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青少年の育成に関する有識者懇談会（第６回） 

 

１．日  時  平成１４年９月６日（金）１６：００～１７：５３ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者         

     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 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 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 

     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）これまでの論点の整理について 

  （３）その他 

  （４）閉会 

５．配布資料 

  資料１ これまでの議論を踏まえた論点表 

  資料２ これまでの議論を踏まえた青少年観、育成の基本的考え方 

  参考資料 

  参考１ 人材育成タウンミーティング イン 香川（議事概要） 

  参考２ 青少年サミットの開催について 

  参考３ 青少年電子モニターの運用状況について 

  参考４ 青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について（中央教育審議会答申）  

参考５ 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（閣議決定） 

  参考６ 青少年の育成に関する有識者懇談会（第５回）議事概要 
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                             午後 ４時００分開会 

○本田座長 皆様、こんにちは。玄田先生がまだお見えになりませんけれども、あとはお揃い

でいらっしゃいますから、始めさせていただきます。 

 大変暑い夏でございましたけれども、お変わりなくお過ごしのようで何よりと存じます。今

日は海外出張その他でご欠席の方が割と多くていらっしゃいますけれども、活発なご議論をと

思っておりますし、松下副大臣もちょっと遅れてご出席のようでございます。 

 議事に入ります前に、いつものように配布資料について説明をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○椋野参事官 では、配布資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第をめくっていただきまして、配布資料一覧という１枚がございます。会議資料本体

としては資料１という折り込んである少し大きな資料と、それから資料２という２つでござい

ます。 

 あと参考資料として、かなり今日はたくさん出しておりますけれども、参考１、タウンミー

ティングの関係、参考２、青少年サミットの関係、参考３、青少年電子モニターの関係、参考

４は中央教育審議会の答申、それから参考５、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画、

参考６は第５回の議事概要でございます。 

 以上、お手元に揃っておりますでしょうか。 

 では、参考資料の１から３につきまして事務局の担当者から簡単にご説明させていただきま

す。 

○事務局説明者 それでは、内閣府で実施いたしました子どもの意見を聞くための３つの事業

について簡単にご説明いたします。 

 まず、参考１という資料でございますけれども、これは人材育成タウンミーティング 

イン 香川の議事概要でございます。 

 これは昨年度から行われております内閣と国民との対話促進のためのタウンミーティングの

一環として７月 27 日に高松市で開催したもので、小学５年生から 18 歳までの子ども、若者に

集まっていただいたものです。内閣側からは、法務大臣、文部科学大臣とともに本田座長にご

出席いただきました。 

 このタウンミーティングでは、指名し切れないほど手が挙がりまして、子ども、若者から大

変多くの意見や質問が出されました。内容は資料にありますとおりでございますけれども、学
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校や教育に関するもの、身近な話題ということでそういった話題が多く出されたところでござ

います。 

 次に、参考２という資料でございますけれども、これが青少年サミットの開催についてのも

のでございます。 

 これは先月 20 日から 24 日までの４泊５日の日程で 30 人の若者に施策提言をまとめていただ

いた事業でございます。こちらには杉山委員と松下委員がご参加くださいまして、参加青少年

たちの中間発表を聞いていただきアドバイスをいただきましたが、さらにその時間の後も長時

間にわたって熱心にアドバイスをしていただきました。最終的には６つの班で、資料の４ペー

ジ目にありますようなタイトルで提言がまとめられたわけでございます。中身は今はちょっと

詳しくご説明できませんけれども、参加青少年たちの思いが込められた提言となっております

ので、また後ほどでもお目を通していただければと存じます。 

 最後に参考３という資料でございますが、これは今年の４月から募集を開始しております青

少年電子モニターの運用状況についてのものでございます。 

 ８月末時点でちょうど 100 人の登録をいただいておりまして、必ずしも青少年の育成に関連

するものばかりではございませんけれども、資料にございますようなさまざまな意見、要望が

寄せられているところでございます。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございました。それでは、本日はこれまでのご議論を踏まえまして論

点の整理をしていきたいと思うのですが、そのための資料が２種類用意されております。それ

につきまして事務局の方からご説明をいただきます。 

○椋野参事官 資料１、これまでの議論を踏まえた論点表という大きな表と、それから資料２

としてこれまでの議論を踏まえた青少年観、育成の基本的考え方がございます。 

 資料１の方からご説明をさせていただきます。 

 上に「注」というふうにしておりますけれども、この表は第１回から第５回のこの懇談会の

議論を踏まえて整理しておりまして、意見のまとまりごとに●で示しておりますが、そのうち

１つの話題について対立的な意見、あるいは若干異なる立場の意見が出ているものについても

小さい●で書き分けてございます。 

 ただ、大きい●で示しているものでも時間の関係で異論が出されなかっただけで、必ずしも

合意されたものでないものもあるかと思いますので、そのあたりについては後ほどコメントを

いただければというふうに思っております。 
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 それから、外部の方に来ていただいていろいろご発表いただいたものも、この懇談会の委員

の意見も同列に入っておりますし、基本的な論点も個別のやや細かな論点も区別せずに同列に

入っております。 

 この論点表の性格としましては、これをブラッシュアップして報告書にしていくたたき台と

いうような位置づけのものではございません。ですので、今レベルの異なるものがいろいろ入

ったりもしております。どういうことをこれからさらに議論しなければいけないかというのを

見ていただくために整理した表というふうにお捉えいただきたいと思います。 

 あと、１枚を１つの年齢期という形でつくっております。第２回から第５回にそれぞれ年齢

期ごとにご意見をいただきました。ただ、そこて出た意見で必ずしもその年齢期に該当すると

は限らない、あるいはもっと共通するものもあったかと思いますけれども、事務局の方で動か

すというようなことはせずに、その回に出たものはその表の中に入れております。切り方とし

ては、上の左側に青少年観あるいは青少年の育成の基本的考え方というようなものを整理をい

たしました。 

 それから、上の右側の方には青少年の成長とかあるいは育成の側面といいますか、「健康・

体力」「しつけ・学習・教育」「手伝い・ボランティア・労働」「遊び・自由な活動」「その

他」というような側面で切り分けて整理してみました。 

 それから、下側はまた別の切り口で青少年の生きる場あるいは青少年に働きかける社会の構

成員とでもいいますような切り口で家庭、学校、地域、その他の空間、職場というふうに分け

て整理をしております。切り口が違いますので重複して同じ意見が上の段と下の段に出ている

ものもございます。そういう整理をしたものでございます。 

 細かい説明はいたしませんけれども、例えば今の一番上の乳幼児期の左上の青少年観、育成

の基本的考え方で、小さい●で「母親の就労について科学的にマイナスの影響ありとする研究

結果は非常に少なく、母親の就労や保育の是非ではなく子育て環境全体の課題に目を向けるべ

き」というところで、「（一般には、「母親は子育て能力や愛情を本能的に有しているもの」、

「母親は家庭で子育てに専心すべきである」という意見も多い。）」というふうに入れており

ます。ここはこの懇談会では括弧内の意見は明確には出ていなかったかと思いますけれども、

一般にはそういう意見も強いものでございますので、それを明確にするためにあえてここは小

さい●にし、括弧で一般的なものを入れさせていただきました。恐らく論点として分かれると

ころかなと思ったので、ここはちょっとそういう形にさせていただきました。 

 それから２ページ目、学童期の方にいっていただきまして、学童期の青少年観、育成の基本
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的考え方で、下の方の小さい●、朝御飯の提供というような話題に関連して、基本的な生活習

慣や健康維持のための働きかけは家庭においてきちんと行うべきという考え方に対し、既存の

規範に照らして正しいかどうかというより、子どもにとって必要な働きかけがなされるかどう

かを重視すべきと、ここはやや対立、異なる意見だったかと思いますので、そういう形で整理

しております。 

 それから社会の構成員、家庭、学校、地域の連携についても一体となって関わっていかなけ

ればならないという考え方と、社会の構成員が子どもに関わることは必要だけれども、それに

当たって全てが同様な価値観、役割を持つのではなく、違いを持つことが必要。これもやや異

なる意見だと思ったので、小さい●で整理をしております。 

 同じような形で全体を整理しておりまして、例えば学童期ですと「手伝い・ボランティア・

労働」というところが全く意見が出ておりませんけれども、この期はそれが重要でないという

ことであればそれでも結構ですし、そこはやはりもう少し議論した方がいいということであれ

ば後ほどご意見をいただければというふうに思います。 

 同じようにその下の方で、まちづくり全体、建物、住宅等のところも意見が出ておりません

し、学童期の職場についても意見が出ておりませんでした。 

 それから思春期の方にいきましても、思春期も基本的な考え方、捉え方はかなり異なる意見

が出たところでございます。 

 小さい●で「異性への興味が芽生え、容貌を気にし、進路を考え始め、家族との葛藤や友人

関係で悩む時期。それ以前に比べ、周囲の人が悩みの内容をつかむことが難しくなる」とあり、

「難しくなる」で止まっておりましたけれども、つかむ必要が、難しいけれども、あるんじゃ

ないかというご意見ではないかと思いまして、それに対してやや異なる意見として下の方の小

さい●で、分からないもの、理解できないこと自体は問題ではない、悩みまで大人が封じ込め

てしまう社会は決して健全ではないという、やや異なる意見としてここは捉えて整理をさせて

いただきました。 

 それからその下も、最近の中学生の特色として自立の遅れとか自立心の欠如とか規範意識の

欠如とかというような見方。それに対して、あまり昔と変わっていないのではないかとか、違

う意味空間に生きているのであって、規範意識がないというのとは異なるではないかというよ

うなやや異なる見方がここでも出されておりました。 

 家庭の教育力の低下についても低下しているというご意見と、必ずしもそうではないという

意見とがございましたので整理をしております。 
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 思春期では、「健康・体力」のところで、健康よりも周囲の目を気にする傾向があるという

ご意見がありましたが、思春期の健康、体力あるいは身体の問題はこれだけでいいのか、もう

少し議論する必要があるのかないのかというあたり。 

 それから「その他」で、青少年の凶悪化は幻想であるというご意見がこの期で出ましたので

入れております。異論が出されておりませんでしたので大きい●で書いておりますけれども、

実は非行問題についてはこの後中心的に議論をしていこうということで残っているところです

ので、大きい●ですけれども、恐らくここも意見の分かれるところではないかとは思っており

ますが、とりあえずここは異論が出なかったのでそういう整理にしております。 

 それから、下の方で、やはりまちづくり、住宅、建物あたりはここも意見は出ておりません

し、職場についてもあまり思春期では意見が出ませんでしたけれども、それでよろしいのかど

うかということはございます。 

 それから青年期にいきまして、青年期は基本的捉え方にはあまりその場では対立的なご意見

はなかったように思いましたけれども、ここに書かれているようなことでよろしいのかどうか。

それから、「健康・体力」について何もご意見が出ませんでしたが、それでよろしいのかどう

か。それから、下の各場でいきますと地域についてあまり意見が出ませんでしたけれども、青

年期はもうそれでいいということなのかどうか、そのあたりも後ほどご意見をいただければと

思います。 

 資料２の方は、今の大きな表の青少年観、育成の基本的考え方というところだけをもう一度、

見やすいように一つにまとめたものでございます。一番意見の分かれるものがあったところで

もございますので、議論しやすいようにそれだけを抜き出してまとめてみたものでございます。

内容的には同じでございます。 

 以上、事務局からの説明は終わりでございます。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 大変膨大な資料、５回分を丁寧にまとめていただきまして、大変考えやすくなっております。

この資料をもとにしてご議論をいただくわけでございますが、そして資料２の方におまとめい

ただきました青少年観あるいは子ども観、育成の基本的考え方について議論したいとお思いの

方はたくさんおいでかと思いますけれども、その前に今まで抜けているところと申しますか、

議論する機会がなかったけれども、議論しておくべき論点、ただいまも幾つかご指摘がござい

ましたけれども、そういう問題点やらあるいは少しは議論が出たけれども、時間切れ、あるい

は十分に煮詰まらないまま泣く泣く流してしまったというようなところがございましたら、そ
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れらをまず最初にご議論いただきたいと思いますので、まずは抜けておりますところ、こうい

うところがちっとも議論されていないけれども、これでいいんだろうかというようなことなど

についてご自由にご発言いただければと思っております。 

 この大きな表をご覧になりますと白く空白になっているところがあちこちにございますから、

それらが論じられていない点ということですけれども、それらについてこういうことをやはり

きちっと論じるべきであるとか、あるいはこれは後の方の問題別の討議の中に当然入ってくる

からあえて補足する必要はないとかいろいろお考えがあろうかと思います。それらについてご

自由にご意見をお出しいただけたらと思いますが、いかがでございましょう。 

 例えば「まちづくり」なんていうのはどこを見ても割と抜けているといえば抜けているわけ

ですけれども、そのようなことをどう考えるか、あるいはこれは後ほど地域のところで福川先

生でしょうか、お触れくださる方が当然おありになるからご発題くださるのではないか、そう

いうことを考えますとあえて補足的に論じなくてもいいのではないかとかいろいろなお考えが

あろうかと思います。そのようなことを少しお出しくださいませ。いかがでございましょう。 

○網野委員 今おっしゃられたまちづくり全体ということで、確かにどの分野もあまり議論さ

れていなかったようなんですが、私はどちらかといいますと乳幼児期を主として意見などを申

し上げましたので、特にこの中で考慮していかなくてはいけないのは、母親だけを閉じ込めて

しまう、孤立させてしまうということへのさまざまな見直しです。この点からいいますと、以

前の共同住宅、それからマンションにしろさまざまな生活空間の中に例えば子どもが自由に出

入りできる部屋とか、あるいは特に乳幼児期にとっては保育の場、これをある意味では基本的

に設けた方がいいのではないかという議論は今までもあったわけです。特に建築の分野では物

理的な環境というだけではなくて、いわゆる心理的コミュニケーションをつくるという、そう

いうこともかなり重視されてきていますし、親は孤立しない、いつもオープンであるというこ

とと、それから子どもにとってたくさんの刺激や魅力のある大人と触れ合うことができる。こ

れは地域の中でもクローズされている状況を私たちが少し配慮すればかなり実践の可能性も多

いんですが、実際には保育サービスと住宅サービスと分化して考えているとなかなかこの視点

が薄くなってしまいます。そういう点では、ここに建物、住宅を含むという意味では物理的コ

ミュニティとともに心理的コミュニティをつくる。小さい時からできるという環境づくりもや

はり考慮すべきではないかというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいま心理的コミュニティをめぐってちょっとご発言がございましたけれども、杉山さん、
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いかがでしょうか。 

○杉山委員 すみません、それに補足してというんではないんですけれども、子育て分野から

見たバリアフリーのような考え方がようやく最近出てくるようになりまして、例えば子連れに

とって出かけやすいまちづくりということで、母親と２人で出かけた場合にトイレの中に赤ち

ゃんをちょんと置いて用が足せるものとか、あとベビーカーで通りやすい歩道のあり方という

ような目線でのまちづくりを考えていきましょうというような動きが少し出始めているという

そのあたりで子育ての社会化が進むといいのかなという部分が一つあります。 

 もう一つが、そうなってくるとこれは子連れといいながらも親にとって便利という部分の切

り口で入りますので、では子どもにとってどうなのかという部分を忘れてはならないだろうと

いうところですが、どうしても子どもってなかなかこれが使い勝手がいいとか悪いとかという

ことを言いませんので、その視点から考えていくことを忘れてはいけないなというふうに思っ

ているところです。 

 ちょっと話が横にそれてしまうのでまた別の時でもいいんですが、抜けているなと思ったの

が、性教育というか性の問題がなかなか議論できていなかったかなというふうに思っておりま

す。 

 青少年サミットの時にもあるチームから性教育についてのテーマの提言が出ていたんですけ

れども、やはり正しい情報を提供するということが何よりもまず必要なのかなというふうに私

などは思っておりまして、自分の体を大事にするということはやはり自分を大事にする第一歩

だろうと。そのためのメッセージというものを道徳的なというよりは、正しい、あなたの体を

守るためのものということで男性も女性も、男の子も女の子も知っていくということはいろい

ろな段階で必要になってくるんじゃないのか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。 

 性の問題は確かに今までほとんど触れていない問題で、これは後に議論あるところで性犯罪

というふうに特化することもできるし、あるいはそれらに含めて性感染症やらそういう性全般

を扱うこともできるとは考えられるわけですが、とりあえず今後どこかで扱った方がいいので

はないかというのがただいまのご提案でございますね。 

 いかがでしょう、天野さん。 

○天野委員 まちづくりという点では、実は遊び場というのがまちづくりには非常に重要だと

いうふうに僕は遊び場をやっていて思うんですが、ハードの面だけでなくてまちづくりを言っ
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ている人たちは今はもうソフトの面をどうするかという、「まちづくりは人づくり」という合

言葉を持ってやっている人たちがたくさんいるんですが、その方面からでも僕らの遊び場は注

目を浴びていたりするんですけれども、そういうまちづくりの中での遊び場だとか子どもの居

場所としてのまちづくりをどう考えていくかというような視点というのはすごく重要なんだと

思うし、そういう意味ではここに遊び場の話はもう出ているんじゃないかななんていうふうに

は感じています。 

 あとはやはりヨーロッパの方とか、スウェーデンなんかでは子育てをする家庭は低層住宅に

住むというような形でやられていて、４階までの建物を国は奨励しているわけですが、調査だ

と、５階を超えると外へ出るチャンスが「がくっ」と減るそうなんです。特に子どもが１人で

表へ出るということがまずほとんどなくなっていくという、スウェーデンあたりではそういう

調査もあるみたいで、つまり子どもが外で遊ぶような環境をどう整えるかということの中には

そういう人づくりの面と同時にハード面なんかもあるので、その辺なんかはやはり専門家の方

の意見なんかも聞けたらおもしろいかななんていうふうに思っています。 

 あと性の問題というのと同時に生殖医療の問題。座長の方からも何度か出ているんですが、

命というのをどういうふうに捉えていくのか、社会全体の命に対する捉え方の問題。これは意

識の上で子どもの問題と多分切り離せないんじゃないかなというふうに僕なんかは一つ感じて

います。その辺のところを、バイオテクノロジーに関連して生命観といったあたりの話が本当

は少しできたらいいんじゃないかなと思うのが一つ。 

 あと環境問題、汚染問題ですね。健康の問題というのは食事の話とかで出てきているんだけ

れども、殊に大きいのが多分化学物質の話だと思うんです。家をつくる時の材料にどんな素材

を使っているかということも全部含めて、シックハウス症候群のようなものが出てきたり、多

分まだまだ解明されていないことが山のようにある分野なんだけれども、化学物質が子どもの

健康に与えるもの、あるいは妊婦の体に与える影響、胎児に与える影響とかその辺のこととい

うのは恐らくこれからかなり大きな問題になってくるんじゃないかという気が僕はしているの

で、その辺のところもちょっと考えられたらいいんじゃないかと思います。これは多分、国の

方針とか何かに関わってくるんじゃないかなというふうに思いますので。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 例えば高層住宅の問題なんていうとこれは多分網野先生の方で調査をなさったことがおあり

なんではございませんでしょうか、高層住宅で子どもを育てる云々というように。ですからデ

ータは多分出そうと思えば日本のデータもたくさん出てくるのかなと思いますけれども、いか
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がでございましょう。データをすぐにお探しになればおありになるジャンルかなという気もい

たしますが。 

○網野委員 私は直接そのことの研究に関わったことはありませんが、特に母子保健学の分野

でいろいろ既に報告とか学会とかで発表とかが、確か幾つかありました。天野委員がおっしゃ

られたように、特に日本の場合はもう 10 階以上の高層で住んでいる子ども、親とそれ以下では

確かに非常に有意な差があるというのが出た記憶があります。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 つまり、今まで議論していないところでもデータを補えばある程度のことが見えてくるとい

う分野もございますから、いろいろ問題をお出しいただければ、それらに関するデータを集め

て提供するという形の扱い方もあろうかと思いますので、お気づきのことをお出しいただけれ

ばと思います。 

○中村委員 ２点ございまして、一つは先ほど杉山委員がおっしゃられた性教育の問題ですが、

私もこれは非常に重要な問題ですし、特に情報提供というだけではなく、ポルノグラフィーな

ども含めて情報環境という意味でも性教育、性の問題というのは非常に青少年にとって重要だ

と考えております。 

 もう一つは、このように年齢層別に分けてしまうと割合見失われがちですが、違う年齢層の

子どもの関係ということが一つ取り上げられてもいいのではないか。例えば中学生ぐらいの子

どもが乳幼児と接するというようなことは今では非常に珍しいことになってしまった。甥っ子、

姪っ子というようなものがいれば別なんですけれども、兄弟数も少なくなってきますとなかな

かそういうチャンスがないですよね。そういった年齢層の違う子ども同士が触れ合うというよ

うなことについても少しご議論があるといいのではないかというふうに思います。 

○本田座長 異年齢交流の問題は、例えば特にそういうトピックではなくて、天野委員の遊び

の中でごちゃごちゃ混ざってというか、そういう形では出ているわけですけれども、もう少し

はっきりとトピカルに扱ってもいいのではないかという問題提起でいらっしゃいますね。 

○中村委員 そうですね。それも含めまして、むしろ各年齢層の子どもにとって一緒になって

接するということが非常によい影響を与えるのではないかという面で何かご議論があるといい

んではないかというふうに思っております。 

○広田委員 私は２つほどもうちょっと議論してみたいことがあるんですが、一つは大人の方

の生活の仕方とか働き方とかの問題をもうちょっとやる必要がある。つまりお父さんやお母さ

んの「心がけの問題」にならないようにするためには、働き方とか生活の仕方をこれからどう
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考えるかという部分が重要なんじゃないか。 

 それからもう一つは、今までの議論の中では家族の多様性みたいなのがかなり意見として共

有されてきていると思うんですが、その中で特に困難な条件みたいなものが集中しているよう

な人たちに対して何ができるかといったことをどういう条件が折り重なって子育て環境の悪条

件をつくっているのか、そこには何ができるのかといったことをちょっと特定した感じで議論

をしてみたいと思うんです。 

 つまり一般的に誰に対してでもやれる政策みたいなものと、特定の人のどうしても強いニー

ズがあるものとがやはりあると思うんです。 

○吉田委員 私は、子どもが子ども同士で感じたり学べる場面をつくるということもまた必要

かと思います。 

 一つは、日本も国際化、グローバル化して日本国内には東京都だけではなく、いろいろな地

域にまで外国人が居住していると思います。そして彼らの中には家族、子どももいますので、

そういう子ども同士の交流がどのようになされているか、そして実際に子どもがどのように感

じているか、日本人の養育者たちからだけの知識や指示ではなくて、子ども同士が感じること

がどのように今後生かされるかということ。 

それから、日本から海外に居住している方、企業員の家族のこともありますし、帰国子女の

問題ももっと出てくると思います。これらのことを一つ考えたいということがあります。 

 それから、日本国内の子ども同士の問題に関しましては、自分の立場を超えた立場の子ども

たちと、例えば、同年齢でも違った家庭環境の子どもや、あるいは身体的な障害児などとどの

ように交流したり考えたりしていくのか、こういう視点も大事かと思いますが、いずれにしま

しても子どもが子どもから学ぶものを私たちがどう支えていくのかという問題も大きいかと思

います。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 とにかくひとわたりご意見をうかがいましょうか。 

 前田先生、何かおありでしょうか。 

○前田委員 何点かありまして、一つは性教育の件ですけれども、これは非常に大事なことで

ありまして、特に小学校、中学校という時点ではきちんと発達段階に応じた指導が必要だとい

うように思います。例えば体の仕組みから妊娠、出産、生命、尊重、愛、健康、清潔、こうい

うものを学校だけではなくて家庭と社会と学校で三者がどのようなことをどう指導していった
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らいいかということをしないと、マスメディアも発達しており、いろいろな問題を学校、家庭

だけでは賄い切れない、そういう問題が出てくるというように感じます。 

 それから２点目は、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、異年齢集団の育成。 

 これは学校でも生徒会活動とか部活動等はやっているんですけれども、一歩学校を離れた時

に、子どもたちが昔のいわゆるガキ大将の上級生の子の下で子どもたち、近所の人とキャッチ

ボールをやるというようなことが非常に少なくなってきている。例えば江戸川の河川敷にグラ

ウンドがいっぱいあるんですけれども、土日はそのグラウンドはいっぱい使っていますけれど

も、チームに入らないといけないので親子や友達同士でのキャッチボールはできない、こうい

う状況があるわけですから、ぜひ休日の遊びとか異年齢集団で自由に遊べるようなところを考

えておく必要があるんじゃないか。 

 スズメの学校とメダカの学校がありますけれども、今グラウンドへ行くとどっちでしょうか、

メダカの学校でユニフォームを着たチームの歩いている姿は必ず先頭に大人がいて後ろに大人

がいて、そしてコーチや監督が子どもを一生懸命指導しているというような状況で、勝てば代

表でどこかへ行くという状態ですが、もっと地域の子ども同士で三角ベースでもやれるような

そういう雰囲気が必要だなというように感じます。 

○本田座長 玄田先生はおいでになったばかりでございますけれども、何かまだ論じ足りない、

これから論じておくべきだという問題点がございましたら。 

○玄田委員 まず、遅れまして申しわけありませんでした。若干、もしかしたらピント外れに

なることを言うかもしれませんが、お許しください。 

 私が思いますのは、これからどうあるべきかという議論以前にもっと議論すべきことがある

んではないかということです。それは、事実をもっと議論しようということです。 

 今回まとめていただいた中にももちろんあるんですが、例えば最初に出てきた母親の就労と

いうのは科学的にマイナスの影響ありという研究が非常に少ないというのは、それほど多く知

られてはいないんだと思います。もちろん研究分野ではよく知られていることかもしれないけ

れども、多分私も含めて多くの人は知らない。前に吉田さんが言われた産後うつ病の話でも非

常にショッキングなわけで、そういう話をたまに私も会社の人事担当者の方等にお話しすると

非常にやはりショックを受けられるわけです。青少年が凶悪化したのは幻想であるとか、また

前回中村さんの言われた情報化による意識変化ということばかりとは言い切れないんではない

かといったような、まずちゃんとした事実を確認するということがなければいけないんだろう

と思うし、もしこの懇談会の中で議論を終わらせるのではなくて社会に対して何がしかメッセ
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ージを出していくときには、こういう事実があるんだと示す必要がある。もちろん科学的なこ

とですから 100％証明されたということばかりにはならないでしょうけれども、こういうこと

であるという根拠も少なからずあるんだということをもっと分かりやすく提供する方が議論が

深まるんではないか。 

 青少年の問題の一番の難しさは、自分の感覚で議論ができるところだと思います。むしろ、

これはいろいろな意見があるけれども、証拠としてこういうことは事実なんだよということを

もっと分かりやすくぽんと出すことによって、皆さんこれについてどう思いますかという議論

になるわけで、もっと大事な事実があるのかないのかということを議論してから、どうあるべ

きかという議論がなされるべきではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 樋口先生、何か。 

○樋口座長代理 なるべく黙っていた方がいいのかもしれませんが、一つはもうご指摘いただ

いている点で、やはり平均像に基づいていろいろな問題点というのが指摘されているかと思う

んですが、多様化が進み、場合によっては言葉が適当かどうか分かりませんが、階層化が進ん

でいるというような中において、例えば小学校、中学校であれば公立学校と私立学校の問題も

あるんではないだろうか。あるいは地域差によって問題だというふうに考えている点が大分違

ってきているんじゃないだろうかというようなことも、できれば検討していく必要があるのか

なというような気がします。 

 それとこういった懇談会ですから、どうしてもどこに問題があってそれを解決するにはどう

したらいいかというようなことに議論が陥りがちなんですが、こんないいことがあるよ、こう

いったことをやればいろいろな変化というのが起こってくるんじゃないでしょうかというよう

なグッド・プラクティスの方、これは後でのまとめ方かもしれませんが、そういうことをして

いかないと物凄い問題がいっぱいあるということで、読む方は頭が痛くなって終わってしまう

んじゃないかというところがありますので、こういうようないい例がありますよというような

ことも織り込んでいただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 いろいろな点をご指摘いただきまして、これを全部問題として、課題として取り上げてまい

りますとあと何回やっても多分終わらなくなるだろうと思います。ですからこれらをどう扱う
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かということが次に出てくるわけですが、例えば今、先ほどの玄田先生がおっしゃったことと

も絡めまして、とにかく欠けている部分でデータのあるものはきちっとデータを集めてデータ

を出すということ。データが事実そのものであるかどうかという問いを立てるとまたそこで議

論があるところですけれども、とりあえずデータのあるものはデータをきちっと出すというこ

とは必要であろうかと思いますから、これを何か収集する努力を事務方にしていただければと

いうふうに思います。 

 それから、先ほどのグッド・プラクティスというお話、これは例えば天野委員なんかがお出

しになっているのはかなりそれに近い、こんないい実践がありますよという例になるんだろう

と思いますけれども、そういうものの位置づけ方というようなことというのが、つまりまとめ

る段階で重要になってくるのかと思います。 

 それと多様化ということで階層性みたいなこと、これも例えば最近、教育社会学の苅谷剛彦

氏でしたか、あの方なんかが非常に提起していらっしゃる「教育の階層性」という問題なんか

を一度どこかで論議する必要があるのかどうか、あるいはそれもデータで処理できるのか、そ

の辺に関してもし何かご意見がおありだったらちょっと伺ってみたいと思いますが、どうお考

えになりますか。 

○広田委員 苅谷さんは私の同僚なんですけれども、教育の機会の問題で非常に鋭い分析をさ

れていると思うんですが、青少年問題でいうともう少し生活とか家庭とかに近いようなところ

で適当な方の議論を聞く方がいいかなと思いますけれども。 

○本田座長 階層性なんていうのを取り上げることは意味があるけれども、人選に関してとい

うことですね。分かりました。 

 他にご意見がございましたら。 

 これは絡めていくといろいろなところと絡んでまいりまして、メディアの問題と性教育の問

題と、それから家庭の問題と全て絡んでくるというふうに、何か一つトピックとして取り上げ

るといろいろな問題がここに絡んでずっと浮かび上がってまいりますから、あれもこれもこれ

もという取り上げ方ではなくて、正確なデータがあるものはデータを整理して出すということ

と、それからトピックとしては足し算的に取り上げるトピックが幾つかあればいいのではない

かというふうに考えますので、これはちょっとまた整理させていただこうかと思います。 

 それから、今まで出てきた問題で論じ足りないもの、これも取り上げると無数にあるような

気がいたしますけれども、特にこれは不消化であったというのがございましたらちょっとお出

しくださいませ。 
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○天野委員 すみません、その今の話とちょっと違うんですが、階層性というのはちょっと僕

はあまりよく分かっていないので個人的には聞きたいなと思うんですが、今もう実際に施策と

して行われたものの中に学校５日制というのがありますね、完全５日制。あれをやって子ども

はゆとりができたのかという点検を僕はした方がいいと思うんですよ。 

 というのは、僕の実感だと、子どもはますます追い詰められているというのが、遊び場に来

る子どもたちの口からは聞かれるんです。要するに、５日制なんかして欲しくなかったという

話の方が多いんですね。結局子どものゆとりとかというような話もあったけれども、最後に文

部科学省が腰砕けになって、ゆとりよりも学力低下みたいな話の方に押し切られてまたあたふ

たしているみたいなところもあるけれども、政策で子どもにとって何がいいかということを出

したことに対して、本当だったらもう少し点検ができた方がよい……そんな感じですかね。僕

はそれをすごく、特に学校５日制については大変大きく子どもの生活を変えてしまったところ

がありますので、非常に気になるところなんですね。 

○本田座長 というのは、例えば子どもの側からの意見でその点検をするということなのか、

あるいは５日制というのを施行する時にテスト的な期間を設けてそこで子どもの情勢を見ると

いうことなのか、非常に早急に実施したように見えるところに関してのご意見なんでしょうか。

それとも……。 

○天野委員 あまりそういうのは考えずに言っていました。 

○本田座長 子どもは本当にどう思っているのかなというのは私もちょっと知りたいところで、

例えばこの間のタウンミーティングなんかでは子どもたちがまるで国会討論か何かのように５

日制になって学力が低下するんではないかというようなことを言って文部科学大臣がしゃかり

きにお答えになるというような場面が幾つかあったのですが、私は子どもの本当の実感なのか、

それとも子どもがそのように考えるようなメディア環境の中にいるのかどちらなんだろうとい

うのがもう一つ分からないという気がしたりもしたのですが、５日制になって楽しいよという

子どもが１人もいないのが実情なのか、あるいは学力が落ちたり受験に困ったりするから困っ

ているのか、その辺のこともちょっと私にはよく分からないということで、そのあたりから問

い返したいという気はいたしますけれども、天野さんがおっしゃったのはどの辺のことでしょ

う。 

○天野委員 子どもの意見を聞くということについては、僕らは子どもの意見をあまり聞いて

いなくて、子どもの動きを見ているんですね。つまり何か遊具をつくっても、子どもが使わな

ければつまらないということだからそんなのはすぐに壊しちゃうということ。どういう遊具が
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欲しいかという話を聞いても子どもはあまりイメージがわかなかったりとか、あるいは子ども

の言うとおりのものをつくっても大して遊ばれなかったりするということもあるんですよ。つ

まり子どもの動きを見ながら子どものイメージを立てていくんです。 

 今子どもの参画とかと言われているんだけれども、難しいところだなと思うのは、大人の意

識というか、学力の低下とかということを周りで言い出すと、やはりそれに呼応してくる子ど

もたちが必ず出てくるんですね。だから子どもの言うことが子どもの本当の心配の種かという

とどうだろうか。だから遊び場に来ている子たちはやんちゃな子も結構多いから、遊ぶ時間が

なくなったということに対して腹を立てているという子どもの方が多いので、やめて欲しかっ

たみたいなことも出てくるんだけれども、そこら辺どうなんでしょうね。子どもの意見を聞く

にしても、塾に行っている子どもの意見を聞くのと、遊び場に来ている子どもの意見を聞くの

とでは多分違うんじゃないかなというのもあるので。でも、子どもの話を聞けたらおもしろい

ですよね。 

○本田座長 こういうところに来てもらって。 

○天野委員 どういう子どもかによって随分違う。本当に違いますよね。 

○本田座長 遊び場に来ている子どもと塾に来ている子どもでは意見が違うというのが、広い

意味での階層性にもなってくるわけですね。いろいろ子どもの置かれた場所により、それこそ

置かれた環境の中で子どもたちの感じ方も違ってくる。それらにきめ細かに対応できるのかど

うか、あるいはそういう多様なものに対する配慮をむしろしていくのかとか、そういう問題が

次の問題として出てくるんだろうと思いますが。 

 他に。 

○玄田委員 何回か欠席しているものですから、もしかしたらもう議論があったかもしれませ

んが、この参考資料を見せていただいた限りもっとあってもいいかな、ないしはもっと深まっ

てもいいかなと思うのは、学校を中退した人、不登校の人、その子たちについての問題という

のがもう少し議論されてもいいんではないか。何となくですけれども、学校に行っている子ど

もたちというのをベースにして思春期なり青年期の議論があるような印象が、思い過ぎかもし

れませんが、あります。 

 むしろ今、不登校とか中退とか、フリースクールも含めての問題を教育の現場の方、または

教育界の方ももちろんこれまで努力されてきたことですけれども、学問分野を超えて社会全体

でこの問題をどう考えていけばいいかというような視点がもっとあってもいいんではないか。

若者という若者はいないわけでありますから、その中で特に今喫緊に議論しなければならない
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こと、社会全体に不安があることとは、やはり学校を選択しなくなった子どもたちに対するこ

ちらの社会全体の見方というのがどうあるべきかというのがもっとあってもいい。 

 フリーターの調査を見たことがあるんですけれども、フリーターはある意味ではまだいい方

で、学校中退者というのはフリーターにもならない。つまり職探しもしない、無業になるとい

うケースが非常に多いという研究結果を見たこともありまして、そうすると、もしかしたら中

退者という人々のことを特別な例ではなくて、むしろもうその存在を認めた上で何を議論でき

るか。場合によってはそれに加えて、家庭がある子どもたちのことが前提になっているような

感覚があるので、そろそろ一人親、シングルマザー、離婚した経験のある家庭にある子どもの

問題というようなことを少しターゲットを絞って議論するということがもうちょっとあっても

いいんではないかなというふうに思いました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それに類したご意見、他にもきっとおありだろうと思いますが、いかがでしょう。 

○網野委員 今、玄田委員がおっしゃった後のところでを少しは議論があったんですが、もっ

と探って、この中で皆さんでどう共通に位置づけるかというのは、やはり一人親家庭とか、結

婚とか離婚とか、そういうことの全体を包んだ子どもとの関わりだと思います。特に男女共同

参画社会でいろいろな視点を模索している部分もたくさんありますので、特に結婚も人生の選

択肢の一つ、離婚も人生の選択肢の一つという方向がどの程度一般的に受けとめられるように

なったかというと、離婚イコールマイナスというふうな側面はかなりまだ根強いと思いますね。 

 そういうようなことも含めて、子どもにとって乳児期と学童期と思春期でそういう親の関係

の影響というのはかなりいろいろ違ってきますし、そういう子どもの発達時期全体を通じての

家庭が、先ほどありましたような困難性を抱えている場合もありますし、むしろ極端な言い方

をしますと、離婚によって非常に何かがはじけるように子どもの反応が違ってきたということ

もあるわけですね。ですから、善悪とか価値観でよい悪いではない、もっと多様な捉え方とい

うのはもう少しいろいろ議論した中で何か主張できるものは主張した方がいいのではないかと

いうふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 今までの５回、１回目は別といたしまして、４回の議論というのは年齢で切っていく議論の

仕方をいたしましたのである意味では縦系列の議論と申しますか、そしてこれからは問題ごと

に幾つか出していくというやり方をいたします予定でございますから、その中に例えばひきこ

もりとか不登校とか犯罪とかそういう問題が出てまいります。 
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 それから家庭とか地域とかという切り口が陳腐ではないかというご意見も前回あったんです

けれども、でも家庭という切り口を使いながら今のようなさまざまな問題を出していくという

ことがやはり必要であろう思われますし、家庭と一口に言った場合にどういう家庭がいい家庭

かなんていう議論をこのメンバーがしようとはとても思えませんので、むしろ家庭に関するさ

まざまなデータがそこで出てきたり、家庭の現状を多様化と言葉で申しますけれども、家庭の

多様性、家族の多様性をほうふつさせるようなデータがたくさん出てきたりすることでまたそ

こから議論が展開されるだろうと思いますので、後半の問題状況に即しての議論をする回と、

それから家庭とか地域とか若干平凡に見える切り口でやっていく回と重ねてまいりますと、そ

してそれとさっきの年齢とうまくつないでいきますとかなりの事柄が網羅できるかなというふ

うに思っております。 

 ただいまお出しいただきましたものを、これから課題としてどのような形で取り上げればよ

り発展的かということを考えさせていただきたいと思っております。 

○樋口座長代理 ちょっと１点よろしいですか。これから取り上げる時の視点として一つ検討

していただきたいなというふうに思うのは、ここは教育の専門家が皆さんいらっしゃいますの

で、その方々の間ではもう常識になっているのかもしれないんですが、一般の社会とかあるい

はビジネスマンにとって、教育に対してどこが問題だというふうに考えているのか、その視点

が一つは重要ではないか。一般国民にとってということですね。 

 その中で学力の問題が今出てきています。学力が低下しているんじゃないかと。教育のあり

方というのは、ゆとり教育も含めてこのままでいいのかどうかというような問題を多くの人々

が今関心を持ち、また考えているところでありますので、その点についてぜひ議論をしていた

だきたいなというふうに思っております。 

○本田座長 学校というテーマで取り上げる回がございますから、そのあたりできちっと展開

できたらというふうに考えます。 

 それでは、補足したい部分と申しますか、取り上げられなかった部分というのはまだまだ…

…まだおありになりますか。では、どうぞ。 

○玄田委員 欠席していたのでこの場を借りて。 

 まとめ方としてもしかしたらおもしろいかもしれないのは、企業は子どもたちをどう見てい

るかという議論もあってもいいかなと。確実に確かめたことはないんですけれども、藤田田さ

んが未来経営研究所というのをつくった時に、10 歳までの子どもたちの食に対する価値観はど

う決まるかというのを非常に研究されたという話を聞いたことがあって、多分これから少子化



 19

社会の中で企業というものが社会の中で子どもたちをどう見て、どういうふうに行動をとろう

としているかというのは、ある意味ではこれからの社会を考える時に一つの示唆になるんでは

ないか。子どもたちにとって身近なのは、ここでは学校とか家庭とか地域でありますけれども、

ではもう１個あるとすれば、やはりいろいろな企業があります。企業とか会社というものがど

う子どもたちを考えているのかという視点があると、意外とおもしろいものが出てくるかなと

いう気はしました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 これは多分茂木委員が職場というところからご発題くださる予定になってはおりますが、そ

こで少しまた今のようなもうちょっと新しい斬新な視点からの展開があってもよろしいかと思

います。 

 広田先生、何か。 

○広田委員 今のお話で良く分からなかったのは、企業がお客様として子どもを狙うとかとい

うふうな部分と、あるいは未来の労働力というか、自分のところにぜひ来て欲しいものとして

の子どもという側面があって、どこら辺の話を考えられているのか。 

○玄田委員 考えていませんが、一つはもちろんお客様ですよね。もう一つは、日本ＩＢＭが

この一、二年ぐらい、夏休みを利用して、確か小学校高学年か中学校の学生か何かをサマーキ

ャンプに連れていっていろいろなことを経験させるということを随分力を入れてやっていると

いうのを聞いたことがあるので、それはお客様とか将来の従業員等の狙いが全くないとは言い

ませんけれども、かなり一生懸命力を入れてやっていらっしゃる。ではそれはなぜやっている

のか、やる意味は何なのか、やる時に何が問題なのか。 

 前にやはり大和市でやる時に大和市の教育委員会から随分文句を言われたとかという話があ

ったり、もし企業が単なるお客さんというだけではなくて将来の社会を考えてやっていく時に

今弊害はないのか、それとも企業は関係するべきではないのかどうか。多分お客様だけではな

くてもっと広い議論ができるんではないかと思うんですけれども。 

○本田座長 インターンシップの子ども版とでもいうような考え方かもしれないしということ

ですね。 

○網野委員 今の点でぜひちょっとつけ加えたいんですが、ＩＢＭが典型ですが、そもそもは

やはり企業は優秀な職員を確保していたい。そこから子育て支援を積極的に進めるところが非

常に増えましたよね。だから育児休業とかさまざまな保育サービスとか、企業がやはり社会的

親といいますか、一緒に育てようというその雰囲気を、土壌をつくっていってついに保育だけ
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ではなくて、全ての子どもの生活環境まで支援しようとなり、そこの従業員の子どもの支援だ

けでなくて、今やもうちょっと広がりつつありますので、これは非常にこれからの方向として

も重要だと思いますね。 

○前田委員 今の企業の件ですけれども、実は経済同友会の中に教育委員会という組織があり

まして、以前ＩＢＭの北城会長さんが委員長をされていたんですけれども、学校と企業が連携

しながら、企業が求めるこれからの学校教育はどうあるべきかということで非常に熱心に研究

されていまして、それと学校教育もそういうニーズに応えるためにどうしたらいいかというこ

とで、校長会とかあるいは区の教育委員会とかが連携を図ってＰＴＡの講演会とかに経済同友

会の方々を呼んで連携を図っている例がありますので、もし企業を求めるのでしたらそういう

方をお招きして聞いてみることもいいかもしれませんね。 

○本田座長 ありがとうございます。 

○天野委員 この懇談会で話がどこまでできるのか分からないんですが、企業のこともそうだ

し、教育のこともそうだし、多分本質的には経済問題だと思うんですね。日本の今の経済の問

題をどうしていくかといった時に、多分学力が低下したのでは国際競争力が落ちるというよう

に、学力低下が問題なんではなくて国際的な競争力が落ちるという怖れの中で言われてきてい

ることで、それはアメリカと肩を並べてＧＮＰの問題とか何かが言われていた日本に戻そうと

する国力というような話と非常に絡んでいる話だと思うんです。 

 つまりそんなところに戻す必要がないと思えばそんなに学力低下を恐れるに足らずという話

であって、要するにそういうような経済の問題とこれは実はかなり絡んでいると思っていて、

化学物質や汚染の問題が国際的に広がっているにも拘わらずやめられないのは経済問題なだか

らですよね。安く上げるためにと言ったらいいか分からないけれども、だから農薬はいつまで

も使い続けるというような話とかがあります。 

 さまざまな問題が経済の問題と実はかなり絡んでいて、その経済の食い物にされている子ど

ももたくさんいるわけで、性産業なんていうのは何かで見たんだけれども、サブカルチャーを

利用した性産業は５兆円産業だという話なんですね、僕が調べたわけではないですが。そうす

ると、もし根こそぎああいうような、伝言ダイヤルとかテレクラとかいうようなものを本気で

根絶やしにしようと思うと、経済に与える衝撃というのは物凄いものがあるわけですね。でも

大体そういうところで子どもが食い物にされていて、つまり食い物にしているのは大人の社会

なわけです。 

 それもこれもやはりお金の問題というのが非常に大きくあって、そこら辺のところというの
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は黙っていれば全部過ぎていく話なんだけれども、本当は多分日本の国の先をどう見ていこう

とするか、あるいは地球の環境をどう見ていこうとするか、自然と人間との共生の問題という

のは本当はどういうふうに考えていったらいいのかというところと、子どもの問題というのは

実はかなりコミットしているというふうに僕は感じているので、本当は何かその辺のところと

いうのが必要なんじゃないかなという気はしているんですが。 

○樋口座長代理 言わなきゃいけないような立場にいるので。 

 今のお話ですと、企業の求める人材像というのがあって、それにどういうふうに家庭なり学

校が揃えていくかというような話だろうと思うんですね。実は逆の面があって、家庭とか子ど

ものスタンスから見た企業はどうあって欲しいかというような逆の流れというのも恐らくある

んだろうと思うんですが、それをお互い議論しないと、企業は悪だとかという話になってしま

うとちょっと議論がもうスタートできないので、そこのところはぜひやって欲しいなというふ

うに思うんですが。 

○本田座長 それではただいまのところ、よろしゅうございますか。 

 特定の価値観とか思想、信条を論じ合うのではない形で、なるべくデータとか事実に即して

いろいろな問題を語っていきたいというのが基本的な線としてございますから、経済の問題に

しても全てそのような形で今取り扱うことのできるデータ、そしてそれに即して今考えられる

ことというのを詰めていくということがこのグループの仕事ではないかというふうに思ってお

ります。そのようなことで、今後の方向を少し検討させていただきます。 

 それでは、論じ足りない部分について随分時間をとってご討議いただきましたけれども、こ

こでまとめていただきました青少年観、育成の基本的な考え方、これについてお気づきのこと

があったら少しご議論いただきたいと思うのですが。 

 この間から子ども観という問題が話題になっておりますけれども、これを拝見しております

とほとんど基本的な子ども観みたいなのはここに語られているのではないか、皆さん存分にお

語りになっているのではないかという気もいたしますが、いかがでございましょう。これをご

覧になって、今後もう少しこういう議論の仕方をすれば子ども観なるものがより深まるであろ

うとか、よりクリアに主張できるであろうということがございましたら、それをお出しくださ

いませ。 

 例えばこの資料でまとめてくださいましたのは、年齢毎に回が持たれましたから、それに沿

ってまとめてくだすっているわけですけれども、これらをぱっと通しますと、このメンバーの

中である程度共有されている子ども観とか青少年観というのが見えてくるような気がいたしま



 22

す。例えば子ども自身とか主体、主体が獲得する経験を大切にしながら、それを特別の意味世

界と見ていくということ、そしてそれを確認してそれを見守るということが一つ重要な基本的

なスタンスであるというようなこと。それを例えば混沌というメタファーで捉えたり、異文化

と捉えたりいろいろしていらっしゃるわけですけれども、何かそういうスタンスはとにかくこ

こで共有されているのではないか。今度それを少し年齢毎に区切るとすれば、非常に初期の段

階、乳幼児期の段階では人間への基本的な信頼形成みたいのが非常に重要であるとか、次の段

階になると徐々に、後に応用できるようなことをたくさん経験させておくことが重要であると

か、あるいは次の段階になれば子どもから大人への移行が問題である。つまりそれぞれの年齢

毎の課題のようなものが出てくる。子ども観というのはある程度共有した上で課題の異なりと

いうのが語られている。それから、その課題を設定して課題を語る時も、この変貌著しい現代

社会というのを一つ視野に置いてそれとの関係の中で現代的な課題として把握すべきこと、非

常に基本的というんでしょうか、抽象的にこれが大切だ、だからこれが課題だというのではな

くて、現代という変転きわまりない社会の中で現代はこういうふうに変わってきたから、これ

はもう子どもの課題というのが当然こうなってくるのであるというような形で課題が捉えられ

ている部分と両方が出てきていて、それらをもし対立点――対立点では本当はないんですけれ

ども――として議論をするならば議論の余地があるかもしれないというようなことかもしれな

いというふうに考えたりします。 

 そのようなこと、この資料を見ていくと大変おもしろい問題がたくさんございますので、何

かお気づきのことがあったらお出しくださいませ。 

○天野委員 ●の小さいのが幾つも入っているので、僕はこれをまとめた人は頭がいいなとす

ごく感心して、すごいなと思ったんですが。だから小さい●が入っている部分には問題を感じ

なかったんですが、僕はざっと全部まとめた、一覧にしたやつではなくてダイジェスト版みた

いな方（資料２）で見ていたんですけれども、それの思春期の２つ目。「子どもは、未成熟で

成長発達の途上にあり、大人は、自己決定と自己責任の主体である」というこの辺がどういう

ことを言っていてこういう話になったかなというのがちょっと僕は思い出せなかったというの

と、何か額面どおり、この言葉どおりに捉えるとちょっと僕はこういう感覚は持っていない、

つまり子どもも自己決定と自己責任の主体であるというふうに僕は捉えていますので、それに

関しては異論があるなというような感じもちょっとしたんですね。この辺がどういう議論だっ

たか、僕が覚えていないのが問題なんですが、ちょっと忘れてしまって。 

○広田委員 多分私がしゃべったと思うんですが、子どもに決定権を与えると、それがプラス
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の面だけではなくて、やはり自分でやったことは自分で責任をとれみたいな、いわば問題を抱

え込んでしまった時に本人責任みたいな形になってしまうのは非常によくないのではないかと

いうことでこういうお話をした。 

 つまり子どもは本源的な未熟性みたいなものがあるんだけれども、本人が決定したとしても

必ずしも最善ではない場合があったりするわけで、ひきこもりとか不登校の問題なんかもそう

いうふうな問題かもしれないんですが、その時に周りの大人が少しそういう本人が決めたやり

方でトラブルになったとしたらそれを越えていくようなことを準備しておいてやらないといけ

ない、そういう含みです。 

○天野委員 思い出しましたというか、確かにそうおっしゃっていました。それに関しては異

論がないです。 

 つまり自己決定と自己責任の主体であるのは子どもも変わらないんだけれども、社会的な責

任というふうに言ったらいいのか分からないけれども、何かもうちょっと自己に返すというこ

とばかりではなくてというようなことですね。下にちょっとそういうふうには書いてあるんで

すが、この文章で残ってしまうと子どもが自己決定、自己責任ができないというか、そういう

感じになっちゃうので何かもうちょっと工夫して欲しい。 

○本田座長 この文章の表現の問題ですね。ここでは多分後藤先生も自己決定、自己責任の問

題、かなり発言していらしたかと思います。そしてつまり子どもがその場でとることのできる

責任というのをもっと大きな社会の文脈の中に置き直した時に、それを支えるのはやはり大人

である。そして憲法との関係などで説明をされていた部分だろうと思います。そのようなこと

が、ちょっと短い文章の中で誤解を招くような形でまとめられているということかなと思いま

すけれども。 

○広田委員 今のとちょうど対応しているんですが、青年期のところの２番目で私がちょっと

気になったのが、「どのような場面においても、自己充足感があるということが大事」という

ふうなくくられ方でこんな感じだったかなと思うんです。ここは先ほどのところとパラレルな

問題で、フリーターの問題なんかそうですけれども、本人が望んで選んだ道で、要するに自分

が満足するつもりでやったらなかなか道が開けないとかというふうなことがあって、要するに

自己充足感という言葉で本人の決定をそのまま本人に背負わせてしまうというのと、ちょっと

社会がそういうふうに考えていいのかどうか。むしろ条件とか情報とかをきちんと整備した上

で、できる限り自己充足感があるようなことが大事だとか、そういうふうなことなのではない

かなと思ったりしたんですが。 
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○本田座長 ここでは自己充足感のところもそうですけれども、その下の、これは多分玄田先

生のご発言からまとめられているところだと思いますが、そこそこ幸せに生きていける、つま

り非常に充実した自己充実感とは別な在り方、これは非常に冷めた社会というんでしょうか、

成熟した社会では熱い生き方ではなくて冷たい生き方というんでしょうか、何か情熱的に非常

に目的に向かってというのではない生き方がもう当然のように出てきて、それはそれで肯定す

ることが重要ではないかというご指摘かと思って、極めて現代的な把握の仕方でおもしろいと

思ったのですが、充足感とこれが並んでおりますと、これは逆に小さい●の対立みたいなとこ

ろになってくるわけですから、これもちょっと表現のところで少し整理し直した方がよいのか

もしれませんですね。 

○玄田委員 ただ、「そこそこ幸せ」という表現はちょっとややあれかもしれないですね。や

りたいことがないことが決して不幸だとは思っていませんので、別にそれがそこそこでしかな

いとは思わない。 

○本田座長 「ちゃんと幸せ」 

○玄田委員 具体的な対案がないのでこういうことを言うのも申しわけないですけれども、表

現の難しいところだと思います。多分こういう発言をすると「何を」と思う人が多いんだと思

うので。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、やりたいことがある人はとてもハッピーだけれども、

ないからといって不幸ではないんだということをちゃんと説明することは仕事じゃないかなと

思います。だから、表現の在り方をもっと考えてもいいかな。 

○本田座長 そうですね。 

 これはとてもよくまとめてくだすったのですが、短い文章にまとめていらっしゃるので時々

ずれてくるところがあるかと思います。お気づきのところがあったらお出しください。 

○網野委員 子ども観、青少年観ということで、これはどういうふうに議論するかちょっと難

しい点はあるかもしれませんが、私はやはり子どもの権利ということをもう少し一緒に考えた

内容も必要なのではないかと思います。どうも日本では権利という言葉に対しては特有のアレ

ルギー反応があるというふうなことはよく言われますが、やはり国際連合が 1989 年に子どもの

権利条約を採択して、その後の世界の動き、日本の動きを見た場合に、何か子どもの権利、権

利と権利ばかり主張したら子どもたちはどうしようもなくなるのではないか、もう自分勝手で

好き勝手で、社会がむしろ秩序もなくなり混乱するんではないかと心配する大人は結構いるよ

うに私は思うんですね。 
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 でも子どもの権利といった時に、子ども観、青少年観という中にやはり一つの軸として子ど

もの権利って何なんだろう、私たちはどこを大切にしたらいいのだろうとどこかでやはり踏み

込む必要があるように思うんですね。それが例えば、今特に子どもの福祉の分野であまりにも

深刻とされている子どもへの虐待は、誰もが子どもの権利が侵されているから守らなくてはい

けないというふうに思われる例だと思うんです。それも子どもの権利ですけれども、もう一つ

はここに出ている自己決定、自己責任もそうですし、自立もそうですし、やはり子どもが自分

が生き方を選び、自分の意見を述べ、一人の大人と同じ一人の価値ある人間として生きていく

ということを受けとめていくのも子どもの権利保障なんですね。恐らく今まで議論した部分は、

かなりその部分にも踏み込んでいる部分が結構あるように思うんです。 

 例えば虐待とか誘拐とかそういうことに対して子どもが「嫌」と言えるような気持ちとか意

識とかを育てることもそうですし、意見を言った時に「何を生意気な、一人前にもなっていな

いくせに」とか、「そもそも誰が育てたと思うんだ」とかいう大人や親の本音がぽっと出てし

まう、そこら辺りの子ども観というものはやはり日本でももう少しきちっと見直していくよう

私たちが意見を出すべきではないか。 

 私自身はそれを「受動的権利」と「能動的権利」と２つに分けていますが、受動的権利は大

切だと思う人はたくさんいるんですが、やはり能動的権利をしっかり踏まえないと、ここで書

かれている内容をどう実践したらいいかという時にどうしてもちょっと不十分になってしまう

面があるんではないかと思います。 

○本田座長 このメンバーは能動的権利を自明のことのようにして論じているところが確かに

ございますけれども、権利そのものについて、むしろ啓蒙のためにもきちんとした議論をして

ラインを出していくということが必要なのかもしれないというふうには思います。 

 それらをめぐってご意見があったら伺いたいと思いますが。 

 例えば子どもの権利という項目を一つ立ててそういうトピックで議論をする回を設けるかど

うかということでございます。制度的なこと、法的なことは後藤先生が一度ご発題なすっただ

けでそれきりになっておりますので、少しああいう硬質なことというんでしょうか、堅いこと

というんでしょうか、そういう話題提供があってもいいかなというふうには思いますから、そ

のようなことに絡めて権利という問題を取り上げるというのも一つかなと思いますが。いかが

でございましょう。 

 回数を増やすということも視野に入れながら今申し上げているところなんですけれども。 

○天野委員 実は僕も、権利条約がありますので権利条約をどう扱うかということは結構外せ
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ないなというふうには思っていたんですね。 

 これは僕がバイクで走っていてぱっと思いついたことなんだけれども、まとめの時に、子ど

もの問題については結構権利条約で網羅されているので、例えば権利条約の１条１条を検証す

る形で日本の中ではそれがどうなっているのかというような形の報告書というようなものもお

もしろいかななんていうふうにはちょっと思ったことがあったんです。 

 やはり１条１条に書かれたことと、それと日本の実情がどうなっているのかということ、そ

こに対してどういう問題や課題が発生しているのかということ、それに対してどういう打つ手

があるのかというようなことだとか、そういうようなことというのはわりかし考えやすいなと

感じたことがありました。 

○中村委員 子どもの権利についての議論をするということについては大変賛成なんですけれ

ども、その時にちょっと懸念いたしますのが、権利条約であるとか法的権利とかに沿った議論

を展開する時に、「べき論」に陥ってしまうという危険であって、それをしてしまうと現場で

子どもに接している方々にとって非常に建前的なことが並べられているという受けとめられ方

をされる危険があると思うんですね。 

 その時に、実際に子どもに接しているとそうはいかないよというふうにお考えになる現場の

方々、これも別に子どもに害をなそうとしているのではなくて、やはりよかれと思ってやって

いらっしゃるわけですから、現場と条約とが食い違うとしたら、そこでよかれと思う論理の違

いがどういうところで生まれてくるのかというところも含めて議論をしないと。逆にそういう

議論があれば受け入れていただける議論になるんじゃないかというふうに思います。 

○広田委員 私が思うのは、やはり子どもの権利については議論の柱としてあるべきだと思う

んですが、権利が満たされていないというよりは、今の網野先生のお話しでいう受動的な権利

というか保護される権利ですね、それに対する大人の働きかけがいわば逆に子どもにとって余

計なことになっているとか何か結構微妙な問題があって、ここでの年齢別の区分で小さい時の

ものと段々大きくなっていく時とではやはり権利の配分の仕方というんですか、変わってくる

のは当たり前で、それは権利が満たされていない問題状況というよりは、権利をどういうふう

に配置していくのかみたいなそういうふうなことを議論するなら必要があるんじゃないかなと

思ったりするんです。 

○本田座長 発題なすった網野先生、ただいまのことをお聞きになっていらしていかがでござ

いましょう。 

○網野委員 まさにその年齢毎で違ってきますし、言うまでもなく小さい時期は保護されて守



 27

られることが生きる上でも一番大切ですね。ただ、その中でも例えば声なき声というか、なぜ

ここでむずかるのか、なぜ当たり散らすのか、急に噛みついたりするのか、例えばそういう一

つ一つのプロセスの中に「権利」という堅い言葉ではなくて、この子どもは主張している、気

持ちを主張しているんだ、それをどう受けとめたらいいか。そのまま否定するのではなくて、

受けとめた時にそれをそのまま受け入れるというだけではない、いろいろな対応がありますよ

ね。やはり大人の子どもを見る目というのは、そういう堅い言葉で言えば権利をどう受けとめ

ているかだと思います。 

 ただ、まさにおっしゃっていますように、例えば子どもの権利条約の第 12 条でいう意見表明

権とか、それは当然発達とか成長の度合いによっても違うでしょうけれども、自分が自分のき

ちっとした気持ちを他の人に伝えることができるか一番重要なところは、どうも頭の中では、

子どもにも人権があるといっても、いざという時にまさに中村先生がおっしゃったような気持

ちを何故持つのかというところをやはり私たちはきちっと踏まえる必要がありますよね。 

 能動的権利を保障するというのは、何でも子どもの言う通りにするということとは全然違う

と思うんです。一生懸命考えて、一緒に、「じゃどうしたらいいだろう」という大人の姿勢だ

と思うんです。そうしたら、「やっぱり大人の言っていることはなるほど成熟している」と、

大人と子どもの結論が同じことも結構あるわけですね。むしろ大人がしつけとか規則をつくっ

て強制してくるので嫌々ながら守るか、破ったり、他の人が破っているよといってひそひそと

大人に伝えたり、そういうことはむしろなくなって、自分たちが考えたルールなら守ろうとな

る。それはやはり自己決定、自己責任を育てることになります。 

 だからそういう意味で、権利って何だろうということをもう少し噛み砕いてこの中で何か出

せるといいかと思います。 

○本田座長 例えば子どもが泣くというのも意見表明権と、赤ん坊の意見表明権と捉えること

ができる。むしろそのような捉え方をした時にその対応がどのようになるかというようなこと

を具体例に即して考えていくことで、子どもの権利というのが抽象的なお題目ではなくてより

明確になるのではないかというご提案でございますね。 

 それは多分、先ほど天野さんがおっしゃったのも結局はそういうことで、別に条文をどうこ

うということではなくて、そのような非常に具体的な子どもとの出会いの中でそれらはどのよ

うに読まれ、生かされるかということであれば同じというふうに考えてもよろしいわけでしょ

うか。 

○天野委員 一つは、だからそういうような意識の問題というのがあると思うんですが、あと
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もう一つはやはりシステムですよね。 

 さっき中村さんがおっしゃったような、現場の人間を追い込むためにやるわけではなくて、

現場にいる人間たちにもシステムの中ではこれでしかやりようがないというような状況の中で

矛盾を抱えながらやっている人たちもたくさんいるわけですよ。そういうような人たちの力に

なるようなものでなければならないし、なければならないというかそうであって欲しいし。実

際には、だけどやはりひどい現場の人もいますからそういう方にはおやめいただけるようなも

のであっても欲しいし。それはやはり子どもをどういうふうに捉えているかというようなこと

で、それこそ網野さんがおっしゃったような権利というのを、権利、権利と言わせているから

子どもがつけ上がるみたいなそのレベルで捉えられていたのでは話が全然違うわけで、そうで

はない意識改革と同時に制度の部分でもし提言が可能であれば、そういうところに踏み込める

といいのかななんていうふうには思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 そうすると、とにかくトピックとして１回はそれを立ててみるということは皆さんの共通し

たご提案というふうに考えてよろしゅうございますね。 

 いかがでございましょう。こうしますと結局さっきと同じように落ちている部分を拾うとい

う作業にまたなりかけておりますけれども、これらをご覧になりながらそういうものが浮かび

上がってきたとしたらそれはそれで意味があろうかと思います。青少年観とか子ども観という

のを考えると、どうしても外せない問題が今まで語られていないのではないかというご提案と

して今の権利の問題を捉えさせていただければよろしいのかなと思いますけれども。 

○樋口座長代理 もし時間があるようでしたら。 

 資料２をずっと読んできた時に幾つか気になることがありまして、その一つは、「社会の構

成員」というのが例えば学童期の下のところに２つ出てきますね、「社会の構成員（家庭、学

校、地域など）」。 

 先ほどから出てきているのは、ここに企業というようなことが出ているんですが、家庭、学

校、地域、企業というのは組織なんですね。本当は家庭ではなくて親だとか、あるいは学校で

はなくて教師だとか、あるいは地域ではなくて近所の人とか、企業にしても企業の経営者であ

ったり個人だろうと思うんですね。何となくこの言葉で象徴されるように、どうも日本の社会

の特徴かもしれませんが、組織が個人の上にあるとか、優先される。だから企業が変わらなけ

ればということなんですが、実は企業を変えるのは個人であって、やはり個人で全て考えてい

くことがここの問題として必要なことになっているんじゃないかなと思います。組織、学校を
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変えるといっても、やはり基本は個人だと。教師であり、あるいは親でありというようなこと

をもう一度再認識する必要があるんじゃないかなということを、これを読みながら感じるとこ

ろがあるんですね。 

 何となく学校の責任ですとか企業の責任ですというと、自分たちの問題ではなくて、もうそ

れはこうあるんだという、「ありき」といったところからスタートしていますので、そこに何

となく今抱えている問題というのが内在されているんじゃないかなという気がしていますが、

いかがでしょうか。 

○本田座長 それが先ほどからのご議論で多分微妙に両方含みながら発言していらっしゃるも

のではないか。意識改革なんていうところにウエートを置いてご発言なさる方は、多分個人を

焦点に当てていらっしゃるんだろう。それからシステムとおっしゃった場合に、それは多分組

織の方にウエートを置いてご発言なのかなと思うんですが、その辺いかがでございますか。 

○天野委員 僕は学校と家庭というのは制度だと思っているんですよ。つまり国に認められた

制度、あるいは何か枠組みを制度として決められているもので、これは勝手に名乗るわけにい

かない。でも地域というのはどうしようもなくあるんですね。孤島に住んでいるわけでなけれ

ば地域というのはあるわけで、そういう意味ではこれは普通の人たちというか子どもの生活の

中にいる、泥棒さんもおまわりさんもいるかもしれないようなそういういろいろな大人たち、

ぐちゃぐちゃしたまさに混沌の極みみたいな。そういうようなものなので、一つはだから制度

をいじって何とかなっていく部分、あるいは制度をつくる側に対して提言をしていける部分と、

それとあともう一つは普通のおじさん、おばさん、もう子どもの身近にいる、先生でもないし、

親でもないし、そういうような子どもに制度的に関わっている人たちではない人たち、そうい

う人たちの重要性というのを僕は何か一つ皆に、一人一人に訴えられたらいいかなというふう

に思う。だから公務員だってうちに帰ればそれはおじさん、おばさんでしかないわけで、大臣

だってそうですもんね。うちに帰ればおじさん、おばさんでしかないわけだから。そういうよ

うな近所の子たちにとってのおじさん、おばさんというようなそういう人たちだからできるよ

うなことというか、そういう人たちだからやれるようなことというか、そこに期待できること

というのも結構あるんじゃないかなというふうに僕なんか思うので、何か分けて考えてもいい

かなと、そういう意味では感じました。 

○樋口座長代理 まさにそうだろうと思うんですね。例えば学校の責任ですとか地域の責任で

す、あるいは企業の責任ですというと、組織の責任であって自分たちとは関係ないという感じ

で押しつけている。問題を、これは地域が変わればいいんですというんですけれども、誰が地
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域を変えるのかという問題から逃避しているんじゃないかなという気がするんですね。そこを

もう少しはっきり、具体的にはどう変えていくんだというようなことに関してはやはり人しか

いないわけで、その人をどういうふうに変えていくのかとか、あるいは組織のルールとかをど

う変えていくのかというようなことをはっきりさせた方が問題解決の糸口というのは見えてく

るんじゃないだろうかというふうに思うんですね。 

○吉田委員 私はずっと議論を聞いていまして、玄田さんが言われたように、この会の中で何

かできていく幾つかのデータのあり方、捉え方、収集の仕方というのをもう少し考えた方が良

いと思います。１つずつのご発表、ご意見に、ただ聞くだけではなくて、今後、ではどういう

ふうにこの有識者懇談会としてできるのかということを考えるわけです。 

 今、人か組織かと言いますが、やはりどちらも必要なわけです。例えば厚生労働省の医療機

関の専門家として 20 人なら 20 人集まる会もあるわけですし、また、文部科学省なら例えば女

性議員でなされた会もあるわけです。しかし、この会の特徴を最大限に生かすとすれば、私は

医師の立場で青少年の問題を考えますが、子どもとその養育者あるいは地域を見る場合に、私

たちは立場も違う、専門科も違う、それがこの会の特徴なんでありますから、私たちの持って

いるフィールド、アクセスできる相手の子ども、そしてそれを支える周囲の大人たち、またデ

ータを収集する時には質的データと量的データがあるわけですから、何も統計学的なことだけ

が学識者として、有識者として価値あるデータではなく、１人ずつの子どもの言葉を聞きに行

く、いわゆる私の言葉で言えば qualitative data、質的データのやり方ということもあるわけ

です。 

 ですから、今とりあえずは幾つかのことでどういうことが必要なのか、どういうことを考え

ないといけないのかという、メニューを話し合っている段階ですが、メニューを話し合ってい

る時に時間の使い方を考えれば、自分ならそれをどのような立場でどのようにデータを出して

いけるのか、そしてデータに基づいた考えを最後に提供していけるのかということを考えつつ

進めていくともっと有効に時間を使えるのではないかというふうに考えています。 

 以上です。 

○玄田委員 吉田さんの意見に賛成で、ちょっとこの資料２のまとめ方について関連すると思

うんですけれども、違和感があったのは、仮に事実であろうという部分とこうあるべきだとい

う議論と、こういうふうに考えてはどうですかという問題提起の部分が、非常によくまとまっ

ているんですが、いずれも入っていて、ここで青少年観を考える場合にどれを一番大事にすべ

きかというのは、最初の議論の繰り返しになりますけれども、こうであるんだということをし
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っかり最大限努力をしてデータを収集するなりして、他の専門分野以外の人にも納得できる形

で事実を提供するという方が大事なんじゃないでしょうか。 

 どうしても、報告をまとめ始めてからの、こうすべきであるとか、これが必要であるという

議論はやはり当然他の意見もあるわけで、例えば女性に偏ることなく男性も子育ての場に関わ

ることが重要であると書いてあるんだけれども、重要であるではなくて、子どもの健全な育成

のために効果的なんだということを事実として示すという方向で基本的考え方をまとめていか

ないと、「いや、おれはそう思わない」と言われたらそれでおしまいになっちゃいますから、

できれば事実の部分をもう少し強調する形のまとめ方の方がいいと思います。 

○吉田委員 すみません、それに補足して。それを考えていく時に、やはり私の言葉で言えば

「リサーチコーディネーター」という言葉があるんですが、このメンバーを最大限に生かして

いくには２つのことをしないといけないと思っています。 

 １つは、メンバー間同士が今それぞれの立場からプレゼンテーションをしているわけで、そ

れはまさにその１つ目の役割なんですが、それをもう少しこのメンバーの中で最大限にコミュ

ニケーションできるように、例えば私と中村先生が組んで、ではこのテーマに関してこういう

ふうにしたいねという形のメンバー間のコミュニケーションをまず図ること。本当に今この会

議だけの２時間を何回かでどのくらい私たちが互いのバックグラウンドを知り得るかというこ

ともあると思うので、それも私は興味を持ちつつ聞いております。 

 それから２つ目は、では今度会全体を一つとして、有識者懇談会全体を一つの団体として、

この中で幾つか取り上げられる、あるいはこれを示していきたいというテーマについて誰と誰

が組むか、あるいはどのようにして分担するか、あるいは全体としてどの方向に持っていくか

というような、やはりリサーチコーディネーターのような方、あるいは方々を組んでいくかと

いうようなことが、次に考えなければいけないデータの捉え方、在り方、収集の仕方、そして

発表の仕方の大きなポイントになるのではないかと思います。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 会の今後の持ち方に関して大変貴重なご提言をいただいたんです。ただし、プレゼンテーシ

ョンがまだ終わっていない方も実はおいでになりまして、そのような方たちにはテーマ毎にと

いうんでしょうか、問題毎に今までと同じようにプレゼンテーションをしていただくというの

が１つございますね。樋口先生もまだでいらっしゃいましたか、それから福川委員とか茂木委

員とか、何人かいらっしゃいますね。そういうような方たちのお話は伺うわけです。それから
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その時に多分データをその方の視点から、サイドからのデータをお出しいただくわけですね。

それらに加えてというんでしょうか、さらにデータを集めるとしたらどのような仕方で、どの

ようなスタンスで私たちがいればより多角的なデータが集まるかということになるんですが、

何かご意見はおありになりますか。 

○吉田委員 今のことだと思います。例えば私が産後うつ病のデータを出しましたが、それは

私のフィールドから私が集められるだけのデータを出したわけです。たまたまですが、大学病

院のところから地域のところまで方法論を広げて話をしましたので幾つか共通点はありますが、

例えばそれが大学の研究室のデータでもいいわけです。そこで例えば隣の杉山先生が、自分は

その問題について自分のフィールドから同じテーマでやってみましょうということであれば有

識者懇談会の有効性が増すんではないか、そういうふうに考えているわけで、それぞれの１つ

のプレゼンテーションに対してあとの十数名が自分の立場からできること、あるいは対立デー

タ、あるいはバックアップデータ、そしてそのまとめというようなことが１つずつの場を無駄

にしないような形でいけばいいのではないかということです。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 そうしますと例えば次に特定の問題ごとにプレゼンテーションをしていただくということに

なっておりまして、非行とか不登校とか、あるいは児童虐待とかそういう問題別なプレゼンテ

ーションの仕方があるわけですけれども、次は児童虐待ですということになってそれにふさわ

しいお方、ちょっと今のところまだ発表者が決まっていないのですが、ふさわしいお方が決ま

ったといたします。そしてその方は例えば児童相談所の方であったとすれば、そのような立場

からデータをお持ちになるであろう。それらに対してみんなが自分たちで出せるデータを児童

虐待ということに関して出していくというようなことをすれば、今吉田さんがおっしゃったよ

うなことにかなり近い形でこの会が持てる。 

 今までは発表者が発表なさるのでそれを伺っていればよかったのですが、今度は発表者が発

表なさって、他の人もデータを出していかなければならないということになりますと、ちょっ

と宿題が多過ぎて大変かなと思いますけれども、そうすればより良いということでございまし

ょうね。 

○吉田委員 データを出す、あるいは既存のデータを出すのは簡単かもしれませんが、このよ

うなアプローチの仕方があるんではないんですかということはそれぞれ提言できるんではない

かと思いますし、私が活動しているフィールドの中にはこのようなリソースもありますよとい

うことを、情報をお互いの活動の中に入れ込むということも一つですから、何も今から何年間
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にわたってこの宿題をしようとかそういうふうに考えられなくても結構ではないかと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただ、これからの会の持ち方で非常に限られた回数をより充実させるためにというご提案で

すね。 

 それらに関して何かご意見ございますでしょうか。 

 例えば杉山さんなどは今のような話を聞いていらしていかがですか。 

○杉山委員 全部に応えられるかどきどきして聞いていたんですけれども、例えば子どもの権

利というような、割に大きなテーマでしたらば、私的な意見の交流があったりというフィール

ドの中でこういう考え方がまとめられますというような提言ができるなというふうに、多分そ

ういうことを吉田先生はおっしゃっていらっしゃったんだろうなと解釈しているんですが、そ

れを毎回というとちょっと「ムム」というのがありますが、頑張ります。 

○本田座長 先ほど何人か組んでとおっしゃったのもそういうことで、全て同じようにしなく

てもいい、これに関して私はできるという方が出てくればそれでよいということですよね。そ

れは一つの行き方であろうかと思いますし、それからテーマとしては子どもの権利というのは

一つ取り上げようということになりそうでございますけれども、その場合にどなたかにプレゼ

ンテーションをお願いしてしまうというだけではないやり方で取り上げてみましょうというこ

とですね。 

 いかがでございましょう、そのような。 

○天野委員 僕らの遊び場はすごくいろいろなことが起こるので、事例としてこういうことが

ありましたということを一事例ぐらいずつ出していくことは多分できると思います。それは遊

び場がどういうふうに機能しているか、単純な遊び場とちょっと違うので、地域の人たちが関

わって運営されているということが背景にあるとやはり例えばＤＶにしてもそうなんだけれど

も、虐待にしてもそうだけれども、地域の力の中でどうそれをフォローしてきたかとかという

ようなことというのも話ができると思うので、一事例ぐらいずつ何か適当なものを出すことは

できると思います。 

○広田委員 宿題が多くなるのはちょっとどうかなと思うのは、ただ不登校の問題とか考える

と、うちの教育学とか教育社会学の分野で山ほど研究があるんですね。何をどこまで出すのか

とかいうふうな、あるいは児童虐待なんかでも最近いろいろ事象研究をやっている人も出てき

て、そうなると何をどこまで用意すればいいのか分からない。どこへ話が展開するか分からな

い中で資料をつくれというのはちょっとしんどいので、どういうふうなことをやればいいのか、
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ちょっとどうイメージすればいいんでしょうか。 

○玄田委員 びっくりさせて欲しいんです。つまり専門分野ではよく知られていることだけれ

ども我々が知らなくて、これはぜひ知っておいた方がいいんではないかということを知りたい。

びっくりさせて欲しい。大びっくりじゃなくてもいい、小びっくりぐらいでいいから。 

○広田委員 分かりました。 

○樋口座長代理 ちょっとよろしいですか。多分自然科学と社会科学の違いかなというふうに

思いながら聞いていました。自然科学の場合は割と価値観を除いて客観的に見ていくというよ

うなことがあるんですが、例えば経済学にしろ、教育学もそういうところがあると思いますが、

同じデータでもその見方が全然違ってくるというようなことで、あるデータ自身は客観的に見

えるんですが、実は客観的なものというのは非常に少ないというようなことがしばしば起こる

わけですね。解釈によって全く違う、同じデータを示されながらある人の主張、ここに出てき

ているメンバーの主張と、実はそれ以外の人の主張も違うでしょうし、玄田さんと私の、同じ

データを見ての主張というのが全然違ってくるというようなことがあるわけで、データを出す

ということは私は大賛成ですが、その後の意見の統一が全部客観的にできますよというような

ことではないんじゃないかなというふうに思います。どうしてもそこは価値観が入ってくると

いうようなことです。 

○玄田委員 物凄くまじめに言うと、社会全体にやや偏っている見方があるんではないか、場

合によってはそれがいろいろな意味でマイナスになっているんではないかということを我々な

りに考えているということです。例えば私は不登校は分かりませんけれども、社会の中で不登

校というのはやはり非常に子どもの性格が弱いとか、場合によっては知能的に問題があるとい

うようなことで子どもが悪いんだと、子どもが弱いから悪いんだというような見方がもし社会

の中で先入観として強いとするならば、それが本当に統計的に事実として示されるのかどうか、

そうではないような見方もあるんではないかということもあればそれは非常に大きな情報では

ないかと思う。 

 だからそう考えていくと、社会の中である程度客観的な根拠のないままに決めつけられてい

ることというのがあるんではないか、それによってかえっていろいろとマイナスになっている

ところがあるんではないかという想像力に働きかけられるとびっくりになるんじゃないかとい

うことです。 

○本田座長 つまり厳密に言えば１つのデータは解釈によって二通りに読める。それから、デ

ータをとっていく場合には価値観を全く捨象してデータをとるということも不可能ではないか
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と思うんです。ですからそこまで厳密なことを言わないで、今玄田さんがおっしゃったように

社会的に通念としてある解釈がもう支配的である、それに対してむしろぱちっとデータを出す

ことで社会通念となっているものが必ずしも客観的なものではないということをはっきりさせ

ていけば、それで一つの意味があるだろうという意味ですね。 

○玄田委員 ちゃんと議論ができる材料を提供するということが目標だと思います。 

○本田座長 そうしますと、先ほどからのデータ問題というのはそのような形で提供していく

ということがあってもいい。それからデータは、吉田さんがおっしゃってくだすったように量

的なデータだけではございませんから、それこそフィールドワークから生まれたものでもいい

わけですし、さまざまなデータの出し方があるであろうというケーススタディー的なものでも

もちろんよろしいわけですから、さまざまな出し方があるであろうというふうに考えますと、

どなたでも１つや２つはお持ちいただけるかもしれないということで、むしろ研究者の方の方

がどのデータを持っていくのが妥当であるかなんて考えてかえって悩ましいかもしれないと思

いますが、そのようなことで進めていけたらと思っております。 

 このように考えておりますと、あと何回か足りないのではないかという気がしてまいります。

もう一回ぐらい予備にやってもいいのではないかというふうに、日がとれるそうでございます

から、例えば 12 月ぐらいに１回回数を増やすということをどのようにお考えになりますか。も

う予定の回数で何とかまとめていった方がいいのではないかという考えになるか、話し足りな

いし、子どもの権利なんていう新しい課題を出したとすればもう一回くらい回を増やしてもい

いのではないかとお考えになるか、そのあたりに関してちょっとご意見を伺っておきたいと思

いますが、いかがでございましょう。 

○吉田委員 遠方から参加している者として考えるならば、回を増やすのか、あるいは１回の

時間を中休みを少し入れても、２時間でなければいけないのかということも含めて検討してい

ただければ私どもは大変助かります。 

○本田座長 お泊まりになってもよろしいということ？ 

 例えば午前中にできたらもし午後に皆さんがお時間がとれれば午後までちょっと延長すると

かということでしょうか。時間を増やすということも一つ考えてみるようにしていただきまし

ょう。 

 よろしゅうございますか。これから何回かの中で少し詰めていって方向も出していかなけれ

ばなりませんので、今までよりは密度の濃い議論をしていけたらと思いますし、プレゼンテー

ターもそれから周りの者もそれを支えていくような形でいきたいと思っておりますので、よろ
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しくお願い申し上げます。 

 他に特段ご意見ございませんでしょうか。 

 ございませんでしたら、今後の進め方も先ほどから議論がたくさん出てきておりますけれど

も、第７回、第８回、この２回では非行問題、ひきこもり、児童虐待というような、これはま

たちょっと入れかえるかもしれませんけれども、特定の問題状況についてとりあえず議論して

いこうということになっております。 

 それから、その後の方は前回からちょっと議論がございました家庭とか地域とか学校、職場

というような、どちらかといえば常套的な切り口で、とりあえずここでいろいろな問題を出し

ていこうということになっております。どういう切り口をとってもやり方でやはり斬新なラジ

カルなご意見も出てまいりますし、それを支持するようなデータも出てまいりますでしょうし、

またそれを抑制するようなデータも出すことができようかと思いますから、切り口の斬新さよ

りも、このような切り口でやっていっていいのではないかと私は考えておりますけれども、そ

れでよろしいでしょうか。どのような切り口を出しましても皆様は通常の概念を超えるような

こと、ひっくり返すようなことを必ずおっしゃってくださるだろうと思っておりますので、そ

れはそれでよろしいかと思います。 

○樋口座長代理 済みません、ちょっと事務局がもしかしたら質問すべきことかもしれません

が、具体的にどういう形で進めていくのかもう少し見えるとありがたいと思うんですね。 

 例えば報告者が今度このテーマでしますが、皆さんそれに関連してデータをあらかじめ事務

局に送ってくださいとかいうような、どういう形で進めたらいいのかという。 

○本田座長 これは事務局にお願いしておけばよろしいかと思いますけれども、データをお持

ちの方は事務局の方に送ってもらえばそれで揃えてもらえるだろうと思います。 

 それからここでご発言なさる時も、もしデータをお送りにならない方であっても、今までは

どちらかというとご感想とかご意見というのが出てきていたわけですが、それにプラスしてデ

ータをもってご意見を出していただければその宿題に応えたということになるのではないかと

思いますけれども、その両方で間に合う方は事務局の方に送っていただいて、ここに合わせて

いただければよろしいかと思います。 

 それから、ケーススタディーとかフィールドワークからのデータ、いわゆる質的なデータと

でもというようなものですと一々細かく書いて送るということがちょっとできかねる場合もお

ありかと思いますから、そのような場合にはここでそのような事例をきちっと説明していただ

きながらご自分のご意見をそれにつけ加えていただければデータを伴った意見の出し方という
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ことになるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○吉田委員 データというとなぜか宿題というような観念が起こりますので、データないしは

情報。自分たちが、各委員がアクセスできる足がかり、情報、データ、そういうもので考えら

れたらいかがでしょうか。 

○天野委員 僕の方は、これは情報提供の意味なんですが、子どもがたくさんいる場所なので

もし何か子どもからのアンケートをとりたいとかこういう項目でというのがあれば、僕はあま

りアンケートをつくったりするのが得意な方ではないので難しいですが、そういうようなとこ

ろで遊び場の子どもらの意識というか、年齢も非常にさまざまですからどういう年齢の幾つぐ

らいのということであれば、少し時間をいただければそういうことを僕らのフィールドでする

ことは可能です。 

○本田座長 そうすると例えば仮にアンケートをするとして、アンケートをどなたかが項目を

つくって、こういうことをやってくださいとお願いしてもよいということでしょうか。 

○天野委員 構いません。 

○本田座長 このメンバーの中のどなたかが、こういうデータは自分は持っていないけれども、

ちょっと見たいのでこういうことをやってみてくださいとお願いすることも可能であるという

ことですね。 

○天野委員 はい。ただ、アンケートをとるのが子どもと接触のある大人なので、客観的と言

ったら変だけれども、非常に親しげな関係の中でとられるアンケートだということだけはご承

知いただいた方がいいと思います。 

○本田座長 分かりました。 

○玄田委員 ちょっと違和感が。私はデータが大事だとは思っているんですけれども、データ

ブックをつくることが目的ではないので、あえて事前にデータを集めるという必要がどこにあ

るんでしょうか。つまり最終的な報告書で議論する時に、ちゃんとこれは根拠があるんだよと

いうふうになればいいわけで、別に怠けるつもりはないですけれども、むしろ場合によっては、

ご報告ならご報告を聞いた上で、これについてこういうデータがないとより説得力が増さない

よねという時にこれを付けようというふうにやればいいわけです。あるテーマに沿ってそれで

持ち寄ってもらってもかえってばらばらになって何が言いたいのか分からないということにな

りかねないのではないでしょうか。つまりそういう意味では、事務局がご苦労されることにな

るかもしれないけれども、この事実についてちゃんと事実として述べようということをここで

共通の見解ができればそれについて…… 
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○本田座長 それを探していただくということですか。 

○玄田委員 我々も最大限協力するという形の方がいいんじゃないですか。 

○樋口座長代理 ですから事務局にかわってという意味はそこを含めて言っているんですが、

誰かが報告して後からこういうデータがあります、ありましたというデータの収集は事務局で

できると思うんですが、それをストーリーとしてどう描いていくかということについてはこの

場というか、皆さんで議論していただかないと、多分そこまでの責任を負えないんじゃないか

なというふうに思っておりまして。 

○玄田委員 だからさっき吉田さんが言われたように、リサーチコーディネーターみたいな人

がついてこういうテーマについてこの人に相談するとやればいいのでは。 

○樋口座長代理 誰がやりますか。 

○本田座長 それは、ではもし必要ならば後から決めさせていただきますが、とにかくデータ

を前もってお出しくだすってもいいと思いますけれども、必要なものを後から検索していただ

いてもよろしいかと思いますし、むしろこれが足りないということをきちっと見つけてくださ

ることの方がメンバーとしては重要なのかもしれませんね。もちろん前もってこういうものが

あった方がより議論が活発になるであろうとか、それからこのレポーターだとこの視点からの

データを出すだろうから逆にこういうデータを出しておこうかというふうにプラスしてくださ

ると少し膨らむかなという気もいたしますので、それは両方の行き方でもよろしいかなと思い

ます。 

 ただ、全ての方がデータをやたらにお出しになるとさっきの玄田さんのように収拾がつかな

くなる可能性もございますから、それはほどほどにということになるのかもしれません。 

 それでは次の懇談会の日程というのは 10 月３日でございますけれども、今日は松下副大臣が

丁寧にお聞きでいらっしゃいましたから、何かご感想があったら承りたいと思います。いかが

でございましょう。 

○松下副大臣 大変ありがとうございました。大変間口が広くて奥行きの深いテーマですので、

大変なことをお願いしているなと毎回お聞きをしながら、さてどんなふうにまとまっていくん

だろうということも本当に気になっております。 

 今、玄田先生がいいことをおっしゃいましたけれども、我々も他の議論でもつい情緒的にな

って大声上げておしまいで、こんな感じじゃないのかなということで終わるんですけれども、

やはり事実をもっと確認してそれをうまく整理していくというのが大事だろうと思いますし、

議論できたことが裏づけられていくということも改めて勉強になりまして、また他のことでも
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応用していろいろ指導していきたいと思っております。 

 遠いところからおいでいただいて本当に、福岡からもありがとうございました。どうぞ１泊

していただいてもよろしいですので、お願いいたします。ありがとうございました。 

○本田座長 実は次回と次々回の関係が、まだどなたにどのテーマでお願いするかということ

がちょっとはっきりしていないんです。と申しますのは、10 月３日ともう一つ 10 月 18 日が予

定されているのですが、レポーターのご都合で自分は３日は都合が悪いけれども、18 日がいい

とおっしゃる方が出てきたりするものですから、３日に例えば非行問題を取り扱うとか、レポ

ーターとテーマが結びついておりますから、非行問題を扱っていただくお方が 18 日しか出られ

ないとおっしゃれば非行問題が 18 日になるかもしれない、それから虐待が３日の方に来るかも

しれないということで、まだちょっとプログラムがはっきりしておりません。これは後ほどは

っきりしたところで事務局からまたご連絡申し上げることになるかと思います。 

 そのようなことで、次回何か、次々回何かということをちょっと鮮明に申し上げられないの

で、宿題云々などと言いながら次回のテーマがはっきりしていないというのは大変申しわけな

いんですけれども、そのような形で３日に開催させていただくことになろうかと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは本日は、ちょっと時間が早いのですが、ここで終わらせていただこうかと思います。 

                             午後 ５時５３分閉会 


