキーワードの２つ目、３つ目ということになりますが、２
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つ目のキーワードは得意技ということだと思うんです。 

 これはどういうことかといいますと、競争の中で全ての科目によくできるという子だっ

て当然いるわけですね。それはそれですばらしいことなんでありますが、しかし中には英

語は得意だけれども、数学はだめだとか、あるいは英語とか数学とか国語というのは全部

だめだけれども、音楽に物凄く秀でているとか、さらに図画がうまいとかいろいろな子ど

もがいると思うのですが、その競争の中で何かの競争においてはできるだけ勝ち組に残る

ような人が増えてくれば、全てのものにもちろん１位という人もいてもいいと思いますけ

れども、英語ならばとりあえず上位何番に入る、30％ぐらいに入るとかですね。しかし、

図画だったら上位 10％とかいろいろなことがあると思うんですが、得意技というのも、こ

れは伸ばしていくということが２つ目のキーワードじゃないかというふうに思います。 

 それから３つ目のキーワードは、競争が行われる社会においては常に必要なことなんで

すが、敗者復活ということです。これがやはり必要なことだと思うんです。敗者復活がな

いとどうしてもやはり少年が非行に走るということが起こってくると思うのでございまし

て、やはり落ちこぼれた子どもにまたもう一遍チャンスが与えられるという社会が望まし

いわけでございます。ですから具体的に言いますと、今高等学校を卒業して全部大学を目

指すわけですね、１年浪人、２年浪人して入る人もいますけれども。しかし、入ったとこ

ろでろくに勉強しない方が多いんですよ。そうしたら別に大学なんか行く必要ないんだと。

高等学校を卒業したらすぐ働けばよろしいわけですね。しかし、そういう人たちも 27、28

歳ぐらいになって目覚めてくる可能性もあるわけです。あるいはちょっと奥手の人になり

ますと 35 歳ぐらいになって目覚めたりするわけであります。その場合に、やはり大学に

もう一遍行かせるチャンスを与えるというような社会ですね。ですからそこら辺の敗者復

活というものも非常に必要になってくるんじゃないかということで。 

 ほかにもいろいろキーワードがあると思いますが、余り並べ過ぎますと時間も３分とい

うあれがありますから３つだけ申し上げると、１つは競争であり、２つ目は得意技であり、

３番目は敗者復活だと、こういうふうに感じておりますということを申し上げます。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは最後になりましたけれども、吉田委員、お願い申し上げます。 

○吉田委員 初めまして。九州大学医学部の精神科で勤務しております吉田敬子といいま

す。 
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 現在は精神科医ですが、始まりは小児科医でした。現在は大学病院の中で乳幼児、児童、

学童それから思春期までの、児童精神医学外来をやっています。 

 青少年育成ということですが、精神医学でも、例えば内科で言えば成人病と同じように、

予防医学ということに一番これからは重点が置かれると思います。これを私たちのこの会

で適用するとすれば、どのようにして早い時期から子どもを健全に育てるか、あるいは子

どもと一緒に私たちも育っていくかという問題だと思います。 

 それを考えまして、私が今一番取り組んでいるのは妊娠、出産、母親になる、家族がで

き上がる、そして新しい子どもが生まれるところからの精神医学という非常に新しい分野

です。それを出発点として乳幼児、学童、青少年というある意味のライフサイクル、次世

代を担うまでの子どもたちの心の健全化というところに注目を置いています。精神科医は

日本でまだ少ないんですが、乳幼児、小児、思春期精神医学を専門としている数はその中

でも殊さら少ないです。 

 それで、子どもの精神医学の仕事で英国に 10 年ほど行ってまいりました。大抵の医師

はアメリカに行くんですけれども、神経学と精神医学はヨーロッパ圏が非常に強いのです。 

 妊娠、出産、乳幼児の精神医学に関して一つ気をつけるべき点について提言します。赤

ちゃんを産んだお母さんに産後の肥立ちが悪いという言葉がありますが、日本は里帰り分

娩もあり、欧米に比べて離婚率も少ないし、家族もある程度安定している。先進国精神医

学における報告に比べ、家族が安定している日本はまだいいと考えられていたんですが、

私たちの調査でそれは正しくないということが分かりました。 

 結論から申しますと、日本でも 10 人に１人は産後うつ病という精神医学の診断カテゴ

リーに入ります。しかし、全例が精神科に来ているわけではありませんし、軽いものは育

児不安との鑑別が大変難しくなっている。これは大人のお母さんの病気ですが、私たちの

研究等では４、５歳までの乳幼児の発達と母子関係、家族関係にも、悪影響があるという

結果が出ています。 

 それから、乳幼児をすぎ学童期になって、私たちのところに今一番多く受診しに来てい

るのは、どんな子どもや親だろうかということで言えば、教育関係では学習障害、そして

医学用語では注意欠陥多動性障害・ＡＤＨＤといわれているような子どもです。私が小児

科から精神科に転科した頃は、小児科に、たくさん精神科受診に相当する子どもが来てい

ました。登校拒否、心身症などです。しかしながら小児科医はこれらの心の問題に対応で

きないということもあり、私は精神医学を学ぶために転科したわけです。現在は、児童精
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神があるからだとは思いますが、親もどんどん精神科外来に来ている時代になっています。

特にその中で親が猛勉強しまして、インターネットもありますから、駆け出しの小児精神

専門医よりは親の方が知識だけはたくさん持っている方もいます。それでＡＤＨＤの診断

基準もしっかりわきまえて、診断をつけてくださって来ているという状態です。 

 この学童期の子どもの問題は、医学の分野だけで見ていけるものではないことは歴然と

しています。例えば、学校の中でＡＤＨＤという診断がつく子がどのくらいいて、それが

どのくらいの関与率で学級崩壊へと至っているのか、必ずしもこれらの子が全て破壊的に

行動しているわけではありませんから、そういうことを研究テーマとして私たちは日本の

児童精神医学の中では初めて、１小学校の全ての生徒を対象として親と教師が子どもをど

のように見ているか、どんな共通点があり、見方にどのような差があるかを調査してまい

りました。 

 結果を２つ言います。親が、自分の子どもはＡＤＨＤで、非常にわんぱくだと思ってい

る子どもを対象に、私たちが直接診断したところ、ほとんどの子は違いました。精神科外

来の門をたたく方に、「真」のＡＤＨＤの子どもが多いことは明らかですが、親は満遍な

く育児不安状態を年余にわたってかかえていることは確かでございます。 

 もう一つは、教師と親の見方の違いですが、同じ子どもに対して担任と親に行動の問題

をつけてもらったんですが、両者にかなりギャップがあります。 

 そして最後に、もう少し年齢が上がって青少年になりますと、例えばＡＤＨＤの精神医

学的な予後は、うつ病か非行問題か薬物依存になるというふうにある程度パスウェイがあ

ることが、欧米において研究されております。 

そのようなことも考えまして、日本の良さもたくさんあるわけですから、西洋から直輸

入した方法論ではなくて日本の現状に合った方法論で、なるべくエビデンスベーストな姿

勢で、医学が教育、福祉、心理に関与できる部分を発表したり、他の領域の委員の皆様の

意見を伺ったりして交流を図っていきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいま一めぐり 13 人の方にご発言いただきました。お一人３分、ちょっとお長い方

もちょっと短い方もおいでになりましたけれども、ほぼ四十何分かをたっぷりお話しいた

だきましたわけです。そういたしますと、ここでもう基本的な問題が非常にたくさん出て

きておりまして、これらから問題を抽出していってもいろいろな議論ができるであろうな
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と思われるほどでございますが、このディスカッションの仕方に関しては一応事務局の方

でお作りになった案がございますから、後ほどそれに沿って検討させていただきます。 

 それから、私も何か一言ということのようでございますけれども、今のお話を伺ってお

りまして、今皆様がお触れにならなかった問題を一つぐらい話題提供させていただこうか

なと思います。それと、先ほどの杉山有識者発言のように、私もできれば身近な問題とか

直接体験から問題を立ち上げてみたいなと思うのですが、例えばごく最近でございますけ

れども、こんなことがございました。 

 私どもの大学の門の辺りに、私が直接見たわけではございませんが、週刊誌に出たよう

でございますね、何かティッシュを配る人がいて、そのティッシュを受け取ったら、お茶

の水女子大学の学生さんの卵子を買いたいというメッセージだったというんです。学生が

大変当惑いたしまして、学生課か何かに持ってきたようで、あらあらということで私たち

はびっくりして見ておりましたら、「週刊現代」でございますか何かに出ておりました。

ちょっと血相を変える人もいたのですが、私はいい加減な性格なものですからそれを見て

笑いながら、お茶大生の卵子が高く売れるとすれば、お茶大の知名度ってまだ落ちていな

いのかしらなんて冗談を言ったんですけれども、とにかく卵子を提供してほしい、30 万円

で買うとか、格好のアルバイトだろうというような、それは韓国の企業らしいんでござい

ますけれども、そういうのが日本に入り込んでいるんでございます。 

 私はいろいろな問題の根底にひとつ生殖医療の非常に急テンポな発達があるのではない

か、そしてそれが子どもの問題、子ども観の問題にさまざまに影響していて、私どもの人

間観をいつの間にか少しずつ少しずつ変えてきているのではないかということに改めて思

いをいたしたわけです。 

 というのは、脳科学の研究というのが進みます。そして脳科学の研究成果を教育に適用

しようかというような話題がちょっと出ますと、かなりアレルギーで抵抗が起こるんです

ね。それは脳科学の発達からすぐに子どもを操作してはならないという形でぱっと抵抗が

起こります。ところが、生殖医療の発達の方に関しては余りはっきりとした抵抗が起こら

ない。子育てをしている方からも、あるいは教育者からも余り何の反論もなくて「あ、そ

うか」というふうに見過ごすわけですね。そしてどんどんそれが進んでまいりますし、人

工授精が可能になるとか、あるいは卵子の再生が可能になるとかいろいろな情報が次から

次へと出ます。そしてアメリカなどでは、優秀な女子大生の卵子を買ってどうとかという

情報がどんどん流れます。 
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 「嫌ね」くらいに私たちは言いますけれども、その程度の見過ごし方で、そういうもの

が人間観とか子ども観を変えていく、ひいては家族観も当然変わってくるわけですが、そ

ういう一つの原動力というんでしょうか、マグマのような働きをするということに意外に

無頓着なのではないか。これは日本の特性なのか、あるいは何なのかちょっとよくわかり

ません。これは比較、検討する必要があろうかと思いますけれども、もし日本人が特にそ

のようなことに対して無頓着であるとすれば、そのような形で子どもに対する見え方、見

方というより見え方かもしれませんが、それが徐々に変えられていって、どこかで子ども

というのは結局操作可能なものである。子どもはつくられるわけですから、作るという営

みをどこかで無意識のうちに肯定してしまうとすれば、子どもというのが操作可能な存在

であるというような見え方がいつの間にか、いつの間にかでございますけれども、成立し

てしまうのではないか。そのような私たちの無意識といいますか、深層を徐々に徐々に変

えていくような動きの中に私たちはいながら、それに意外に無自覚であって、そして従来

の子ども観を持っているという前提のままで子どもの問題を論じようとしている。そこに

かなり大きなひずみが出てくるのかもしれない。生殖医療とか生命科学とか、そういうも

のの発達と、それから子どもの見え方、子どもをどう感じるかとか、子どもをどう受けと

めるかというような、昔風に言えば子ども観というんでしょうか、そういうものとの関連

というのが今掘り返されなければならない時期なのかもしれない。 

 これは振り返りますと 20 世紀の初めの優生学からの流れを追うというようなこと、歴

史的に言えばそのようなことにもなるのかもしれません。そのようなところから、例えば

落合委員のような家族史のようなことをおやりの方とか、あるいはお医者様でいらっしゃ

る方とか、そのような方からのご発言などもいただけるとちょっとまたひとつ違う視点が

出てこようかなと思います。 

 少子化、都市化、情報化というキーワードはもう既にどなたもおっしゃいますし、今回

の懇談会のキーワードにもなっておりますけれども、そこに科学化という言い方はよろし

くございませんね、医療技術のとにかく異常なまでの進展、特に生殖医学とか生命科学の

進展というキーワードコンセプトというのをひとつ加えてこれから子どもの問題、それか

ら親と子の問題などをやはり考えていく時代によくも悪くも突入しているのかなという気

がしております。そのようなことをひとつちょっと申し上げておくことにいたします。こ

れを具体的にどのように取り扱うかというようなことはまた全然別でございますけれども。 

 それでは一通り発言が終わったところで議事を進めたいと思いますが、懇談会の運営要
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領（案）というのができておりますので、それを事務局からご説明いただきたいと思いま

す。 

○菱川参事官 それではお手元の「資料２」と右肩に振ってある資料をごらんいただくよ

うお願いいたします。 

 運営要領の案でございますけれども、初めに１番目はこの懇談会の招集でございますが

座長が招集していただくということにしたいと考えております。 

 ２番目は、会議の公開、非公開でございますけれども、会議は非公開とする。ただし、

座長が適当と認める者に傍聴させることができるという形にしたいと考えております。 

 ３番目と４番目は懇談会の議事の概要の公表でございますけれども、懇談会の終了後、

速やかに議事概要を作成して公表する、これが３番でございます。 

 ４番目は、懇談会の議事録でございますけれども、これは各委員の了承を得て公表する

ということにしたいと考えております。 

 ５番目は、座長に事故があるとき、座長がご出席いただけないような場合には、座長の

指名する委員がその職務を代理していただくということにしたいと考えております。 

 ６番目、その他懇談会の運営に関して必要な事項は座長がお決めいただくということに

したいと考えております。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございます。ただいまご説明いただきました事柄につきましてご

質問あるいはご意見はおありでございますか。このような進め方でいきたいという事務局

の提案でございますけれども、いかがでございましょう。よろしゅうございますか。 

 それでは、大筋このような形で進めさせていただきます。 

 それでは運営要領というのはこれで「案」ではなくて確定ということになったわけでご

ざいますけれども、５番目に「座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員

が、その職務を代理する」とございますので、その方をお決め申し上げてここでご承認い

ただいておいた方がよろしいかと思いますので、樋口委員にそのお役目をおとりいただけ

ませんでしょうか。 

○樋口委員 よろしいでしょうか。 

○本田座長 皆様がよろしければ、よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

 それではこちらがそのお席のようでございますから、ちょっとお引っ越しください。 

 ありがとうございます。それでは、なるべく事故がないように努めますけれども、何し
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ろ今国立大学というのは何が突然起こるかわかりませんので、そのときはどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 さて、大変すいすいと進んでおりましたので少し今日は時間がまだあるようでございま

す。そこで、先ほど皆様がご発言くださいました事柄をめぐって、もう少し補足したい、

あるいはさっきの他の委員のご発言に対して何か質問をしたいとかご意見があるという方

もおいでではないかと思いますが、ちょっと自由討議と申しますか、フリーなディスカッ

ションをお願い申し上げようかと思います。いかがでございましょう。 

 いかがでございましょうと突然申し上げても、なかなか出てこないかもしれませんね。

ただ、先ほどのご発言というのは結構おもしろくて、私が大変結構だと思いましたのは、

どうしても子どもとか若者とか言えば教育がかかってくるわけですけれども、教育絡みの

懇談会というと下手をすると答案ができてしまっている。皆さんが決まりきった公式的な

発言をなさる場合がある。そうすると正直言っておもしろくもおかしくもないんでござい

ますね、最初から結論が出ているような感じがいたします。ところが、本日皆さん余りそ

ういうことをおっしゃる方がなくて、割とご勝手にというんでしょうか、ご自分の立場か

らそれぞれのことを言っていらっしゃるんです。ですから逆に大変おもしろくて、そのか

わりよく見ると対立点などもたくさん出てきているはずでございますから、ちょっとその

あたり何かひっかかったという方は、その委員に対して何か問題提起をしてくださるなり

ご質問をなさるなりしていただけるとありがたいかなと思いますが、いかがでございまし

ょう。 

 どうぞ。 

○相原委員 私は教育学の広田先生にちょっと本質のところで。教育学とか、心理学とか、

それから吉田先生とかの領域に関してぜひ伺いたいことがたくさんあるんですが、基本的

なところの教育学の見地において、今まで聞かれたところにおいてぜひ学級崩壊とか、吉

田先生のお話にも出てきたんですけれども、先生の方からどう見ておられるのか、一番教

育に関わっておられる、研究しておられるというので教えていただければなと、ちょっと

聞いていて思ったんですが。 

○広田委員 一つ皆さんのお話を伺って思うのは、それぞれが青少年問題の中の部分にか

かわってやっていらっしゃる。私自身も部分でやっているわけです。そうすると部分で見

える青少年問題、あるいは青少年像みたいなものが青少年全体であるかのように錯覚しが

ちな部分というのがあると思うんです。 
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 こういう場でやっていっておもしろいと思うのは、それをうまく突き合わせることだと

思うんですけれども、例えば学級崩壊にしても 0.何％ぐらいの発生率であるとか、そうす

るとそこで学級崩壊を実際起こしている子どもは 0.0 何％とか。いじめの問題にしても大

体 80 年代から 90 年代に私の認識では教育問題、学校問題、青少年問題が立ち上がってく

る時点ではどんどん周辺部に存在してきた問題が発掘されて、いわばメインの教育問題と

して語られるようになってきたと思っているんですね。そういう意味では、ウエートをき

ちんと置きながら考えることが必要なんじゃないかという、今論題になっている問題が教

育全体、青少年の問題全体の中のどこら辺に位置してどの程度のウエートか、それを考え

ておかないといわばやり過ぎになったり、あるいはポイントを外した対応になったりする

んではないかというのが１点。 

 それからもう一つ思うのは、本田先生が言われたことは非常におもしろいと思って。子

どもが操作可能という見方。これは教育学者にも責任があって、教育可能性みたいなもの

を追求し過ぎるとどこまででもいってしまうわけですが、ある意味青少年が自立していく

ためには大人が立ち入ってはならない領域みたいなものがあるんじゃないかと思うんです

よ。そこを大人が寄ってたかって議論を始めると、あれもせい、これもせいというやり過

ぎになってしまう部分がある。青少年が自立していくためのいわば突き放さないといけな

い部分と、介入を必要とする部分の線引きをきちんと考えておく必要があるというのはお

話を聞いてちょっと気になるところですね。 

○本田座長 ただいまのご発言の中で、論点の位置どりですけれども、これは語っている

自分の位置どりと、それからテーマそのものが全体の中でどういう部分を占めるか、両方

でございますよね。 

○広田委員 二重にあります。だから、青少年問題の中のここの部分という周辺問題だっ

たりすることがよくあるわけですが、それと自分が関わっている部分から中心を見ていく

というその部分性みたいな問題と二重にあると思います。 

○本田座長 ありがとうございます。それは考えていく場合の基本的なスタンディングポ

イントということになろうかと思いますが、相原先生はほかの方にも例えば心理学者にも、

何人も聞きたいと言っていらっしゃいましたけれども、いかがでしょう。 

○相原委員 どうしても実務家なものですから、今日先生方の皆さんのお話を伺いまして、

かなり全体を見てと、それから先ほど広田先生がおっしゃいましたけれども、それぞれの

分野における見方に、私はどうしても個々の一つ一つのケースをとりあえず解決しなけれ
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ばみたいなところで日々送っているものですから非常に興味深く伺わせていただきました。 

 あと吉田先生のお話なんか非常に、本当に全体像を講演して中身をもう少し教えていた

だきたいなというか、特に学級崩壊なんか今広田先生のお話にも出てきたんですけれども

私、高校とか中学とかによく弁護士の話を聞かせてくださいということで行ったりするん

です。そうしたらやはり昔の古きよき時代を言ってしまってはいけないんですけれども、

なかなか２時間話をもたせるのが大変という状況がありまして、小学生のさらに下の方に

なるとまたさらに難しいというようなことも聞きますけれども、先ほどの全体像としてど

うなのか、それからその原因はどこなのか、吉田先生のご著書とか統計とか研究があるな

ら教えていただきたいなと思った次第です。 

○吉田委員 では、エビデンスベーストで。（笑） 

 ＡＤＨＤの話を少ししましたが、全国的に、全世界的にＡＤＨＤの頻度は数％です。こ

れは診断基準がございますので、基準があれば枠組みができますから統計は出やすいとい

うことです。それで、学級崩壊のことを先ほどの先生が 0.1％ぐらい、あるいは…… 

○広田委員 東京都以外の多くの県の調査。 

○吉田委員 ということですが、学級崩壊の頻度は定義によるだろうと思います。どこま

でが学級崩壊と見るかです。教師の力量によっては、１人の子どもがちょっと騒いでも、

ワッとパニックになる方もいらっしゃいますので、まずは教育と精神医学とで話し合うべ

きところだなと思います。 

 学級崩壊の問題に関連しますが、教育学用語でもあります学習障害については、勉強の

できる子、できない子、得意なところが極端に違う子がいますが、これへの取り組みに関

して一つ提案があります。学校現場にはスクールカウンセラーがおり、その多くは臨床心

理士の方です。英国では、教育心理学という領域で、子どもの得意なところ、得意でない

ところの学習レベルをはかることも行うプロの教育心理士という立場の方もたくさんいた

んですが、日本ではどうでしょうか。端的に例を言いますと、学級で自分がついていけな

いので少し手遊びをする、ぐずぐずするような子どもの中には確かにＡＤＨＤの子もいま

すが、そうでなくて勉強についていけないために時間を持て余している子もいます。その

場合に、子どもの本当にできるところを褒め、できないところがどこかということを把握

するような、見合った教育の対応がどのくらいできているのかということの方が大切なこ

ともあります。私どもがこれから教育の立場の人と一緒に、そういうことを話し合ってい

かなければいけないことだと思います。 
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 それからよくできる子、できない子の中で子どもの自己評価という言葉が飛び交ってお

りますが、私どもの調査では、医学的にＡＤＨＤのみを満たしている子どもの自己評価は

決して低くなかったんです。ＡＤＨＤには辺縁群がありまして、行為障害につながったり、

それからもう少し思春期になるとうつ病になったりします。さっきパスウェイの話をしま

したが、その中で非行を合併している子の自己評価が特に低かったのです。ですから、そ

ういう問題も含めて協議が今後必要になるのではないかと思います。 

 それから、精神科外来に子どもさんを連れてこられる親御さんは教育熱心な方もいます。

その中で聞かれることは教師の批判です。子どもの前で、うちの先生はこうなんですとい

うようなことをかなりはっきりおっしゃるような方がいて、いい面もあるんですが、親の

見方というのもありますので、学校の教師は大変だなと私は臨床をしながら感じておりま

す。 

 私は福岡県で、教師がうつ病等になって休職後復職をするときの復職委員会の専門医と

してうつ病が治ったかどうかなどを診ているんですが、彼らを見ていると、確かに教師の

「かたさ」が気になります。ファジーの部分が理解できなくて、もう少しいい加減にした

らいいのに、非常に律儀でうつ病になりやすいということがあります。 

 最近の、と言ったら私は年のようで嫌なんですが、若い医学生を教えるメニューの一つ

として、こういうことを今大学ではやっています。臨床医になるための講義の中で、患者

と医師とのオブザーバーの役割をしていまして、例えば、医師の役をしている若い学生に、

まず患者を面接室に入れるときのあいさつの仕方とか、言葉遣いとか、そういうことを教

官が教えるようなマニュアルまでできてきています。少しずつそういうことから含めて、

ファジーな人間社会、対人関係の力量、コミュニケーション術を学ばせているようです。 

 まとめますと、子どもの心の問題について、やはり個々のエビデンスでとれるところは

とって、医学で貢献できるところはし、解決できるところは解決していきたいということ

です。ある種のＡＤＨＤなどは薬物で治っている場合もあるし、逆に学級崩壊の全ての子

がＡＤＨＤのレッテル張りをされる必要もない。そういうところが医学、教育、福祉で連

携して、お互いのデータを交換する、またしなければいけないところではないかというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 
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○杉山委員 先ほど、私たち世代はとても不安を感じながら子育てをやっているというよ

うな発言をさせていただいたんですけれども、そのときに例えば「だから今の若い親はし

ようがないんだよ」といった議論にだけは、ならないようにしていただければと思ってお

ります。 

 例えば先ほど吉田先生から出ました親の教師の批判なんですけれども、親は先生を見て

います。「この先生はちょっと」、と思うことも多々あります。なので、親の言い方に問

題がある場合ももちろんありますが、例えば多様な価値観があるんだよということを子ど

もに伝えるということも一方で大切だと思うんですね。社会全体で子どもを育てるという

場合、やはり子どもはもちろんなんですが、まだまだ未熟な若い親をどういうふうにエン

パワーメントさせていくかということも先輩の中高年の皆さんには頭の片隅に入れておい

ていただければというふうに思っています。 

 一方、今地域の再生ということがいろいろなところで言われているかと思うんですけれ

ども、専門家の皆さんがさまざまなお立場でお考えいただいたことをいかにうまく暮らし

の中に落とし込んでいくかということが大切ではないだろうかと思っております。それは

ご近所であったりとか、ＰＴＡであったりとか、それから子育て支援のＮＰＯであったり

とか、そういった本当に市民の力の中にいい感じでマッチングして、それで子どもに寄り

添っていくものであってほしいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。今杉山委員から、親は教師を見ていますというご発

言がございましたけれども、前田委員は教師の目からいかがでございましょう。教師も親

を見ていますとかおっしゃいませんか。 

○前田委員 １校預かるといろいろなところにいろいろな批判があって、最後は学校長は

何をしているんだと、教育委員は、教育委員会は何しているんだということで批判されま

す。それがマスコミに出ていろいろと言われるわけですけれども、私は要は心通い合う教

師であり、保護者と生徒と三者がお互いを信頼してやっていくことが必要だということで、

確かに若い着任早々の教師がノイローゼや心の病になったことも聞いております。それは

しかし全てではありません。一生懸命やっているところもあります。しかし、批判される

こともこれはあることはあります。大学を卒業して採用試験に受かってすぐベテランの教

師と同じように 40 名近くの生徒の担任となるわけですから、しかし若いうちは一生懸命

その姿を見せることによって生徒も親御さんも信頼してくれる。かといって、ベテランの
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教師がそういうことをやっていても、それはやはり経験の差でありますからいろいろとそ

れなりに経験に応じてやっていくことが大事だということで私は考えております。 

 もう学校だけでは、お互いに子どもを育てるためには、家庭もそうであり、やはり社会

の力でやっていくことが必要だと、何が何でも全てのものを学校教育はという批判はもう

過ぎた時代かなと。するべきことの家庭教育なり、社会でどう子どもを育てていくかとい

うことで、大変そのあたりが必要になってくるんではないかというように思います。 

 なお、私も感じたんですけれども、今までは青少年の健全育成とよく言って、学校現場

でも今「健全育成」という言葉をよく使っています。「育成」というのはいい子に育てる

んですから「健全」というのはもう取った方がいいんじゃないかなという委員の先生のご

意見もありましたけれども、まさしくそのとおりで、青少年の育成についてはやはり学校

だけでなくてというのが私の考え方。ぜひご意見を聞かせていただき、学校でできること

はやっていきたいということで。 

私は実は今の学校は４月から着任して、前は同じ下町の墨田区の両国中学校におりまし

た。３校で校長経験８年目なんですけれども、それ以前は東京の教育委員会の方で都庁の

29 階でいろいろなことで親御さんの直接な批判も受けてきましたので、そういうことを踏

まえながら子どもの心を通わせるように、朝来てあいさつをし、そして毎週月曜日には玄

関の前にお花を生けています。もちろんお花は池坊です。（笑）そういうことでやりたい

と思います。よろしくお願いします。 

○本田座長 ありがとうございます。今の一連のことに関してご発言があれば承ります。 

○天野委員 僕らの遊び場でも、遊び場を経験した後で教師になる者がたくさんいるんで

すね。やはりそういういろいろな人が、遊び場自体にも乳幼児から中高生、大学生とかと

いう、僕らの遊び場は全然年齢に切れ目がないので、若いお母さんとかなんかもいっぱい

いらっしゃるし、常連さんの最年長は 86 歳のおじいちゃんだったりなんかして、昔の遊

びとか何かを教えてくれたりということもあって、そういう意味では僕は日ごろから本当

にあらゆる世代の人たちと交流をしているという恵まれた環境にいると自分では思ってい

るんですが。 

 さっき遊び場のモットーで自分の責任で自由に遊ぶというモットーを掲げてやっていま

すという話をしたんですけれども、責任問題というのが物凄く大きく今の社会を支配して

いるというふうに感じているんですね。例えば教育界の中でも教育改革を考えている、要

するに文部官僚に考えてもらわなくたって現場で考えている教師はたくさんいるんですよ。
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現場でもっともっとやって、こういうことをやれたらいいのに、ああいうことをやれたら

いいのにというふうに思っているような若い教師たちもたくさんいるんです。だけれども、

もし何かあったらどうするんだというその責任問題、責任論というものが、マスコミの人

も後ろにいらっしゃるのかな、マスコミなんかもたたくものだからそういうようなことも

あって。だからいいことをやってもあまり褒めないんだけれども、悪いことをやると「何

だ」というふうに言われるのが大体そういう役人だったりとか教育界の人だったりするの

で、それは僕は気の毒だと思う部分もあるんだけれども－－部分もですよ、全部ではない

ですけど。だけど、やはり責任問題というのをどう考えるか。 

 僕らの遊び場も本当に子どもがやりたいことをやろうとすればするほど危険とかなり近

づいていくんです。危険な領域。たき火は飛び越えたいし、木の上から飛びおりるし、大

穴掘って４メートルぐらい掘り進んでいったりとか何かといろいろなことをやっているん

ですね。基地をつくったりとか何かいろいろなことをやっているわけだけれども、もちろ

んナイフやノコギリというのは子どもが自由に使えるようになっているので、刃物という

のは自在なわけです。刃物での傷害事件が起こったりすると、ほかのところではもうすぐ

に引き揚げるんだけれども、プレーパークでは一切引き揚げないで常に出っぱなしになっ

ているという。それで何か起こったら、ではどういうふうに社会的な反響が来るかと考え

るとこれは大変な問題だというふうに思いながらやっているんだけれども。つまり責任問

題というのをどういうふうに考えていくかということは凄く大きな問題だと思うんです。 

 それと先ほど生命倫理というか科学の話が出たんですが、やはり僕は大人の意によって

子どもはコントロールされる存在であるし、されなければならないというふうに思ってい

るところが責任問題を究極まで詰めている。つまり何で大人はそれをコントロールできな

かったのか、何で大人はそれを阻止できなかったのかというふうに、終わってみると、起

こってみると、起こったところから考えると、やはりあれはこうしておけばよかった、あ

あしておけばよかったというのはそれはありますよね。ふられてみて初めて、あああのと

きにプレゼントやっておけばよかったなと思うようなところというのはあるわけで、それ

は終わった後だったら誰も何でも言えるでしょうと。 

 そうではなくて、一定のリスクというのは人が生きる上では伴うんだ。リスクというの

はやはり自分自身が自分の世界を広げようとするときに自分の限界に挑戦をしていく、限

界に挑戦をしていこうとすればリスクは伴う。リスクを伴いながら人は人として自分の世

界を広げていくし、そのときに初めて自己責任能力が育つんだと僕は感じているんだけれ
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ども、今子どもに自己責任ということをとらせない。大人が何でもかんでも責任、責任と

いって自分たちが責任とる立場にいるから、だから言うことを聞きなさいというやり方で

やってきているという。僕はその中に子どもの自立を阻むものというのが物凄いいっぱい

あるというふうに感じていて、責任問題というのは多分制度からでは変えられなくて、や

はりそういう意味では制度から変えていくべきものと、あと僕らはボトムアップといって

民意から変えていくというやり方をずっとやってきているんだけれども、自分の責任で自

由に遊ぶという発想をどうやって、子どもが責任の主体者だ、だから子どもは自分自身で

いろいろなことを挑戦しながら覚えていくという考え方を僕は本質的には広げていきたい

なというふうに感じています。 

 ただ、生命科学の話というのは本当に重要な話だというふうに思っていて、臓器移植、

脳死の問題と含めて、生まれるところと死ぬところというのは科学でコントロールされる

ようになっているということが人間の死生観に間違いなく影響を与えているというのは僕

も非常に強く感じているところですので、いろいろな話ができるといいかななんて思って

います。 

○本田座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○樋口座長代理 ちょっとよろしいでしょうか。今お話を伺っていて感じるところがあり

まして、まさにそうだなというふうに思いながら、やっている分野が経済学ということで

特に企業に入ってからの話というのを主にやっているもので、外国の人たちと話をしたと

きにまずいろいろなことを調べていきますと、やはり生まれたときに対する認識が、親が

どう認識しているんだろうかということが大分違うんではないかというようなことを感じ

たわけです。国によっては、生まれてきた子どもというのは悪魔だというような対象とし

て観るところがあるわけですね。日本はどちらかというとエンジェルというような感じで、

そのまま育っていただければというようなことですが、悪魔だということになれば矯正し

なくてはいけない、正していかなければいけないというようなことで、それは親のしつけ

の問題であるとかそういった問題があるというような視点から始まっているわけです。 

 育て方、あるいは教育、教育というのは「教」というのは強いるということですから、

何か今まで潜在的に持っているものをちょっと変えるとか、いいところを伸ばしてという

ところもあるんだろうと思うんですが、そうしたときに教育、国による認識の違い、国民

による認識の違いというものが教育に影響を与えているのかどうかですね。 

 例えば悪魔だということであれば、いろいろな子どもの生活についても介入するとかと
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いうようなことが起こってくるでしょう。その一方で、エンジェルだということであれば

なるべく親は介入しないで矯正しないでそのまま育てた方がいいというような、それで自

己責任だというような話になってくると思うんですが、その責任という問題と自己選択と

か自由放任というのをどういうふうに結びつけていくのかというのが非常に難しくて、一

方的に自由放任でもだめだと、かといってあまりにも強制してはだめだろう。そうすると、

何かマイルドな組み合わせというものが存在するのかどうかというのがここで問われてい

くのかなという感じがするんですが。特に茂木さんのような企業人として見たら、どうい

うふうにこういう教育問題を考えていらっしゃるのかというのをお聞きできれば。 

○茂木委員 今の確かにしつけというのがやはり行き届いていないといいますか、それは

殊に我々の時代もそれではしつけがすこぶるよかったのかというとそうも言えないとは思

いますけれども、しかしだんだんやはり残念ながらしつけの面では私どもなんかでも若い

社員の面接なんか、新入社員の面接なんかいたしますと、そういう点ではやはりむしろ少

し後退しているのかなという感じは受けますね。ですから、そういう点ではさっきからお

話があるような家庭の教育の問題、それから社会、要するに地域社会等、要するにさっき

前田委員から、学校ばかりではなくてそういう家庭の場合、社会を含めて子どもの教育を

考えるべきだということがありましたけれども、中教審なんかでもそういうのが一つ問題

になっているところでございますが、やはりみんなで子どものしつけをするということが

必要なような気がいたします。 

 それから、我々企業もやはり入ってきた社員をある意味でしつけの行き届いていない人

は少し嫌がられているんですよ。しつけをするというふうに心がけておりますけれども、

しかしこれも企業もだんだんやはり 20 年、30 年ぐらい前と比べますと、いい意味で叱る

上司というのが少なくなってきちゃっているんですね。何かうまいこと部下とやってトラ

ブルを起こさない方がいいよという面もあってのことだと思いますけれども、その点ちょ

っと残念だという感じがいたしますが、しつけというのはやはり非常に重要なことだろう

と思います。ということは、やはり社会生活をする上でみんなが楽しく生活していくため

には、最低限のしつけというかマナーが必要なんです。でないと、他の人が不愉快になっ

てしまうわけです。ですから、そういう意味で私はやはりしつけというかマナーというか

これが非常に重要ではないかという感じがいたします。 

 それから、さっき専門教育の話が出ましたね。やはり私ども考えますと、今申し上げた

ようなしつけだとか教養だとかそういうものの教育が必要なのは当然のことでございます
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が、それと同時に専門教育が青少年に活力を与える一つの要素になっておると思うんです

けれども、専門教育というのは別に大学院の専門教育ばかりでなくて、高等学校ぐらいの

専門教育を含めてもっと充実して。すぐ社会に入って役立つといいますか、そういう教育

を充実してはどうだろうというふうに思います。高等学校なんかはどっちかというと商業

高校とか工業高校とか農業高校とか、ちょっと今どっちかというと本流じゃないという意

識があります。 

 私は実は産業教育振興中央会というところの職業教育の高等学校の中央会の理事長をや

っていまして応援団の団長みたいなことをやっているんですけれども、そういう高校ぐら

いのレベルでも専門教育で手に職を持つというか、そういう若者を育てるということは、

私はやはり青少年の育成でいろいろな青少年問題を解決するためにも必要なんじゃないか

という感じがいたします。 

 何かとりとめのない話で恐縮ですけれども。 

○本田座長 どうぞ。 

○広田委員 しつけが重要という話で、実は私はしつけの歴史研究で本をまとめて日本人

のしつけは衰退していないという本を書いたんですが。というのは、先ほどの杉山さんの

お話の答えにもなると思うんですが、それは歴史研究なんですけれども、今ほど長期間に

親子関係が続く時代というのはないわけです。しかも、今ほど多様な役割を親が担ってい

る時代はないわけです。昔は飯を食わせたら一人前になると思っていたわけですね、植物

モデルの段階です。ところが、今は医者の役割、教師の役割、それから最近は心理学者の

役割みたいないろいろなものがつけ加わってきて多様な役割を親が長期間にわたってこな

すという時代になっているわけです。だけれども、大概の親はそれでも数字とか見る限り

それなりに何とかこなしてやっていると。昔に比べて親がだめになっているわけではなく

て、親の仕事が長く複雑になったからなかなかやり切れないのが出ているというのが本当

のところではないかと思います。 

 それから、樋口さんの先ほどの話でどういう方針でというときにもこれもおもしろい調

査があって、96 年の総理府の調査ですけれども、しつけに関する日本とアメリカと韓国を

比較調査したら、小さいうちは自由にさせた方がいいというのは韓国で８割ぐらいいるん

ですね。アメリカは９割が反対なんです。アメリカは９割が厳しくした方がいい。韓国は

８割が小さいうちは自由にした方がいい。日本は伝統的には同じで、小さいうちは少々わ

けわからなくてもそのうち分別がついたらまともになると思っていた。だから韓国の８割
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というのは、日本の過去の姿。今の日本はどれぐらいかというと、４割、６割です。だか

ら小さいうちから厳しくしたらいいという親もいるし、小さいうちは自由にさせた方がい

いという親もいる。だから方針は社会全体で一定ではないというふうな状況。 

 だけれども、どっちがいいかというのは本当は分からないと思います。だからどっちか

が本当に教育学的に正しいのであれば韓国かアメリカかどちらかは子育てに全滅している

はずなわけですね。そうなっていないんだから、どちらでも大概何とかなるというのが本

当のところ。 

○本田座長 ありがとうございます。例えばしつけが重要だというご発言が出ればそれに

真っ向から反対なさる方は多分いないわけです。ただし、しつけなどというのも文化史的

なコンテクストの中で考えなければということになるんだろうと思いますが、そのあたり

で落合委員は何か比較文化史的な問題でよく問題をとらえていらっしゃいますけれども、

ご発言ありますか。 

○落合委員 比較文化史的といいますか、しつけというのとちょっと違うかもしれないん

ですけれども、心の教育というようなことでちょっと私このごろ思うことがあるんですけ

れども、非常に今それが強調されますよね、少し前から。 

 例えば私は今子どもは高校生ですけれども、学校の先生と話す機会とか結構あるんです

けれども、何かクラスで問題とかあるともっと早くに気がつくべきだったとか、もっと生

徒の心をよく見ていればよかったとかとおっしゃったりするんですね。でも、私の観察だ

と心に踏み込み過ぎて子どもたちが凄く窮屈に思っているように思うんですよ、そこの学

校の状況は。本当に服装などからもっとチェックしていけばよかったとかおっしゃるんで

すけれども、むしろもっと好きな格好をさせて、かぶいている人が織田信長になったりす

るわけですから大目に見てやったらとこっちは思ったりするんですけれども、これもまた

文化差というか時代差もありまして、割とそういうことがきつくなっているような気がす

るんですけれども。 

 だから、今の私たちの文化というのは結構心の中までコントロールしていこうという文

化だなと思いまして、でもそれはいろいろ危険があるんじゃないかというふうにむしろ思

っております。 

○本田座長 ありがとうございます。もっとちょっと、例えば後藤さんに制度の問題との

関わりなど伺いたいところですが、時間がそろそろこのくらいで次のあれに移った方がよ

ろしいのかもしれませんので、とりあえずフリートーキングはここで閉じさせていただき
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ます。まだこれから幾らでもお話しいただくチャンスがございますから。 

 これからこの懇談会の進め方についてでございますが、事務局の方からちょっとご説明

をいただくことにいたしましょう。 

○椋野参事官 お手元にお配りしております「資料３」をごらんいただけますでしょうか。 

 「今後の懇談会の進め方（イメージ）」というペーパーを用意させていただいておりま

す。 

 進め方をきっちりここで決める必要もないとは思うんですけれども、１年間どんなふう

に議論を進めていくかのイメージをご協議いただいた方がいいかと思いまして、つくらせ

ていただきました。 

 本日第１回は自己紹介を兼ねたコメントとフリートーキングを今までしていただいたわ

けでございますけれども、子どもの問題は大変幅広うございますので、次回は少し焦点を

絞って議論をしてはいかがかと思いまして、２回から５回までは年齢期ごとに絞ってご議

論をいただこうかと思っております。２回目は乳幼児期、３回目は学童期、４回目思春期、

５回目は青年期。これが何歳から何歳かというのはまた人によっても、子どもによっても

個人差はあろうかと思いますが、漠然としたイメージで年齢によって絞って、今日はもっ

とお話を伺いたいという委員もいらっしゃいましたので、お得意の分野で少しまとまって

レポートしていただくと、あるいは外部からどなたか来ていただいてもいいと思いますが

そんな形で進めていってはどうかと思っております。 

 ５回目になりますと７月になりますので、８月は一応夏休みの時期ですけれども、夏休

みですので子どもたちが集まりやすい時期でもございますので、これはこの懇談会でとい

うことでは必ずしもございませんが、私どもの方で「青少年サミット」というような青少

年にお集まりいただいていろいろ意見を聞く場を設ける事業を別途考えておりますので、

もし委員にもご出席いただければそこで意見を交換するようなことも検討をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 夏休みが終わって第６回、９月にはそれまでの論点を中間的に整理をしてみまして、７

回以降、今度切り方を変えて７回、８回は特定の問題状況について、７回目は非行・逸脱

行動、あるいは不登校・引きこもりのような問題、８回目は児童虐待、犯罪被害、子ども

が被害者になるような問題について２回ほどご議論いただき、さらに９回、10 回は家庭と

か地域とか学校、職場、あるいはそのほか社会の構成員が子どもたちの育成についてどう

いう役割をできるかというようなことを少しご議論いただくと。 
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 その後、11 回、12 回、13 回と報告書の取りまとめに向けてご議論を詰めていただけれ

ばというふうに思っております。 

 それから最後に「※」を書いておりますけれども、夏休みに子どもたちに集まっていた

だくのとまた別に、「電子モニター制度」というようなものも私どもとして今やろうとし

ておりまして、そこで集まった意見も随時まとめてこの懇談会の方にご報告をさせていた

だき、ご参考にしていただければというふうに思っております。 

 かっちり決める必要はないとは思いますが、大体のイメージ、こんなところで１年間報

告の取りまとめをしていただければというふうに思っております。 

 具体的な開催日程としては第２回、５月 17 日まであらかじめ連絡をさせていただいて、

全員には必ずしもならないかもしれませんが、一番ご都合のよかった時間帯を５月 17 日

金曜日の４時から６時ということで調整をさせていただきました。３回目以降もできるだ

け早くご連絡をさせていただこうと思っております。 

 それから、先ほどもちょっと申し上げましたように少しまとまったお時間、各委員にレ

ポートいただければと思っておりまして、２回目はもうすぐでございますので座長ともご

相談いたしまして、児童福祉がご専門の網野委員、それから児童精神医学がご専門の吉田

委員、それから子育て支援活動をされておられる杉山委員の３人の方に少しまとまってご

発表いただければと思っておりまして、内々にご内諾をいただいているところでございま

す。 

○本田座長 ありがとうございます。ただいまのような進め方を事務局の方でご提案くだ

さいました。 

 例えばいろいろご意見もあろうかと思います。発達段階ごとに切ってしまうのは結局話

しにくいのではないかとか、話しているといろいろなところに問題が波及してしまうので

はないか、いろいろなご意見あろうかと思いますが、とりあえず全体何回かを適当にかた

まりをつくっておいた方がいいのではないかということで、ご異存なければこのような形

で進めさせていただきます。そして動き方の中で少し修正したり、このようなやり方では

なくて例えば７回以降の切り口などももっと違う切り口を用意した方がおもしろいのでは

ないかというようなご意見がございましたら修正させていただくということで、とりあえ

ずこれでご了承いただけますでしょうか。 

 これは進め方の問題でございますから、中身に関しましてはあらかじめ枠をつくって結

論を決めるなんていうことは絶対ございませんので、ご自由にご発言いただきたいと思っ
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ております。これでよろしければ、進め方としてはこのようなことでと思います。 

 それから、本日は松下副大臣、奥山政務官、それから文科省の池坊政務官などがわざわ

ざご出席くださいましたので、多分ご感想やらご発言なさりたいことがたくさんおありか

と思いますので、時間がわずかで申しわけないのですが、お三方からちょっとご発言いた

だきたいと思います。 

○松下副大臣 松下でございます。鹿児島の薩摩半島の出身です。 

 私も大変勉強させていただきました。それぞれの切り口から意味の深いお話があったと

そう考えております。私自身はやはり家族、家庭が大事なんだな、あるいは大事だったん

だなとしみじみ思っております。その家族、家庭の果たす役割がなくなってきて、それを

どこかに求めるところが、外に求めなければいけないんじゃないかな、こう思っているん

です。 

 どういうことかといいますと、私は６人兄弟で昔は子どもが多くて一番上と下までの間

に私の場合でも 13 歳の差があるわけです。今は一人っ子か２人ですから。その６人ぐら

いの兄弟の中で育つ家庭で一つの小さな社会ができていまして、兄貴は強い、それからし

っかりしている、お姉ちゃんは優しい、向かっていくと兄貴にぶん殴られるとお姉ちゃん

がなぐさめてくれる。弟、妹はけんかするけれども、よその子にいじめられるといとおし

くなって走っていって助けに行って引き揚げてくるというようなそういう気持ちが、三つ

子の魂百までと言いますけれども、小さいころから高等学校に入るぐらいまでの間に一つ

のミニ社会でずっと社会に入っていく準備期間がある。その中でいろいろなことを身にし

みて教えられていくんだろうと思うんです。その中に親が入ってきていろいろなことをま

た教えられる、それから親の背中を見ていくということもあるんでしょうけれども、そう

いうものが今のこの時代に少なくなってきている。極めて少なくなってきているんじゃな

いか、それにかわるようなものがどこかに必要なんじゃないか。それは学校なのか、地域

社会なのか、農業体験なのか、ボランティアとしての介護の勉強なのかということなんで

しょうけれども、そういう経験が極めて貴重だな、そこで学ぶことが大変大事だなという

ふうに思っております。 

 私は自民党なんですけれども、自民党の勉強会をしているときにある大学の先生が、そ

れで育つとは思わないんですが、欧米では聖書のバイブルを横に、必ず父親が寝る前に子

どもに読んで聞かせる本というのを必ず置いてあって、それは義務的に必ず子どもを寝か

しながら読んであげるんだという、イソップ物語だとかそういうものがあるんだという話
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をされたんですけれども、そういうふうに育てられてもギャングが出ていたりというのが

あるじゃないかとこう言って私は質問したんですけれども、ふっと黙ってしまわれたんで

すけれども。やはりそういうものの父親の役割というのがまた一方で非常に大事なのかな

という一つの話としてされたんだろうと思っているんです。 

 それともう一つは、私は鹿児島出身なんですが、郷中組織というのが伝統的に薩摩の集

落の中にありまして、少年団教育なんです。元服するまでの間のいろいろな少年が必ず集

落ごとに集まって肝だめしをしたり学習をしたり、そういうのが伝統的にありまして、今

でもその名残は少しでも残っております。ですから、そういう中でやはり何かを学んでい

くという準備期間がある。大人になって、本当に社会を担って責任を背負っていくまでの

間の準備期間が大事だなと、そこでの感じ方が大事だと、こう思っているんです。 

 ですから明治維新を起こした西郷、大久保、その後に続いてくる松方、大山巌、東郷、

山本権兵衛、伊東祐亨とかあの辺の明治のあれをつくった人たちは、鍛冶屋町という本当

に小さな小さな集落の人たちなんです。ですからそういう一つの田舎町の小さな集落でも

国家を背負って立つぐらいの人が出てくるという力を持っている。ですから、そういう幼

児のころからのいろいろな実体験みたいなものの準備期間が大事だなと。今お話を伺いな

がらそういうふうに思ったところです。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは政務官、お願い申し上げます。 

○奥山大臣政務官 政務官の奥山でございます。 

 私は京都なんですが、地方議会で 23 年間おりまして、そのときにたまたま地元の中学

校のＰＴＡを 10 年やりました。そしてＰＴＡでいろいろな取り組みをしまして、私は朝

のあいさつ運動というのをやったんです。なかなか初めは子どもというのは、先生に対し

てはちゃんとあいさつするんですけれども、我々ＰＴＡとか父兄なんかにはなかなかあい

さつしてくれなかったんですが、３カ月、６カ月やってまいりますと、子どもはきちっと

あいさつしてくれる。ところが、小学校の子どもというのはきちっとあいさつするんです

けれども、中学になると照れくさいのかだんだんあいさつをしないようになるんですが、

してくれるようになりました。ところが、中学生になると要領がよくなりまして、だっと

集団で登校してまいりますと、だれか代表が１人あいさつするんですね。それで後の方は

うわっと一緒くたに入ってしまうと。そういうふうな経験もしましたけれども、しかしあ
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いさつをきちっとするということから、やはり教育の一番の原点だということで我々もや

かましくやっていって、学校と全面的に協力してやりましたら、やはり学校も随分変わっ

てきたと思います。 

 それともう一つは、最近週５日制ということが言われて子どもの学力ということが特に

問題になっているんですけれども、私はやはり学力は非常に大事だけれども、子どもにい

ろいろな経験をさせるということは子どもの一生にとっては物凄い、学力以上に大事なも

のがあるんじゃないかと思います。そういう機会をもっともっと子どもにつくってやりた

い、そんな思いを持ってきたわけでありまして、ひとつ先生方どうぞよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは池坊さん。 

○池坊大臣政務官 文部科学省の政務官をいたしております池坊保子でございます。 

 私は教育、特に初等中等教育に力を注いでおりますので、オブザーバーでここに入れて

いただくことになりました。私は、人間形成には幼児期にどれだけ数多くの心に残る原体

験を持っているかが重要だというふうに考えております。その気持ちから青少年に関する

特別委員会の理事をいたしておりましたときに、大変反対もございましたけれども、児童

虐待防止法を、私は虐待されている子どもたちに光を与えなければいけないという強い強

い信念で成立させました。 

 私は制度ができると国民の意識も変わると思うんですね。この逆もあると思います。や

はり自動車の前輪と後輪とで国民の意識とそれから制度、これがかみ合わなければならな

いというふうに思っております。例えば私は全国で読書推進というのを読み聞かせ運動と

いうのを広めておりまして、学校現場では朝の 10 分間の読み聞かせというのをやってお

ります。これによって臨時国会では子どもの読書活動推進法というのができました。今私

は文部科学省の中にあって家庭教育の支援の充実の懇談会を設けております。中間報告を

受けまして、今度６月には、今まとめに向かっておりますのでこれができましたら皆様方

のお手元にもぜひお届けしたいというふうに思っております。 

 広田委員は先ほど、しつけはできているよということでございましたけれども、ただ今

の若いお母様、女性たちは子どもを産み育てることが少なくとも生きがいではなくなって

いるというのが現状なんです。そういう現状を見据えながら、でも私たちはどういうふう

な支援ができるのだろうかというようなことを今いろいろ研究したり考えたりいたしてお
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ります。 

 青少年健全育成条例というのは長野以外は全部できているんです。国も作ってほしいと

いうような要望もございましたのでこれを作りたいなと思って、ちょっと勉強もいたしま

した。ところが考えたら、あれをしてはいけない、これをしてはいけないというんではな

くて、もっと夢や希望が持てるようなそういう前向きな目標に向かって何か考えた方がい

いんだなと思いまして、青少年健全育成ではなくて違うもっとプランがあったらと思って

おりましたので、今度仮称ですけれども、「青少年プラン」というのはまさしく何をして

はいけないというんではなくて、子どもたちを過保護ではなくて環境整備をしていく、そ

ういう意味で前向きないろいろなプランができるようなことが必要なんじゃないかなとい

うふうに思っているんです。 

 昔は、子どもは結構放っておいてもきちんと育っていった。それは自然もそうだったと

思うんですね。でも例えば今自然というのは温暖化になりまして、放っておいたら森林は

きちんと保存されることができない。子どももそうではないかと思っておりますので、過

保護にならずに、でも私たちが環境整備をしていくのは先を歩んでいる人間の責務だとい

うふうに思っておりますので、皆様方の意見を大変有効に聞かせていただいて、ありがと

うございました。 

○本田座長 ありがとうございました。手短におまとめいただきまして、大変感謝申し上

げております。池坊政務官のお話になると１時間くらい承らなければいけないのかなと思

っておりましたけれども、ありがとうございます。 

 それでは皆様が大変ファンクショナリにお進めくださいましたので、ちょうど定時に終

わることができました。 

 今日は初回でございましたからご自由にいろいろなことを承りました。次回からはレポ

ーターのレポートを中心に少し議論をさせていただこうかと思います。 

 次回は先ほどのご説明にございましたように５月 17 日の 16 時から 18 時まででござい

ますから、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。 

 今日はありがとうございました。 

                              午後０時０３分閉会 

 


