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青少年の育成に関する有識者懇談会（第１２回） 

 

１．日  時  平成１５年１月１６日（金）１７：００～１９：３０ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者 

（委 員） 

     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 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     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  子育て環境研究所代表 

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 

（協力者） 

     上村 文三  社団法人青少年育成国民会議副会長 

４．議  題 

１ 開会 

２ 青少年行政の調整担当組織の役割及び青少年国民運動について 

   ＜発表者＞ 

     内閣府（事務局） 

     社団法人青少年育成国民会議副会長 上村文三 

  ３ 懇談会報告案（骨子）について 

  ４ その他 

  ５ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 
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   資料１ 事務局説明資料 

   資料２ 上村文三協力者説明資料 

   資料３ 懇談会報告案（骨子） 

  【参考資料】 

   参考  青少年の育成に関す有識者懇談会（第 11 回）議事概要 
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                              午後５時００分開会 

○本田座長 皆様と申し上げるにはまだお顔ぶれが非常にぽつぽつなんでございますけれ

ども、ほかの方たちは遅刻というご連絡をいただいておりますので、定刻でございますか

ら始めさせていただきます。 

 もう松もとれましたけれども、今年初めてでございますから、昨年はいろいろお世話さ

までございました。これから何回かよろしくお願い申し上げますととりあえずごあいさつ

申し上げます。 

 本日は、第 12 回懇談会でございますけれども、議事に入ります前に、いつものように資

料の確認をしていただきます。 

○椋野審議官 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第を１枚めくっていただきますと、配付資料一覧がつけてございます。 

  資料１、横長の事務局からの説明資料でございます。それから、資料２－１というのが

１枚紙のレジュメ、資料２－２というのが青い色のパンフレットでございます。資料２－

３青少年育成国民運動の目標、それから、資料３が報告案の骨子、それから、参考データ

というものがその後ろにつけてございます。 

 それから、その後に委員から骨子案についてご提出くださいましたメモ、広田委員のメ

モ、それから杉山委員のメモ、それから松下委員のメモがございます。 

 それから、別途前田委員のメモを先ほどいただきましたので、別に前田委員のメモもお

手元にあるはずでございます。 

 それから、参考として、11 回の議事概要がつけてございます。 

 最後、今後の懇談会の日程についてというのが１枚入っております。 

  お手元に揃っておりますでしょうか。 

○本田座長 それでは、資料をご確認いただきます。ございますでしょうか。 

 本日は、２部に分かれると申し上げてよろしいかもしれません。 

 本日からは、報告の取りまとめに関する議論に入るわけでございますが、その前に若干

この懇談会のまとめをいたします前に、基本的な内閣府の性格と申しますか、内閣府はこ

のような懇談会をどのような考え方で、何を期待して組み立てておいでになるかというこ

とをもう１回伺っておいた方がいいだろうということで、そちらから手短にご説明をいた

だくことになっております。 
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  それから、青少年育成国民運動を引っ張っておいでの上村副会長からもご説明をいただ

くことになっております。これはいずれも手短にというふうにお願い申し上げてございま

すので、そのお二方のご報告と、それにまつわる質疑応答が終わりましたら、報告案の骨

子をもとにした議論に入らせていただきたいと思います。 

 それでは、青少年行政の調整担当組織としての内閣府の役割について、まず菱川参事官

から手短にご報告をいただきます。 

 それでは、よろしくお願い申し上げます。 

○菱川参事官 それでは、お手元の資料１に沿ってご説明申し上げます。 

 教育、保健、福祉、保護、労働等の大変幅広い分野にわたる青少年行政の調整担当組織

の必要性は戦後間もなくのころから言われておりまして、昭和 24 年に青少年問題対策協議

会というものが設置されました。 

 これは、内閣官房長官を委員長といたしまして関係行政機関等の幹部、有識者を構成委

員とするものでありまして、青少年問題に関する総合的施策の樹立等を任務とする協議会

でした。 

 この後も、このような青少年問題に関する総合施策の樹立、関係省庁の統一的連絡調整

のための機関が常時設置されておりまして、法的根拠が与えられたり、名称が変更になっ

たり等いたしましたが、昭和 41 年の組織改正によりまして、総理府の内部部局としての事

務体制と有識者により構成される審議会とによってそのような調整機能を担う体制に変わ

りました。 

 その後、そういった体制できたわけですけれども、平成 13 年１月の中央省庁等改革によ

る大幅な組織再編を経まして現在の内閣府の総合企画調整担当政策統括官が青少年行政の

調整を担当することとなっております。それまで置かれていました青少年問題審議会は整

理合理化の方針の中で廃止となりましたが、現在まさに青少年の育成に関する有識者懇談

会におきましてご審議をいただいているところでございます。 

  これまでの 50 年以上に及ぶ組織の編成につきまして簡単にご説明申し上げましたけれど

も、大まかに役割の編成について申し上げますと、戦後の荒廃期の中で、さまざまな問題

対策から始まりまして、青少年問題全般に対応してきたところでございますけれども、

徐々に、現在起こっている問題に対応するという観点からだけではなくて、それらを含め

て、将来にわたり青少年全般をすこやかに育成していくための必要な総合施策の推進へと

発展してきております。特に内閣府になりましてからは、経済社会構造の変化を踏まえた
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今後の中長期的なビジョンを打ち出していくという方向性が明確になってきておるところ

でございます。 

 そのようなことを踏まえまして、現在の内閣府の役割でございますが、お手元の資料に

ありますとおり、１つは、青少年行政の総合的な推進を図るための基本方針の作成等、２

つ目は、政策の基本となる事項の総合的な調査、３つ目が、地方公共団体、民間団体等と

の連携や国民啓発活動、４点目が、青少年の国際交流、こういった４つのものを主な役割

としております。 

 今後、内閣府といたしましては、この懇談会でおまとめいただいた報告を踏まえまして、

政府の青少年プラン、これは仮称ですけれども、青少年プランを策定いたしまして、より

一層青少年の育成のための取り組みを推進してまいりたいと考えているところですけれど

も、やはり、青少年の育成に当たりましては、政府だけではなくて、社会全体で取り組ん

でいくといったことが必要であると考えております。このため、今後の国民啓発活動や青

少年の育成に関する国民的な取り組みのあり方などについてもいろいろご議論いただけれ

ばと考えておるところであります。 

 そこで、本日は、青少年育成国民運動についてご説明いただくために、先ほど座長から

もご紹介ありましたけれども、社団法人青少年育成国民会議の上村副会長にお越しいただ

いております。 

 社団法人青少年育成国民会議は、国民の総意を結集した青少年育成国民運動の推進母体

として、昭和 41 年に発足した団体でございまして、内閣府としても青少年育成国民運動の

支援を行っているところでございます。 

 では、副会長よろしくお願いいたします。 

○上村副会長  ご紹介をいただきました青少年育成国民会議副会長の上村と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 青少年育成国民運動につきましては、ただいま参事官の方からご紹介をいただきました

し、それから、毎年発行されております青少年白書でも紹介されておりますので、皆様多

分ご承知だと思いますが、今日は 10 分間という時間をいただきましたので、言い尽くせな

いところがあるかもしれませんが、資料の２－１、２、３、特に資料の２－１が今日お話

し申し上げたい私のレジュメでございまして、６項目につきまして、説明をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、第１は、運動の始まり。 
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 これについても、今、参事官の方からご紹介がありました。少し補足をいたしますと、

昭和 39 年、40 年ごろ、戦後第２の非行のピークがありまして、これが政府におきまして

も、それから全国的な青少年団体、育成団体、それから青少年問題協議会においても、大

変大きな話題になりました。その結果、青少年の非行を防止するだけではなくて、将来に

向けて青少年の健全育成をするために、国民の総力を結集しなければいけないだろうとい

うことが閣議報告、その他で決まりましたので、それをきっかけにして、運動が発足した

わけでございます。 

 詳細はパンフレットの 10 ぺージにその発足の経緯、その後の運動の経過が記してござい

ますので、後ほどご参照いただきたいと思います。 

 それから、第２は、運動の目標でございます。 

 運動の目標はやはりパンフレットにも書いてございますが、資料２－３に特別にコピー

をしてまいりました。重要なポイントが２つございます。 

 １つは、青少年の位置づけと、それを育てる側の役割を明確にしたことでございます。

 説明をいたしますと、青少年が常に健康な体をもとに広い視野と正しい見識を培い、豊

かな情操と高い特性を磨き、その能力を十分に発揮し、有為の人として成長することは、

青少年自身の誇るべき課題であるというような位置づけをいたしました。 

 そして、そういう動きを促進するのは国家、国民の責任であるということを宣言をいた

しまして運動がスタートいたしました。 

 具体的には、運動の目玉として３つ整理をしております。 

 その第１は、「伸びよう  伸ばそう  青少年」というのが標語でございまして、その標

語のとおりでございます。この標語は、最初「伸ばそう  伸びよう  青少年」となってお

りました。それにつきまして、初代の会長であります茅誠司先生が、伸ばそう  伸びよう

というのは、青少年の首に縄をつけて引っ張るような育成の仕方になるから、やはり青少

年に主体をおいた活動をすべきであるということで、「伸びよう  伸ばそう  青少年」と

いうことになりました。 

 ２つ目の具体的な運動目標は、親や青少年を育成するものが青少年の手本となるような

生き方をし、子どもたちが生活している家庭や社会環境を整えていくことが大事であると

いうことを２つ目の具体的な目標にいたしました。 

 そして、３つ目は、青少年の施策をぜひ国としても強化していただきたい。そして、施

策が強化されるだけではなくて、国民がこれにいろいろな形で参画をすべきである。つま
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り官民一体の運動として、この取り組みをしようというのが確認をされました。 

 この基本方針は現在でも堅持されている運動の目標であります。 

 ３番目は、組織づくりでございます。 

 このような目標に賛同し参加したのは、パンフレットの２ぺージにいろいろな団体が参

加をいたしました。これらの団体は中央の各省庁から推薦をされて来た団体でございます

が、全国的な青少年の育成団体等ほとんど大部分の団体が参加をされております。そのほ

か約 100 名の学識経験者等が個人会員として参加をされました。そして、同様の形で昭和

43 年までに 47 都道府県県民会議が結成をされました。当時、まだ沖縄は米軍の占領下で

あったわけですが、沖縄にも同様の県民会議が結成をされております。 

  そうして、昭和 46 年ごろから、シンナー、ボンドの吸引による自殺者とか、いじめ事件

をきっかけとした殺人事件が発生したこともありまして、青少年の育成は青少年が生活す

る市町村レベルで具体的に活動されなければいけないということで、市町村民会議の結成

が相次ぎました。現在は小学校区単位で学区民会議というところのが結成をされていると

ころも少なくありません。詳細は、内閣府で調査いたしました「都道府県・政令都市の青

少年対策組織」の中に細かく書いてございますので、ご参照いただきたいと思います。 

 それから、４番目に、育成課題の明確化ということでございます。 

 先ほど申し上げました、基本的な目標を定めて運動に取り組んだわけですが、昭和 47 年

ごろから各県民会議、あるいは参加団体の中から青少年育成の課題をもっと具体的に明確

にすべきではないかという要望が出てまいりました。それに基づきまして、国民会議では、

特別研究委員会を設置をいたしまして、どういうような目標を設定すべきかを整理をいた

しました。これがコピーの２ぺージに記載してございます。1973 年、76 年、それから 83

年、85 年、86 年というふうに研究委員会を設置いたしまして協議をいたしました。その結

果、一番具体的でおわかりいただきやすいのは、83 年の研究委員会でつくりました育成課

題、つまりこれは青少年がみずから目標として努力をしてほしい目標ということで６項目

整理をいたしました。 

 まず、快調で元気な体をつくる、すこやかな心を育てる、主体性を育てる、社会性を育

てる、文化の担い手として成長する、国際性を育てる、というふうに具体的な育成課題を

設定をいたしまして、育成活動に取り組んでまいりました。 

 そして、５番目に説明をさせていただきたいのは、現在の運動の重点でございます。 

 国民運動は、発足いたしましてちょうど今年で 37 年目でございます。発足 30 年を契機
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にいたしまして、運動の理念と目的を整理しようということで、このパンフレットの一番

表紙の裏のところに具体的な運動の理念と目的を整理をいたしまして、これを現在の運動

目標として全国的に進めております。 

 ごらんいただければわかりますとおり、国民会議、県民会議、市町村民会議というのは、

できるだけ多くの人が参加をして進めなければ実現しないようなことを活動として取り上

げまして、そのほかの具体的な対策は、青少年団体とか育成団体とか、あるいは地域の住

民組織の方々にやってもらうべきではないかという整理をいたしまして、国民会議として

は、大人が活動すべき事項ということで環境づくりを進めるとか、あるいは青少年にいろ

いろな活動は任せるとか、そういうようなことを活動目標として整理をし、現在取り組み

をいたしております。 

 目玉を申し上げますと３つございます。 

 第１は、パンフレットの４ぺージ、５ぺージに具体的な活動の目標が整理をしてござい

ますが、まず第１は、青少年がみずから進んで自立心を誓い、社会参加と社会性を育てる

ような機会をつくっていこう。 

 第２は、家庭や地域の教育力を高める運動を進めていこう。 

 そして、具体的には、「大人が変われば子どもも変わる」というようなキャッチフレー

ズで、主として大人が努めなければいけない活動を全国的に進めつつあります。 

 最も具体的には、このところ青少年を取り巻く社会環境が非常に悪くなりつつあります

ので、この社会環境をつくっておるのは大人でございますから、大人の責任でこういう点

をよくするような運動をしなければいけないというのが２つ目の大きな目標でございます。 

 そして、第３の具体的な活動といたしましては、人材養成を進めていこう。 

 現在、２年間にわたる青少年指導者のための通信教育事業というのを、この 20 年間続け

てまいりまして、その課程を終了した人々に青少年育成アドバイザーという資格を与えな

がら、現在約 3,000 名おりますが、こういう人たちに地域の活動の中心になっていくよう

なことをお願いをしております。そのほかに、青少年の育成には多くの方々が参加をして

いらっしゃいますので、こういう人々のネットワークを築く、それを大きな目標に掲げて

おりまして、具体的な活動を進めております。 

 一番最後になりますが、今後の運動の課題でございます。 

 コピーをしてまいりました資料の４ぺージ、６ぺージに島根県の小さい村ですが八雲村

の資料が掲載してございます。 
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 これは、住民のすべての人が参加をしまして、自分たちで会費を出しながら非常に細か

い地点まで活動を進めております。類似の市町村民会議は、官房長官の表彰も受けており

ますとおり、全国的に見てみますと、大変多くの市町村で住民がみずからお金を出しなが

ら青少年の育成を進めていこうということを進めておりますが、まだまだ大変でございま

して、資金の不足とか、いろいろな問題があります。しかし、これを何とか具体的に乗り

越えまして、今、「地域で子育て」というのが１つのキャッチフレーズになっております

が、本当に地域で子育てが具体的に進められるようにしていくにはどうしたらいいだろう

かと、これが１つの大きな課題でございます。 

 それから、２つ目の課題といたしましては、具体的な運動をするためには資金と人材が

必要でございます。それなりに住民がお金を出しながら努力をしているわけですが、まだ

まだ十分というわけにはいきませんので、これを具体的な手当てをしなければいけないと

いうのが２点目です。 

 ３つ目は、先生方も今日いろいろご協議をいただいているわけですが、青少年の育成を

めぐる我が国の法体系を私ども調べてみましたところが、２つの点でちょっと手当てをす

べきではないかなという点があるような感じがいたしました。 

 １つは、学校５日制が始まっておりますが、この学校５日制を保障するためには、学校

外の青少年活動をいかに活発化していくかというのが１つの大きな目玉にあります。とこ

ろが、青少年の学校外活動を保障するような法律が１つはございません。 

 それから、先ほど申し上げましたとおり、青少年を取り巻く社会環境が大人の欲求を満

たすような形でどんどん悪くなってまいりました。また、マスコミ環境もとてもいい状況

とは言えません。これに対してどういうような取り組みをするのかという国のレベルの法

律がございません。各都道府県では、青少年保護育成条例というのがありまして、具体的

な取り組みがなされておりますが、国のレベルの対策が遅れているのではなかろうかなと、

こういう思いがいたします。 

 そして、これから先、青少年を 21 世紀の担い手として育てていくためには、やはり国民

の責任を明確にしていくべきでなかろうかと。そういうような思いから私どもとしては、

やはり最終的には青少年育成基本法みたいな法律をつくっていただかなければいけないの

ではないかなと。今日ご論議をいただいております青少年プランも、そういう育成基本法

ができることによりまして法的な根拠が整っていくのではなかろうかと、こういうような

思いがいたしております。 
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 初めに申し上げましたとおり、10 分間時間をいただきましたが、５分超過をいたしまし

た。非常に早口になりましたけれども、おわびをいたしまして説明を終わります。ありが

とうございました。 

○本田座長 どうもありがとうございます。 

 ただいまのご説明、ほどなく上村副会長にはご退席いただきますので、ただいまのご説

明に関してちょっと確かめたいというようなことがございましたら、１つ、２つお出しく

ださいませ。 

 いかがでございましょう。 

○樋口座長代理 どうもありがとうございました。 

 最後のところでお触れになった法律に関してでございますが、マスコミについての法律

という話が出ましたが、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○上村協力者 これは、青少年保護育成条例では、青少年に好ましくない雑誌とか、ビデ

オとか、そのほかにつきまして、各県が審議会を設置をしながら、非常に高いお金と、そ

れから人の手を加えまして、これに対して具体的な措置をしているわけです。 

 ところが、私どもが見るところによりますと、あまりその効果が出てまいりません。私

どもとしては、国民が一人一人の責任でもって青少年のために悪い環境をなくしていく運

動の一環として、そういう本とか、ビデオをつくっている業界に対して自重を求めるよう

な運動をしているわけですけれども、これもなかなか進みません。それから、業者の自主

規制も思うとおり進んでおりません。したがいまして、46 都道府県でこれに対して県条例

で措置をしているわけですから、国としても取り締まりをするということでは必ずしもな

いかもしれませんが、何らかの形で法律的な手を打つべきではなかろうかと、こういうふ

うに思っております。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ほかに、はいどうぞ。 

○広田委員  遅れてきてすみません。 

 もうおっしゃったかもしれないですが１つ聞きたいのは、地方に住む子どもと、それか

ら大都会で住む子どもとかでは生活の仕方が全然違うと思うんですけれども、そこら辺は

どういうふうに運動の中では考えていますか。 

○上村協力者  私どもは、今、全国で市町村レべルまでいろいろな形で調査とかそういう

のをやっているわけですが、やはりひところは地方と都会では非常に大きな格差がありま
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した。しかし現在では、マスコミが発達したこともありまして、意識の面でもほとんど全

国的に子どもの考え方、その他に差異があるというふうには考えておりません。 

 例えば、青少年の価値観の調査などをしてみますと、農山村も漁村も、都会の子どもた

ちも、よく話題になりますが、善悪の判断力の弱さとか、それを出発点とした自己規制力

とか、そういうのは全般的に非常に低くなっておりますし、都会、あるいは農山村の差は

ほとんどないというふうに考えたらいいのではないかなというふうに思います。 

 それから、余暇活動をどういうふうにしているかという調査も進めてみますが、ほとん

ど都会の子どもと地域の子どもでは、過ごす時間も、それから外で遊ぶ時間、家庭の中で

遊ぶ時間、大きな変化はないというふうに私どもは認識をしております。 

 それから、家事手伝いの調査もするわけですが、農村の子どもと都会の子どもたちの家

事手伝いの内容もほとんど変化はありません。だから、今、我が国においては、農村、あ

るいは都市、いろいろな面でそう大きな違いはないのではないかなというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 まだおありになるかもしれませんが、お約束いたしました時間でございますから、上村

副会長にはこのあたりでご退席いただこうかと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○上村協力者 どうぞよろしくお願いいたします。 

               〔上村協力者退席〕 

○本田座長 それでは、次の議題にと申しますより、本日の議題に入らせていただきます。 

 本日からは、報告案のまとめについてご議論いただくことになります。そして、これは

起草委員会の方で若干意見を交換いたしまして、どのような形のものにまとめていくかと

いうようなことに関して、若干の方向性を出しました。それらに基づいて、事務局の方で

文案をつくってくださいまして、これは素案の素案の素案でございますけれども、皆様の

お手元にお届けしてあろうかと思います。そして、それに関するご意見なども何人かの方

からはちょうだいしておりますし、またここでご意見がいただけるかと思いますので、後

ほどご議論をいただきます。 

 まず、事務局の方からこの骨子についてご説明をいただこうかと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○椋野参事官 それでは、報告案（骨子）についてご説明をさせていただきます。 

 まず、骨子の性格といいますか、今、座長の方からもありましたけれども、これは報告
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案の構成とか、そこに何を盛り込むかということをご議論いただくに当たってのたたき台

として示させていただいたものでございまして、例えば、項目を体言止めで書くと、仮に

規範意識の向上と書いたときに、今向上しているということなのか、それともこれから向

上させる必要があるのかということがわかりにくいということがございますので、そうい

う意味では文の形、センテンスの形でお示ししておりますけれども、報告書の素案という

にはあまりに表現は荒いものでございます。あくまでも構成とか盛り込むべき内容をご議

論していただくためのたたき台としてごらんいただきたいと存じます。 

 もちろん、いろいろ表現についてお気づきいただいたことをメモでいただいたりしてお

ります。それはこれから報告書（案）をつくっていく上では大変参考になるもので、あり

がたく拝見をさせていただきたいと思っております。 

 それからもう１点、起草委員会で議論をしていただきまして必ずしも意見がまとまって

いないものも書いております。書いてある方が議論がしやすいだろうということで、必ず

しも完全に合意が得られたものばかりを書いているものではないということも一応申し上

げさせていただきます。そういう性格のものでございます。 

 最初に、目次というのをつけておりますけれども、全体の構成としましては、はじめに

というのがあり、それから青少年の健全育成に関する基本的考え方というのがあります。

この「健全育成」という言葉を使うかどうかも議論があるかと思います。 

 それから、Ⅲとして、青少年に関わる場の状況を家庭、学校、職場、地域、情報・消費

の場に分けて記述をいたします。 

 Ⅳとしまして、年齢期ごとの普遍的特性と今日的課題。 

 年齢期ごとというのは、４つ、乳幼児期、学童期、思春期、青年期に分けて記述をいた

します。 

 それから、Ⅴとして、対応方策。 

 これも５つ、現状をリアルに語り合える社会風土の醸成。２、能動的権利保障の普及。

３、社会的自立の支援体制の確立。４、特に困難を抱える青少年への配慮。５、施策の総

合化と、こういう５つの対応方策が出されております。 

 課題ごとに対応方策を書いていきますとかなりマトリックス的になっていきますけれど

も、そういう形の提示の仕方にはなっておりません。これは後ほどまたご説明させていた

だきます。 

 めくっていただきまして、２ぺージにある、はじめにのところでございますけれども、
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ここでは、中ほどに①から④として、議論を進めるに当たって留意した点４つ挙げてござ

います。リアルからの出発、客観的な事実に基づいて議論する。年齢期ごとに発達段階に

応じて考える。それから、今日的課題。青少年育成の課題というのは普遍的なものがある

わけですけれども、それが今日的にどんな様相をあらわしているかということを中心にす

る。それから、４番目として、組織と個人、制度と意識の双方を視野に入れると、こうい

うことを留意しながらご議論をいただいたということです。 

 検討の対象とした青少年でございますけれども、０歳からおおむね 30 歳ぐらいまでの者。

なお、この報告の中では、熟語とか慣用的な使用を除き、子どもというのは乳幼児期、学

童期まで。若者は思春期以降、青少年は子どもと若者の総称として、それから大人という

のは青少年期を脱したものを意味するものとして用いております。ただし親との関係で用

いるときは年齢に拘わらず子どもという表現をしております。 

 そういう整理で一応骨子案をつくっております。 

 それから、１ぺージめくっていただきまして３ぺージ、Ⅱの青少年の健全育成に関する

基本的考え方でございます。 

 この健全育成については、先ほど事務局からもご説明させていただきました内閣府の仕

事がこの健全育成でございます。当初、この懇談会を始めるに当たって、健全育成という

イメージには違和感を覚えられる方もおられた、そういうご発言もございましたけれども、

むしろここでは、そういう違和感があるのであれば、そうではない健全育成とはこういう

ことだというのを積極的に定義づけてはどうかと、違和感のあるイメージの方を変えては

どうかというようなことで、正面から青少年の健全育成に関する基本的考え方という打ち

出し方になっております。 

 ４つに主に分けておりますけれども、最初の「たかが子ども、されど子ども」というと

ころは、青少年を普通の一人の人間、特別ではないというふうに、「たかが子ども」とい

うのはそういう意味に捉えており、それから、「されど子ども」というのは、そうは言っ

ても大人とは異なり、青少年には保護と教育が必要という、その青少年の二面性をここで

書いているところでございます。 

 それから、次の段落、「人生の準備期間であり、人生の一部でもある青少年期」、青少

年という人生の時期、時間の中で、今と将来と両方を見ての、やはりここも二面性がある

というようなことを強調しております。 

 それから、３番目の段落、「今の充実と一人前の大人への成長を支援」というところで
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すけれども、このような二面性のある青少年観に立つと、青少年の健全育成とは、青少年

が今を充実して生きるとともに、試行錯誤しながら将来多様化、流動化する社会の中で自

己選択、自己責任を担える一人前の大人へと成長していくことを支援するということにな

ります。そして、今を充実して生きるということと、将来一人前の大人へと成長していく

という、この二面性があり、それを支援していくことが青少年の健全育成だと、そういう

捉え方をしております。 

 それから、４つ目の段落での、「子どもと大人は二人三脚」、ここでも育成のあり方と

して、支援とは大人が一方的に働きかけるものではなく、双方の努力が前提になる。真ん

中あたりにありますが、ともに本音を出し合いながらともに歩み寄れる場所を探すとか、

青少年を既存の大人社会に適応できるように育成するだけでなく、大人の社会もまた新し

い文化を持つ青少年を受け入れるように変化しなければならないし、青少年が成長する環

境としてより望ましい方向に変化する努力を怠ってはならないと、ここも支援のあり方と

して両面、青少年が大人に合わせるところと、大人が青少年に、両方ともに歩み寄るとい

うところが強調されております。 

 以上が、基本的考え方のところでございまして、次、４ぺージでございますけれども、

ここは、「青少年に関わる場の状況」を５つに分けて記述しております。参考資料として

データ集をつけております。このようなデータに基づいてここは記述をしております。デ

ータはもっと適当なものがあるというご指摘もあるかもしれませんし、まだ不足なものも

あるかと思います。あるいはこれ全部つける必要がないというものもあるかも知れません。

こういうデータ集をつけるということで、ここの場の状況のデータを今日は取りまとめて

つけさせていただいております。ご説明は省略をさせていただきます。 

 それから、６ぺージに行きまして、「年齢期ごとの普遍的特性と今日的課題」でござい

ます。 

 ここ以下にもデータを添付することを報告書の段階では考えておりますけれども、今日

ご議論いただいて内容がある程度かたまってからデータの方は取りそろえようと思ってお

りますので、今日はそういう意味では添付しておりません。 

 年齢期の考え方ですけれども、「なお」として入れておりますが、乳幼児期はおおむね

就学前、学童期は小学生まで、思春期は中学生から高校生、高校に行かない方ももちろん

ありますので、その他おおむね 18 歳まで。それから、青年期は高校を卒業以降、あるいは

その他おおむね 18 歳以降、30 歳ぐらいまでを想定していますが、個人差も大きく年齢に
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よって明確に区分できるものではないと、また挙げられている課題もその期を中心とする

が前後の時期にも及び、その期だけのものというものではないという前提を置きまして、

年齢期ごとに課題を挙げております。 

 乳幼児期では、ここは基本的な信頼関係を形成する時期だという特性に基づき３つ。母

親の支援、育成への父親など男性の参画、それから、子育てにおける自助、共助、公助の

バランスという３つを課題として挙げております。 

 それから、７ぺージに行きまして、学童期は特性として成長の基礎となる多様な知識経

験を蓄積する時期だということに基づいて課題を４つ挙げております。 

 課題の（１）としては、基本的生活習慣の定着。 

 生活習慣は正しい、正しくないというより、健康にとってよいかという観点に照らして

も今やはり見過ごせない問題があるというような問題意識でここは書かれております。 

 それから、基礎的学力の習得、それから、３番目として、他者の認識と自己の形成、コ

ミュニケーションの話ですとか、それから家庭の中で責任を持つ、学校の調べ学習等の話

が書かれております。 

 それから、４番目として、のびのびとした時間・空間の創出。 

 子どもたちの生活がプログラム化されたもので占められているという問題意識に基づい

て、そうは言っても、大人が全く手を出さないとかえって消費社会の圧力にさらされるの

で、直接な働きかけはせずに一歩引いて見守るというようなのびのびとした時間・空間を

創出するというようなことがここでは書かれております。 

 それから、８ぺージにまいります。 

 思春期でございますけれども、思春期の特性としては、自分らしさの模索が挙がります

が、その（１）としては、社会の中での自分探しで、職業志向や社会の関心が低下して自

分探しが自己の内面のみに向けられる傾向があるという認識に基づき、そういう社会への

意識、志向を高める必要があるというようなことで、インターンとか、ボランティア活動

等が書かれております。 

 それから、２番目として、社会規範の習得。ここは規範意識について、それが低下して

いるという意見が一般に強いけれども、自分たちのルールは守ろうとする過剰同調も見ら

れることもあるということで、タコツボの外の社会に関心がないために一般社会の規範を

無視した行動が生じているとの見方もできるという認識を紹介し、自分たちとは異なる価

値観への寛容さと多様な価値観を持つ集団が共有する一般社会の規範の習得が必要という
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ふうに述べております。 

 それから、９ぺージに行きまして、特に犯罪の問題については、90 年代に入って検挙数

が増加しているということで、その発生要因については複雑な要因が絡み合っているけれ

ども、犯罪の抑止には帰属意識を持てる場を多様な形で創出する。それから、悪いことを

したら罰せられることを教えるとともに、悪いと知っていてもやってしまうことを防げる

よう自己の行動をコントロールする能力を高めることが必要。それから、大人社会の話も

入れております。 

 それから、その次の自他の心身を傷つけず、豊かな人間関係につながる性的行動の習得

というところは、起草委員会でも意見が対立したというよりも十分意見が出尽くせずにま

とまらなかったところでございますが、とりあえず議論のたたき台として書いております。

自他の心身を傷つける性行動を予防するというようなことについては、細かな内容は別と

して、意見は起草委員会では一致しておりましたけれども、それだけではなく、性の積極

的な面も盛り込むべきだということもほぼ一致していたように思いますが、ただ、積極的

な面というのはどういうことなのかということについてはなかなかまとまりませんでした

ので、ここでもあまりそういう意味では盛り込まれておりません。その結果、予防の方が

かなり長くなっているというようなバランスを欠いた形にはなっております。 

 それから、予防の方で、特に男の子ではこれこれ、特に女の子ではこれこれと書き分け

ています。これも書き分けるのがいいかどうかというのもこの場でご議論いただこうとい

うようなことで、とりあえずこういう形で出しております。 

 それから、10 ぺージに参りまして、青年期でございますけれども、特性として、社会的

自立に踏み出す時期だと。最終的に大人への移行を遂げる時期として、課題として、職業

的自立と親からの自立の支援の２つを挙げております。 

 職業的自立は、かなりご議論いただきました。２番目の親からの自立の支援というのは

本懇談会ではあまり議論が出ませんでしたけれども、この時期の課題として職業的自立だ

けではないだろうということで、事務局から資料もお示しして起草委員会では少しご議論

をいただきました。けれども、なおこの職業的自立と親からの自立の２つだけでいいのだ

ろうかというようなこともまだございます。 

 親からの自立の支援は簡単にご説明をさせていただきますと、いわゆるパラサイトシン

グルといわれるような、親もとに同居して、学校卒業後も経済的援助、家事援助を親から

受け続ける未婚の若者が増えていると。その背景に、必ずしも意識の問題だけではなくて
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経済構造の問題があり、自立を支援するべきではないかと、そんなようなことを書いてお

ります。 

 それから、11 ぺージ、対応方策でございます。 

 論理的に整理をすると、今の年齢期ごとのそれぞれの課題に家庭はこうするべき、学校

はこうするべき、地域はこうするべき、職場はこうするべきというふうにマトリックス的

に挙がってくるような形になるわけですけれども、ここではそういうような網羅的な細か

い書き方はしておりません。ここでの対応方策は、個別の課題の具体的な対応方策はさま

ざま考えられるけれども、個別課題を抱え、また各年齢期を通じて青少年の健全育成に当

たって、今後特に重点的に進めるべき対応方策を挙げましたというような整理になってお

ります。これらの方策は社会を構成する組織及び個人すべてに責任がある。それから、

個々の青少年は個人としても家庭環境も多様であるので、個々の多様な実態に応じて介入、

不介入のバランスがとれるような配慮が必要であるという前提を置き、5 つ挙がっており

ます。 

 現状をリアルに語り合える社会風土の醸成をというのは、しばしば建前論になりがちで

ある一方で、現実の社会は本音で動いているということがありますので、効果的な対応を

進めるためには社会全体で現状をリアルに語り合える社会風土の醸成を図るということで

す。 

 ２番目として、能動的権利保障の普及。 

  青少年が家族や社会から保護され、愛されるというそういう受け身のことだけではなく、

自己を表現し、他者に働きかけ、家庭や社会のためにみずから行動することができる、そ

ういう能動的な存在でもあるということに基づき、子どもの権利条約の理念に沿って主体

性を重んじ、能動的権利保障が行き届いた社会の実現に向けて、社会全体で意識の啓発を

図る。これが２番目の重点的な対応方策でございます。 

 それから、３番目としては、社会的自立が困難になっているという認識に基づき、社会

的自立の支援体制を確立するということが挙がっており、ここでは少し具体的なものも含

めて親、学校、企業、地域、そうして最後に政府がやるべきことをそれぞれ書いており、

例として幾つかかなり具体的なものも挙げております。 

 例は、これも網羅的というよりは書かれていることのイメージが浮かぶようにというよ

うなことで入れられております。 

 それから、次に、特に困難を抱える青少年への配慮、格差の問題なども指摘がございま
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して、生活困難層、虐待家庭など恵まれない状況で育つ青少年、障害児、単純労働市場の

青少年などに負わされているリスクは、その青少年自身に起因するのではなくて、外から

やってくるんだけれども、それを放置することは青少年自身の不幸につながるし、社会に

とってもマイナスだということで、そのリスクを軽くするためのシステムづくりが必要だ

ということで、それぞれ親、学校、企業、地域、政府のとるべき対応方策が書かれており

ます。ここでは特に人権に配慮しつつというような指摘があり、差別につながることのな

いよう留意しつつ、やはり特に困難を抱えている青少年に対する対応は必要ではないかと

いうような問題意識で書かれております。 

 それから、最後に、施策の総合化として、青少年施策は総合的なものでなければならな

いので政府の総合的なプランをこれからつくろうということで、そもそもこの懇談会にお

集まりいただいたということもございますし、それから、政府だけではなく、実践、研究、

行政等に関わる方々が分野を超えて青少年の健全育成についての知識、経験の共有、それ

から多様性を生かしつつ連携して、支援を進めるという、政府のみなならず、全体の施策

の総合化というふうなことを挙げております。 

 最後に、アスタリスクで２つ書いておりますけれども、乳幼児の母親の就労の是非です

とか、あるいは少年の非行の問題、あるいは学力低下の問題など、社会的にもやや意見が

分かれているようなところについては、少し詳しく書き込んだ方がいいと思います。つま

り、詳しく説明をする必要があるわけですけれども、それを本文に入れていきますとやや

バランスを欠くような形にもなってまいりますので、そういうものについては補論という

形でくわしく説明をつけてはどうかということです。 

 それから、データとか、事例とかについては、資料集として、事実に基づいて議論を進

めるという前提でございましたので、資料集として添付してはどうかと。全体構成として

はそんなふうなことを案として考えております。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局の方からご説明いただきまして、大体今までこの素案が出てまいります

までのプロセスについてはご理解いただけたかなと思います。そして、これらをめぐって

まだまだ十分に議論し尽くしてございませんので、いろいろな意見が出てまいります。起

草委員の中ですらまだまだ言い足りない、こういうことを加えたらどうかとか、ここはこ

うしたらどうかというご意見が出てくるはずでございまして、広田委員のご意見などはそ
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の典型例でございますけれども、初めてごらんになった方たちはなおのこと衝撃的で怒っ

たり、笑ったり、苦笑したりなさりながらいろいろなことをお感じになっただろうと思い

ます。まず、そのような方たちでコメントをお出しくださった方から、松下委員は本日お

いでになっておりませんけれども、杉山委員と前田委員からちょっと簡単に、どこが気に

なって、どこをどうしたらいいかと思うということをご提案いただいてディスカッション

の材料にさせていただこうかと思いますので、杉山さん、ちょっと簡単にで結構ですけれ

どもお願い申し上げます。 

○杉山委員 読ませていただいて追いながら感想をずっと差し込むというような形で昨日

大慌てでコメントを寄せました。ちょっと、十分意図も読み込めずに感じたままを書いた

部分があるので誤解などあるかもしれません。まずそれを一言申し上げて、あと、大きな

ところで言いますと、やっぱり青少年というときに、ぱっとイメージするときに、やはり

乳幼児は入らないなというところがあって、そこをどう出すかというのは、一般の方がこ

の報告書をごらんになったときというのをちょっとイメージしながらやった方がいいんじ

ゃないのかなというふうに思いましたので、このように前提としての乳幼児という扱いも

どうなんだろうかということを感じました。 

 あと、全般にすごく難しいというふうに思いました。「今の幸せ」とかという部分など

はもうちょっとかみ砕いた表現の方がいいのではないのかなというふうに思います。ここ

ら辺の細かいことは、また起草委員とかの場でちょっと見ていただければなというふうに

思うんですが。 

 あとは、政府はここまでできるとか、行政はここまでなんだよ、あとはもうＮＰＯなり、

地域なり、個人でやってちょうだいよというふうにはっきりどこか出していただいた方が、

これ一番最後に書いたんですがわかりいいんじゃないかなというふうに感じております。 

 あとは、ちょっとここに書き添えなかったのですが、忘れちゃっただけというのがあっ

て、１つ言いますと、時代背景がというか、この高度経済成長期で大分状況が変わってき

たということが前提で４ぺージの最初の方とかも書いてあるんですけれども、子どもが減

ってきている状況の中で、置かれている子どもが大分変わってきているだろうなというの

を、これまただろうなで申しわけないんですけれども、例えば、自分の学年よりも下の学

年は人数が減っているというのを見ていくということは、多分、私とかもうちょっと年配

のどんどん子どもが増えていくという状況に置かれている大人とは別の感覚を持っている

んじゃないかなという気がしていて、ギャップの大きさみたいな部分というのはちょっと
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前段で少し、時代が違うんだよというところを少しくどくても言っておいた方がいいんじ

ゃないのか。だから、「自分が若いころは」というのはもう全く通用しないという部分を

ちょっと前提として置いておいた方がいいのではないのかなというふうに思いました。 

 ひとまず以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいま、大変率直なというか、素直な感性でこれをごらんになって、お感じになった

ことをいろいろと出していただきまして、非常に面白いヒントが出てきているように思い

ます。これを後ほどご議論いただきますが、もう一人、前田委員がコメントをお出しでい

らっしゃいますから、これも手短にご説明いただこうかと思います。 

○前田委員 おとといファクスでいただきまして、読んで、昨日、今日、ほぼ徹夜で考え

ていましたものを簡単にというわけにはいきませんので、説明、感想を述べさせていただ

きます。 

 まず、２ぺージのはじめにというところですけれども、子ども、青少年などの言葉につ

いて定義がされていますけれども、報告案全体を通じて必ずしも適切な使い分けがされて

いないというふうに感じます。青少年を 30 歳ぐらいまでのものとしていますが、そうする

と非常に不自然さを覚える箇所もあります。 

 例えば、大きなⅡのところで、青少年には保護と教育が必要。おっとっと、30 歳まで保

護と教育かなという、それから、青少年は人生の準備期間だ、あるいは青少年は権利、義

務からの完全な猶予期間であるというようなことになると、30 歳までの青少年というのは

いかがかなというような感じがいたします。 

 それから、大きなⅡの、青少年の健全育成に関する基本的な考え方ですけれども、この

報告書は学校関係者はもちろんのこと、国民一般に広く理解してもらう公的な文書という

ように私は認識しております。したがって、分かりにくく誤解されやすい表現が目につく

ので、ぜひ工夫が必要だと思います。 

 例えば、「たかが子ども、されど子ども」。 

 人間はかけがえのない命を持って誕生してきました。親が子を思う心、子が親を思う心、

命を張って子どもを守ろうとする親心がある。「たかが子ども、されど子ども」という認

識で私たちはこの 12 回の会議を進めてきたのかと思うと非常に残念です。 

 今日出かけぎわにベテランの女性の先生に、「先生、たかが子ども、されど子どもとい

うような感じで先生は子どもを見てきましたか」と言いましたら、「何ですか、それは。
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私は子どもを産むのに命を張って自分の命がなくなっても子どもを産もうという決意をし

てきた。そして子どもを育ててきたんだ。今でも、生徒に対しては、たかが子どもなんて、

そんなことはありません、たかがラーメン、されどラーメンというような同じ感覚でやる

とはどこの文章ですか」と言われて、おっとっとと、これはという、「いやちょっと、そ

ういう言葉があったもんですから」というように濁してきましたけれども。 

 それから、「子ども賛美の児童中心主義から脱却し、基本的に青少年も普通の一人の人

間として捉える」ということは理解しにくいことと、「子どもと大人は二人三脚の」とい

う、ここの節、非常に理解しにくいことです。説明しなければわからないような文言はや

はりこういう公の文章には書くべきものじゃないというふうに思っております。 

 それから、大きなⅢ番目の、青少年に関わる場の状況のところの学校で、学力について

の捉え方なんですけれども、学力低下というのはこの文章の中に何カ所か出ていますけれ

ども、学力とはというので、今の学力とは知識の量や理解の程度、技能の習得だけでなく、

基礎的、基本的な内容が確実に身についていることであり、その上に立って知識や技能を

身につけ、活用する力とか、学ぶことへの意欲とか、自分で考えるとか、自分で判断する

とか、自分を表現するとか、問題を解決し、自分で道を切り開いていく力などの生きる力

がはぐくまれているかどうかによって総合的に捉えるというのが今の学力で、したがって、

ここである学力というのは、知識ということだと思います。 

 十数年前に偏差値教育が輪切りだ、学力ばっかりで頭でっかちだということで相当たた

かれ、中央教育審議会、教課審でもう少しゆとりを持ってやらなければならないというこ

とを審議して、そして、学習指導要領ができたわけですけれども、これは国民の総意、い

ろいろな多くの方の意見によって学習指導要領はできたんじゃないでしょうか。今、もう、

総合的な学習の時間ということで、ただ知識を教えるだけではなくて、いろいろな体験を

するということで、実は、私はあした２年生の総合学習のまとめで都のごみ処理場へ行く

んですけれども、それと、江戸川区の海浜公園の方に行くんですけれども、こういったと

たろをやっていて、そして、それをまとめてどうだったかという課題を持ってやっていく

という、これが学力に通じるということを考えていただきたいというふうに思います。 

 それから、教育課程実施状況の調査というのは、これは学習指導要領の目標内容に照ら

した児童生徒の学習状況を把握することを主な目的として実施したものであって、その結

果では３教科、特に中学１年の理科及び中学３年の英語以外は学習指導要領の目標内容に

照らしておおむね良好であったというように聞いています。過去の同一問題との比較のみ
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でここで言及するのは私はいかがかなというふうに思います。 

 それから、５ぺージの情報・消費の場についてですけれども、これは過度のメディア接

触等直接体験の不足、性・暴力の有害情報の氾濫、情報機器の普及に伴う犯罪被害の問題

に言及すべきことであって、特に最近の出会い系サイトをめぐる犯罪や児童買春などの事

件の多発を踏まえると、こうした問題の指摘は欠かせないというように考えております。 

 それから、年齢期ごとの普遍的課題と今日的課題という６ぺージのところですけれども、

学童期のところで、基本的生活習慣の定着ということで、朝食を十分に与えられない子ど

もへの配慮は大切とあるが、正面切って、家庭での手作りでなくてもよいと主張するので

はなくて、親の努力をまず求めるのが筋ではないかと思います。具体策として、学校での

朝食の提供を全国に向けて提言するのはどうなんでしょうか、という感じがいたします。 

 それから、基礎学力の習得についても、やはり基礎学力というのは今の学校では、こう

いう基礎・基本ということをこういうふうに捉えているんだということで、学力をめぐっ

ては社会的な論議も活発にされていますので、この項目の表題や内容については、やはり

学校関係者の意見は十分踏まえて、吟味をして書いていただきたいというように思います。 

 それから、８ぺージの思春期ですけれども、「規範意識が低下したというよりは」とい

う表現はそのように優劣を決めつける根拠も乏しいので避けるべきだというような感じが

いたします。それに書いてあります。 

 それから、（３）のところですけれども、性的行動の習得というのはどういうことなん

でしょうか。この表題は私は適切じゃないというように思います。 

 それから、７ぺージに戻っていただいて、基礎学力の習得というところがあるんですけ

れども、その中に公立学校の授業をわかりやすくしという文言があるんですけれども、じ

ゃあ私立学校はわかりやすいんでしょうか。何をもってわかりやすい授業というんでしょ

うか。この辺もやはり検討する必要があるんじゃないかなというように思います。 

 ８ぺージのところは、性的行動の習得、それから、安易な性行動は戒める教育は大切で

すけれども、それよりに先んじて性感染症や妊娠の予防教育を位置づけるというようなこ

とは私は不適当だと思います。もっとその前にやるべきことをさきにこの段落を変えた方

がいいんじゃないかなというように思います。 

 それから、社会規範のところです。中にあと８ぺージの下の方にある（２）の社会規範

の習得のところなんですけれども、規範意識一般が低下したというよりも、その規範に従

うべきだと考える社会集団がタコツボ化しているというんです。タコツボというのは何で
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しょうか。タコをとるためのツボでひものついたのか、それとも、１人用の小さな壕の、

戦争中のあれをタコツボ化と言うんでしょうか。今は、むしろカプセル化という言葉を使

っているんですけれども、ちょっとこの表現もどなたが考えたかわからないけれども、私

もタコツボを見たことがありませんので、戦後生まれですので。これもちょっとなという

感じがいたします。 

 それから、最後の対応方策の 11 ぺージですけれども、能動的権利保障の普及というのが

あります。能動的権利保障で権利が強調される一方で、子どもへの保護に関する記述が薄

いのではないかと思います。今の社会問題に照らして、例えば、性や暴力に関する有害情

報の氾濫、出会い系サイトの悪影響から子どもを守る対策の必要性。ちょうど今、警察庁

が出会い系サイトに関する法規制を検討しているということで、全日本中学校長会につい

ても意見をというようなことがありますけれども、子どもの性を産業にする大人の存在を

正そうとしない、そして、次から次へそういうものが出てくる。こういう状況をどう考え

ているかということをやはり前提としておく必要があるんじゃないかと思います。 

 それから、社会的自立の支援体制の確立というところで、具体策の例として、過剰な校

則の見直しを挙げることは私は適当ではないと、一部にそうした校則があるかもしれませ

んけれども、今、全体的に校則は相当程度緩和され、見直されております。それは、児童

の権利条約の批准というときに非常にいろいろなところから人権問題であると、校則を見

直せということをやってきまして、そして、校則じゃなくてマナーとかということでほぼ

全国の学校でも改善されてきています。校則とマナーとルールといろいろなものがありま

すけれども、一概に校則と言ってどうなのかというようなこともありますし、むしろ今は、

逆に制服とか校則が厳しい学校の方が応募者が多いんです。都立高校でも、どうしようも

ないという学校が茶髪で来ちゃだめだとか、修学旅行そんな服装じゃ連れていかないとい

うようなことで立ち直っている例がいっぱいありますから、校則をむやみにやるというこ

とはどうかなという、地方分権とか学校の自立性といった観点からもこの内閣府を中心と

するこの会議の提言とするにはやや次元がいかがかなと。そういうレベルの問題ではない

というふうに思います。 

 以上、ずっと朝までやってきましたけれども、一つ言えることは、押しなべて、これは

総花的だなという感じと、国民の多くの人が目に触れる文章であるということ。そして、

政府の中枢部、つまり内閣府が中心になった会議である、だから、誤解を招くような文章

とか、まだ認知されていないような文言とか、説明しなければならない、理解できないよ
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うな文はやはりいかがかなというようなことがありますし、内容についてももっともっと

専門的な立場からの意見、考えを引いてからある程度きちんとした、きちんとと言うか納

得できるような、そういう文言と内容にした方がいいんではないかというように思います。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 いろいろな問題ご指摘いただきましたので、後ほど討議させていただこうかと思います

が、起草委員でいらして、広田委員が追加という形でお出しくださっているところをちょ

っとご説明いただきましょうか。 

○広田委員  １枚、思春期の課題のところで、ちょっとうっかり論点を盛り込んでほしい

というのを忘れたんですが、項目が人間形成というか、価値的社会化の話というのは出て

いるんですけれども、認知的社会化の重要性というのがあるので、思春期のやるべきこと

として、それで将来の社会生活、職業生活の基礎になる知識習得という項目を１つ立てて

いただいたらどうかということで、そこの文章はそれの一応案ということでつくらせてい

ただきました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは、例えば、まだペーパーにはしていないけれどもコメントがあるとおっしゃっ

ていた方もおいでのようでございますけれども、とりあえず今出されましたものをめぐっ

て少しご討議いただきたいと思います。そして、そのプロセスの中で、起草委員の方であ

っても、あるいはそれ以外の方であっても、ご意見をもう少し明確にお出しいただきたい

と思います。 

 これについて、１つ、この起草案がまとめられましたプロセスをちょっと補足させてい

ただきますと、まず、出すからには読まれるものにしたいというのが基礎にございました。

と申しますのは、非常にたくさん似たようなものがあちらからもこちらからも出てくる、

そして、わかりやすい形で簡略化されて、本当の報告文というのはかなり長いものでござ

いましょうけれども、それが簡略化されて色刷りのパンフレット用のものになったり、リ

ーフレット用のものがつくられたりして出されるけれども、まあほとんど読まれないので

はないかと。そして、読んだにしてもああまた同じようなことが書かれているという形で

読み流されるのではないかと。そこで、少し人が手にとるようなキャッチフレーズという

んでしょうか、何かそういうものをぱっと出していくことと、そして読み始めたら何か考

えざるを得ないような形にしたいというような、そういうご意見などがございまして、と
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りあえずキーフレーズみたいなものを持ち寄ろうかというようなことをいたしましたのが

１つの段階としてございました。たくさんのキーフレーズを、事務局の方で整理してくだ

さってこのような形になったというのが１つ、前提としてございます。ただ、キーフレー

ズの取り上げ方に関しても、今いろいろなご意見がございましたから、ここで検討してい

ただかなければならないわけでございますけれども。 

 それから、青少年という言葉、これがどのくらいの範疇なのかということをめぐっては、

起草委員会でもかなりいろいろと意見が出ました。これは青少年の育成に関する懇談会で

ある。しかし、青少年というと、いかにもどう考えても乳幼児は入らないのではないかと、

確かイメージとしてそうでございます。それで、それじゃあ乳幼児、学童何とかというふ

うにするかとか、あるいは児童としたらどうかと。児童というと、これはまたこれとして

１つのイメージがございまして、何となく小学生、学童という形とイコールになりますか

ら、小学校生くらいまでを指す言葉にようになります。そうなりますと、じゃあ子どもと

いうのはどうかというと、子どもというのは、やっぱりせいぜい 18 歳くらいままでで、そ

の上は入ってこないのではないかと、30 歳くらいまで、30 歳に対しては、ただいまご批判

ございましたけれども、30 歳くらいまでをとりあえず今社会では未成熟、成熟していない

人たちもいる。つまり、経済的に自立してもいない、それから、親に依存している、ある

いは大学院、その他で学びますと 30 歳くらいになりますから、これは別にパラサイトと言

えばパラサイトなんですけれども、親の経済力に依存しながら勉強を続けているような人

たちもいたりして、それから二十歳でもちろん自立してしまう、18 歳で職業生活に入って

自立してしまう人たちもいたりして、なかなか年齢できちんと区切ることが難しい、それ

から子ども、あるいは青少年、若者に関わる法律を見ても、例えば、少年法の上限は何で

ある、児童福祉法の上限はどうである、学校教育法の場合はどうなっている、運転免許証

はどうなっているというふうに、非常にたくさんの子どもとか若者に対する年齢の区切り

方、法規制というのは法的な根拠という極めてリジットなもののように見えるものに関し

ても、さまざまに幅があるということで、これはちょっとお手挙げという形になりまして、

まあ、幅広く子どもと若者の両方を総称して考えていこうじゃないかと。ただここで出さ

れたのが青少年育成に関する懇談会なので、やっぱり表題としては青少年という言葉を使

わざるを得ないであろう。それならば、青少年、ここで言う青少年の中身を少し説明して

おいた方がいいんじゃないかというような形でこのような文案になったということもちょ

っとご説明申し上げます。ただ、それらを含めてもなおよいお知恵があれば、ここで大い
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にお出しいただきたいと思っております。 

 まず、ただいまの青少年という呼称とその範囲みたいなものでございますけれども、そ

れに関して何かご提案があれば承りたいと思います。 

 青少年というのは、ある意味で官製用語でございまして、私なぞは官製用語があまり好

きではないということもございますから、普段、何かいたしますときには「子どもと若

者」とで結んで両方をひっくるめて何かを考える。それから、これは特に子どもに特定さ

れること。それから、これは若者に特定されることというふうに分けて考える場合もある

というようなやり方をいたしますけれども、こういう場合はどうしても青少年というよう

な言葉を表題には出さざるを得ないであろうと、その中でどのように考えていったらよい

かということでご提案があれば承りたいと思います。 

 いかがでございましょう。 

 それから、30 歳でございますけれども、私は今ご意見を伺いながら変な計算をいたしま

して、人生 50 年のときに仮に 20 歳くらいまでを未成年と見たとすると、それは大体 0.

4％、そうすると今 78 歳というような寿命に対して 0.4 を掛けるとどのくらいになるかな

なんて考えましたら 31.何という数字が出てまいりましたので、30 歳くらいが昔の 20 歳く

らいと見てもいいのかななどと単純な計算をしてみたりしたところです。ただし、30 まで

青少年と言えば、確かに違和感があると言えば違和感がございますから、そのあたりのこ

とをめぐってご意見があれば伺いたいと思います。 

 むしろ 30 歳なんてことを言わないで、このごろ非常に上限がわからなくなっているくら

いにしておいた方が無難かという考え方も出てまいりますけれども、どうぞ。 

○玄田委員 今、思い出して、くだらないことですけれども、私３月まで学習院大学とい

うところにいて、そのときの同僚で川嶋辰彦という男がいて、彼は男性だろうと女性だろ

うと、年齢が 30 歳近かろうと必ず「青年」と言っていました。「青年」。それはなかなか

いい響きで、少年というのは少ないというふうに必ずしもネガティブな意味にこもってい

ませんけれども、少ないと言われた段階で何となく大人から見られているという感じがす

るような感じで、青年と呼ばれる方がなんか言われた方に立てばなんかちょっとやや凜と

した雰囲気があったりなんかして、青少年と言うとああ大人が言っている話だなという感

じがするんだけれども、青年と言われるとなんとなく言われている方はなんかいい感じが

実際にしましたよ。事例１です。 

 ３歳の子や５歳の子とかに青年と言ってもいいんじゃないのかなと思うけれども。 
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○本田座長 我々はみんな青年でもよろしいわけですね。 

○玄田委員 それはコメントできません。 

○本田座長 それは困りますか（笑）。 

 少を取れば青年でもってすっきりするんじゃないか。ただしこれは今度杉山さんなんか

はやっぱり乳幼児がどうしても抜けるんじゃないかとお感じになりますか。 

○杉山委員 私、子どもと青年とか、子どもと若者とか、先生はいつもそう表現するとお

っしゃられましたが、その方が一番最初の出すからには読まれるものにしたいという大前

提からすれば、間違いなくそうだと思うんです。子どもと若者というこのフレンドリーな

表現は適切なので、官庁が出すものにもそうしてしまうのはいけないのかしらなんてちょ

っと思ってみたり、青少年の上に「子どもと若者」とルビを振ればどうかとか、ちょっと

おかしいかな。 

○本田座長 ああなるほどね。うん、非常に今風ですね。 

○杉山委員 と思いました。 

○本田座長 今事例１として青年で通したらどうかなというのと、青少年というのを使い

ながらちょっと我々は子どもと若者と両方含めていますよみたいにルビを振っちゃうなん

ていうご意見もちょっと出てきたりいたしました。これらはまた後で考えてみたらおしろ

いかと思いますが、ほかにご提案ございますか。 

 それでは、呼称の問題は今のご意見を踏まえながらもう１回ちょっと再検討させていた

だく。それから、年齢の上限のようなものを入れることが非常に違和感を増幅するならば

それはぼかすとか、そういうことで行けるのではないかと思ったりいたします。 

 それから、青少年観というか、子ども観の問題ですか。基本的な方針に関して、基本的

な考え方に関して、たくさんのご意見をちょうだいいたしました。そして、まず１つは、

「たかが子ども、されど子ども」に対して大変痛烈なご批判がございまして、これは実を

申しますと私が投げたキーフレーズでございます。 

 私は、これは先走ってはいけないと前田先生がおっしゃいましたけれども、確かにちょ

っと先走っている。どうも先走る人間なものですから、今の状況の中で多分こういうふう

に動いていくだろうというようなことを少し早目に早目に言うくせがあるものですから、

それが出ているのかもしれません。ただ、子どもを非常に大切に思う、命がけで子どもを

産んだんだという今お母様でいらっしゃって、女教師でいらっしゃる方のご発言ございま

したけれども、そのような人たちが昔ほど多くないのではないかというのがひとつ私の認
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識としてはございます。子どもが産まれるということに対してどういう言葉を使うかとい

うような調査をしたとき、「できちゃった」というのが結構多かった。それから「つくる、

つくらない」という言葉が非常に多かった。「できちゃった」というのはなんか心ならず

もできちゃったという感じなんです。それから「つくる、つくらない」というのは、かな

り人工的な操作の段階で、何かもうつくろうかと思ってつくったというような形になって

くる。若い人たちの受胎意識とでも申しますか、それがそのような方向にどんどん変わっ

てきているということを考えますと、どうも子どもというものに対して非常に大きな感動

を持って世に送り出したり、それを受けとめて育児という行為に対して独特のかけがえの

ないものというような価値を付与して一生懸命に命がけで取り組む、そういう女性がいな

いことはない。幸いなことにまだいるんですけれども、それが主流ではどうもなくなりつ

つあるのではないかというような現状認識が私などにはあるものですから、むしろそれを

踏まえておいて、しかし子どもは大切なんですよという出し方をした方がもしかしたら現

状にぴったりするかなというのもあって、「たかが子ども、されど子ども」というのをち

ょっと投げてみましたら、事務局の方でご採用くださったということなんです。これに関

しても、やっぱりそれはやり過ぎであるというようなご批判があれば改める、もう少し穏

当な表現にするということで、これは多分起草委員の網野先生もかなりこだわっておいで

で、これは誤解を招くのではないかというようなご意見などもございまして、そのままに

なっておりますから、ちょっとここでこういう考え方は絶対に許せないというんでござい

ましたらどうぞご議論をいただきたいと思いますが、いかがでございましょう。 

○北村委員 私も起草委員の一人で、事務局の方にこんなきれいなメモじゃなくて、走り

書きメモをファクスしたときには、ここについておっしゃる意味はわかるんですが、前田

先生がおっしゃるように、人によって受け取り方がいろいろな色になるだろうということ

で、そういう意味でのリスクがあるなというふうに感じたものです。 

 それから、同じセンテンスで、子ども賛美の児童中心主義というのも、考える人にはわ

かると思うんですが、ちょっときょとんとなさる方も多いのではないかという気持ちがあ

ります。 

 それから、例えば、ここから先は言い回しではなくて考え方に関わってくることなんで

すが、私は命がけで子どもを産んだんですという、そういう意識が果たして子どもにとっ

て幸せなことなのかという考え方もまた一つの問題であると思うんです。いつまでも言わ

れてかなわねえやというふうな、あるいはこの子が生きがいということでずっといってし
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まうということも、そういうことを考えると、「たかが子ども、されど子ども」というの

は、わかる人にはわかるけれども、わからない人には多分謎かけのようになってしまうの

ではないか。ここはもうちょっと平易な方が、私は本田先生がお考えになっていることも

むしろ伝わりやすいのではないかというふうに思いました。 

○本田座長 例えば。 

○北村委員 困りましたね。子どもを宝とする考え方は広く容認されているけれども、な

かなかそれを尊重する行動としては必ずしも子どものためになっておらず、あるいは育て

る側のためになっていない場合もあるというような言い方だったらまあみんなが納得する

かなと。 

○本田座長 それは文言、文章としてですね。 

○北村委員 そうですね。 

○本田座長 それを表現するようなキャッチフレーズを逆から考えていくということです

か。 

○北村委員 それは、そうですね。そんなことかと思います。 

○本田座長 それが一つ。ほかにご意見ございますか。 

 網野先生、この間は非常にこだわっておいでだったので。 

○網野委員 ありがとうございます。 

 私も、やはり「たかが子ども、されど子ども」の受けとめ方はかなり広がりがあるので

はないかと思った一人なんです。全体的に報告案（骨子）の 11 ぺージの対応方策の１番に

ある、現状をリアルに語り合える社会風土の醸成と、これはかなり大事なことだと思いま

すので、ある意味ではもっと本音で語ろうよという部分もかなりあると思うんです。そう

すると、意味することとすれば、本当のところを私たち大人が子どもを語るとき、「たか

が子ども、されど子ども」というような受けとめ方で、落ちどころというか、結構そうい

うふうに見られる部分があるのではないか。これはいい悪いではなくて、客観的にまずそ

ういう考え方としてというふうだと私もちょっと落ちどころがわかるんですね。 

 もう一つは、同じ流れの中で一人前というようなニュアンスと、それから、人生の準備

というふうなこともこだわるかなと思う部分がありまして、「たかが子ども、されど子ど

も」だと、ひょっとしてやっぱり子どもは子どもなんだから人生の中の準備期間だと受け

とめるかもしれない。しかし、別に児童賛美の児童中心主義ではないにしても、本当に同

じ人間として考えたいと、あるいは関わりたいという人から見れば、子どもを青少年、あ
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るいは青年でもいいんでございますが、要するに先ほどの範囲で含まれる人たちはまさに

人生そのものです。だから、その部分を軽く見るか重く見るのかが問われている部分もあ

るのではないかというふうに思いまして。そういう意味では、いろいろ、客観的に見ると

「たかが子ども、されど子ども」という受けとめ方は結構現代の社会をやっぱり反映して

いるのかと、そういうことでしたら了解できるような気がします。 

○本田座長 どうぞ。 

○広田委員 あいまいなコピーだと思うんですけれども、私はこれ非常に好きなんですが、

というのは、子どもの問題というのは大人と同じ部分と、それから大人と違うという二重

性がある。それから、一方では保護をしないといけないし、一方では自立性を保障しない

といけないと二重性がある。二重性を忘れてしまうといわば型にはめてしまう子どもとか、

野方図にさせてしまう子どもみたいな一面的な子ども像になってしまうので、そこの部分

の二重性を表現しながら、でも子どもによって違うし、発達段階によって違うという、そ

のあいまいな部分というのは常に残しておかないといけないわけですから、あまり明確に

どこかで線引きをしないという、そういうコピーとしては、これは実に絶妙なんじゃない

かというふうに私は思いました。 

○本田座長 はい。 

○玄田委員 問題は、この報告書が、だれにどういうふうに読んでもらいたいかが明確で

はないから問題になっていて、前田先生のように子どもに対して毎日愛情を持って、正面

に受けとめていらいっしゃる先生にはどう説明したって「たかが子ども、されど子ども」

は理解していただけないですよ。 

 一方で、現実問題として、自分の子どもに愛情が持てないで悩んでいる親御さんに、も

しかしたら「たかが子ども、されど子ども」という言葉はある種の救いになるかもしれな

い。だから、報告書をおもしろいものにするためには、逆に言えば報告書がなぜつまらな

いかというと、日本国民全員に読んでもらうなんて思っているからおもしろくないんであ

って、一体この部分はだれに特に読んでもらいたいかということを明確にしないとおもし

ろいものはできないだろうというふうに思う。だから、それは報告書としては困ると言わ

れたらそれはもうあきらめるしかない。 

 あとさっきの、本田先生がおっしゃったキャッチコピーの話、気持ちはよくわかるんで

すけれども無理だと思います。むしろ私は、感想を言っていないから、言う資格もないん

ですけれども、やや違和感があるのは、こういうふうに十何回の懇談会に私全部出ている
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わけじゃないですけれども、非常におもしろい言葉が随分あったんで、それをもっと直接

的に使っていいんじゃないかという気がする。こういう立場にいてこうおっしゃったとい

う発言はリアリティーが一番ありますよ。変におまとめになるよりも、そのときのとおり、

実際の言葉をダイレクトに出した方がいい。これは経験２。厚生労働省で女性の活躍のパ

ンフレットをつくったときに、変にまとめるんじゃなくて、実際にインタビューした言葉

を直接投げかけた方が、感じてもらえるには感じてもらえるから、いやそこリスクがあっ

てもいいと思うんです。実際はせりふ、言葉、プロジェクトＸの「地上の星」が１位にな

る時代ですから、やっぱり具体的な言葉を投げかけた方が何か感じてもらえる可能性も高

いと思います。１つのキャッチコピーに集約しようとしてもやっぱりそれは難しいと。 

○本田座長 ありがとうございます。これはおもしろいご意見だと思います。 

 後藤さんどうぞ。 

○後藤委員 私もちょっとそこまで考えていなかったんですけれども、やはりこの報告書

の性格づけというのだけは確認しておいた方がいいと思います。やはり、前田先生のご理

解と私の理解で報告書に対してかなり違う部分があると思うのです。これは私の認識です

が、別に何かオーソライズするものであったけれども、でも「たかが報告書、されど報告

書」ということだと思うんです。ですから、「たかが報告書、されど報告書」なんですが、

だけれどもやはり何か言いたいことというのはありまして、さっき玄田先生がおっしゃっ

たように、リアリティーから出発しようということでいろいろな現場の方をお呼びして、

確かに聞いたという事実を、ある意味起草委員会でも忘れていたわけじゃないんですが、

言葉のレベルまで深く掘り下げようという努力は確かにしてこなかったなというように起

草委員のメンバーの一人として今事をいたく受けとめまして、確かに、何かつくろうとし

たという意識はどこかにあったかなと思います。ただ、言葉をどういうふうに散りばめる

かというのはまた難しいわけで、例えば中島みゆきさんがこれを全部聞いて、言葉をつく

ってくれて、歌をつくってくれればいいのかもしれませんが、なかなかそういうわけにも

いかないときに、かなり総花的になると先ほどもお話がありましたが、それはある程度し

ようがないというか、懇談会の性格上しようがないときに、ただやはり基本として捉えな

きゃいけないのは、どういう言葉を使っても、先ほど広田さんがおっしゃった二面性です

ね、つまり、どちらかではないんだというようなことの合意というのは多分今までの中に

できている。保護される存在と自立を促す存在と、そして、今を生きる子ども、これは昨

年の国連の子ども会議のときでも「今を生きる子どもと、そして、将来の子ども」と、将
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来だけを考えるんじゃなくて、今も考えなきゃいけないということです。今、子どもとし

て生きている、それをどう大切にしようかと、これは網野さんもずっとおっしゃっていた

ことですけれども、そういう二面性というものがわかるような形で誤解がないようにする。

最近いろいろなところで、ああやはり私もかなり特殊な考えの持ち主だということを痛感

する場面が多いんですが、やはりそういう意味では、全員に受け入れられないにしても、

少なくとも誤解がない形にはしないといけないなと。みんなに拒絶されるにしても誤解な

く拒絶されるというものを目指す方がい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。 

 １つおもしろいのは、玄田さんが生の言葉を拾ったらどうかと、これ確かにそうなので、

それはちょっとやらなかったというか、全部読み直して、何となくそれがまとまるような

方向でキャッチコピーを考えたというのが確かにございます。必ず両論があって、それら

を適当にというんでしょうか、何とか短いフレーズの中にまとめちゃおうということはし

ましたので、むしろ話題提供者とか、ディスカッションの過程で出てきた言葉をリアルに

取り上げてうまく使えると大変いいのかなと思うのですが、かなり大変な作業になります。 

○玄田委員 それが大事だと思うんです。 

○本田座長 間にあうかなという気がするんですけれども。 

○玄田委員 多分、まとめるということはあまり意識しない方がいいんじゃないかと。す

ぐ破壊的なことを言いたがるところがあって申しわけないんですけれども。 

 例えば、なぜ十代の子どもにセックスしてはいけないかという答えは１つではないです

よ。いろいろな答えがあっていいはずだし、ただ自分の子どもが、非常に不注意なセック

スの問題があるときに、やっぱり親として何か言いたいわけでしょう。そういうときに自

分としてどういう言葉を選ぶのかという、考えるヒントを与えればいいわけで、子どもが

何で働かないといけないかと聞かれて、うまく答えれられなくて悶々としている人に対し

て答えはいろいろありますよ。それに対して、ささやかな言葉とか、ささやかなデータを

提供する。私なんかの理解は、この報告書で明らかにそういう、ある悩みを抱えている 10

人ぐらいの大人をイメージして、それぞれに対してこういう考え方に対して、あなただっ

たらどの答えを選ぶかと言って、提供すること以外に何ができるのか。 

○本田座長 我々も悩みを抱えておりますので、青少年に対して明確な指針が出せるわけ

でもないという時代の中に生きていて。 

○玄田委員 いろいろ共通の問題はあったんでしょう。もうこんなに働きたくない、家に
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帰りたい。家に帰ることはやっぱり大事だと思うけれども、なぜ帰らなきゃいけないかと

自分自身納得したいときに、産後うつ病の話なんて非常に説得力あるし、そこはいろいろ

つなげることはできるんじゃないでしょうか。 

○本田座長 ただ、それはちょっと大変な作業のやり直しですね。 

  はいどうぞ。 

○樋口座長代理  起草委員会で話したとき、事務局も含めて、意見の対立している部分と

いうのが幾つかあったわけです。その本文の方については共通認識を持てるようなことを

まとめて、意見の対立しているものについて、後ろに補論という形でまとめましょうとい

うようなスタイルをとったんです。これは本文から全部対立している意見をごっちゃに書

いたときに、読む人たちがいろいろ意見はありますねということで終わる。そういうのも

報告書の目的の１つかもしれませんが、それでいいのかどうか、ということをやっぱり考

えてほしいなというのが１つです。 

 もう一つは、３ぺージの今キャッチコピーのところだけが議論になっていたんですが、

３ぺージでやっているのは青少年の健全育成に関する基本的考え方ということですが、実

際にここで書いているのは、青少年に対する現実認識ですね。健全育成をどう考えるかと

いうことは、ここで言うと最後のところだけだと思うんですね。「子どもと大人は二人三

脚」というのが、これが健全育成というところに関連するところであって、上の３つは、

少なくとも上の２つは現実認識、現実がどうなっているというふうに人々は考えているか。 

 ３番目は、括弧の中は割と目的というかどうあってほしいということになっているんで

すが、中身を見ると現実認識なんです。３ぺージで書いているのは、現実認識だけかなと

いうふうに、後でどういうふうにしたいかということを持ってくるのかなというふうに思

っておりまして、ということではなかったかなと思いますので、もう１度並べかえるとい

うか、どうすればいいのかなと思っています。 

○本田座長 そうですね。確かにそうです。健全育成に関する考え方となっておりますけ

れども、現在の青少年に関する基本的考え方とでも言いましょうか、青少年をどう見るか。 

 例えば、この懇談会では子ども観という言葉が非常に使われたんです。もっと子ども観

を議論すべきであると。ところが子ども観というのを真っ正面から取り上げて議論すると、

それぞれが自分の心情告白になってしまって、それぞれの価値観の中で子どもをどう見る

かというのが形成されておりますから、私にとって子どもとはこういうものであるという、

お互いが心情告白を超えて信仰告白みたいになってしまう。それはちょっとこういうメン
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バーの中で語り合うこととして適切かどうかというようなこともございまして、子ども観

というのは真っ正面から取り上げてはいない。ただし、ここでの議論の中でしばしばいろ

いろなご提案なり、ご意見なりがあって、それらはみんなその方たち、語る人の子ども観

を反映して出てきている言葉であった。それらは何となく冒頭にまとめておきましょうみ

たいな形でこれが出ておりますから、ただいまの樋口座長代理のご指摘のように、健全育

成に対する基本的な考え方というのは何もここではほとんど語られていないということが

ございます。もし、それを基本的に組み立て直すとすれば、青少年に対する現状認識とい

うのを入れて、それから基本的考え方は別立てにするということの方がはっきりするのか

なとも思いますけれど、骨組みを変えるというご提案ですね、とりあえずは。 

 それに関していかがでございますか。 

○椋野参事官 起草委員会のご意見を踏まえてこの骨子案をつくった立場としましては、

今の基本的考え方の３つ目は、健全育成とは、今を充実して生きるということを支援する

と、それから、一人前の大人へと成長していくことを支援していきますと、これが青少年

を健全に育成することというふうに理解して一応この骨子案はつくっておりますので、子

ども観ではなく、ここは健全育成とはそういう今の充実の支援と成長支援のこの２つの要

素から二面性の持つものだと、そのありようが一方的な働きかけではなく双方の歩み寄り

だというふうのが４つ目というふうに、そういうふうに私は起草委員会の議論を了解して

書いてみました。 

 それから、もう１つ、最初にこの懇談会の趣旨といいますか、お集まりいただいた目的

はやはり政府としての青少年の育成に関する総合的なプランをつくりたいということでお

集まりをいただいたということがございます。ですので、こういう意見もある、ああいう

意見もあるというのではなく、やはりお集まりいただいた有識者の中で合意できるところ

は出してまとめていただければと、それをもとに政府としてはプランをつくっていきたい

というふうに思っております。ただ、それではなかなか耳を傾けていただきにくいところ

があるというか、なかなか読みやすいものにならないというのもよくわかりますので、玄

田委員のおっしゃったことに対しては、できるだけ資料の方でデータですとか、あるいは

事例ですとかを入れてわかりやすい、そういう実際の言葉をそちらにまとめるような形に

させていただればというふうに思います。もちろん、合意を得られて使えるものは実際の

言葉を報告書本体に入れていくことは努力したいと思いますけれども、ここにあまり両論

を入れていくと、プランをつくっていく上で踏まえるべき報告書という性格が薄れてしま
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うことをちょっと懸念いたします。 

○本田座長 ただいまのようなご説明です。それから、両論と言いますけれども、なぜ両

論が出るかといえば、成長途上体というか、成長期の人たちは、そもそも二律背反的とい

うか二面的な存在だから、必ず一面だけを見て発言すればこういう発言が出てきて、そし

て結論を出そうとすればある結論が出てくる。それから、こちらを見て発言してそこから

結論を出せばある結論が出てくるで、必ず二つあるというのはそういうことであって、そ

もそも成長途上体に大人が対したときにそれは二つの面を持った存在としてしか措定され

得ない。そこで出てくる両論なので、両論併記というのはある意味で当たり前のことなの

ですが、それを具体的に細々と書き並べるよりは、両論併記せざるを得ない、両論が出て

こなければならない１つの根拠として、二面性と申しますか、そういうものを少しはっき

りと提示しておくということは１つの行き方ではないかというふうに考えてはおります。 

○杉山委員 これを読みながら、子どもが読んだらどう思うかなというのをやっぱりちら

っちらっと感じるんです。自分たちのことを大人が言っているということですね。何だろ

うか、やっぱりちょっとずれているよねとかいろいろあると思うんです。それわかってや

っているよというのかしら、そういう部分、やっぱり大人として、あなたたちのことをこ

う思って、こう感じて、こうしようと思っているという、子どもに対してのメッセージみ

たいなことで失礼のないようにしたいなというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 これはおもしろい考え方で、やっぱり私たちはどういったって大人なんですね。そこで、

一生懸命言えることを言おうとしているということをわからせた方がむしろ親切ではない

かと。子どもといっても、それこそ 20 歳とか、30 歳とかの人が読むかどうかよくわかり

ませんけれども、仮に読んだ場合に、それがきちんとこちらのスタンスが伝わるような書

き方が前提としてあった方がいいということですね。 

 ただいまのことに関して何かご意見ございますか。おもしろいご意見だと思いますが。 

○天野委員  僕もそんなに読み込む時間がなかったんですが、今の話も伺っていたりとか

何かして、やっぱり難しいなと思えてくる。よく、ここまで文章にしていただけたなとい

うのが、大変だっただろうなというふうに思いました。ご苦労さまでした。 

 ただ、僕は子どもの遊び場でやってきているせいか、つまり健全育成という発想はない

んですよ。だから、非常にそれが違和感なんです、もともとが。健全というのは、子ども

は健全に育つというか、子どもはそういう生き方しかできない状態です。育成していくと
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いうか、そのことを健全と呼ぶか不健全と呼ぶかは、大人の価値の問題なんです。大人の

価値の問題を前面に出すのであれば、この全体的にこの調子でいいというふうに思うんだ

けれども、僕は一方で、例えば子どもの遊びというのは、子どもがやりたいという気持ち

がベースにならないと遊びとは呼ばないというふうに言うわけです。大人がプログラムし

て鬼ごっこをさせようと思ってもそれはもう鬼ごっこは遊びじゃなくてやりたくない子か

らすると、やりたくない勉強しなさいと言われるのと変わりはしないということで、逆に

言ったらば、やっぱりやりたければ、数学の定理を解くんだって、それだって遊びになる。

やりたいという動機から来るのであればね。遊びというものの形があって言われてやるも

のではなくて、やりたいという本人の動機そのものが問題だというところから来るので、

動機の問題を僕はもっと重視した方がいいと思います。つまり子ども本人の問題なんです。

そのときに健全という大人の価値の出し方というのは僕は非常に不適当だというふうに思

うわけです。 

 大人がプログラムをして何とかなる世界と、大人がプログラムしたってどうにもならな

い世界というのはやっぱりあるんです。それは子どもが中心であるとか何とかということ

とは違って、子どもは大人というか、僕らとはもう明らかに違う一人の人間だからなんで

す。だから、僕らがどういうふうに思ったって、どういうふうに願ったって、どんなふう

に言ったって、相手は相手の一つの意思を持っているわけだから、そのようにならない場

合もあるわけです。だけれども、じゃあ相手はそうならなかったら必ずしも不幸になるの

かというとそんなことはなくて、不幸になりたくてなっている人間なんてそうは多くはい

ない。そういうふうに選ばざるを得ないようなというか、そうならざるを得ないような状

況が子どもに対してそういうふうなことをしてきているということ、やっぱり大人に対し

てきちんと反省を促していくということが僕はすごく重要だというふうに感じているんで

す。 

 だから、大きく分けて僕は２つの柱があるというふうに思うのは、大人がプログラム可

能な世界があるということと、それと同じく重要な、大人がプログラムに手を出してはい

けない世界が、つまりこれ以上子どもをいじるなという世界があるということをはっきり

と打ち出す必要がある。まず僕はそこがべースだというふうに感じるんです。 

 今、総体的に子どもに対しては過干渉です、大人は。干渉し過ぎる。それは子どもか何

か問題を起こすと、そのたびにそれは指導が悪かったからだと、じゃあ裏を返せば指導が

よければ子どもはトラブルを起こさないで済んだのかと、それはわからないんですよ。じ
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ゃあ話を進めていけば、徹底的に指導する。つまり子どもを徹底してコントロールすれば、

子どもは悪さをしない子どもになるというような言い方になってきてしまうわけです。つ

まり、子どもはコントロール可能な存在だという見方があるんです。けれども、子どもは

コントロール不可能であると。子どもが育つというには一定のリスクを背負うのだと、子

どもはやっぱり痛い思いをしないと自分で気がつかないことだってあるし、痛い思いの中

からでしかその子は学び取れないことがある。そのことを大人はどういうふうに懐を広く

して見守っていかれるのかという、どうやってその子どもと一緒に痛みを共有しながら育

てていくことができるのかと。多分僕はそこを求める必要があると、実は感じているんで

す。 

 そういう点では、だから「たかが子ども、されど子ども」というのは僕は非常にいい言

葉だというふうに思っているんです。たかが子どものやることにそんなにいちいちめくじ

ら立てるな、いい大人が、というふうに実は僕は思うんです。もっともっと子どもが試行

錯誤するのを子どもとともに一緒に見ていけるという懐の深さを大人がもっと持てよとい

うふうに思うんですね。一個一個のことで四の五の言うなというのが僕なんかの感想だっ

たりするんですよ。 

 だから、そういうような子どものみずから育とうとする力、そこにやっぱり一つの彼ら

の可能性を僕なんかは信じているというか、実践の中でそれはもう信じているんじゃない、

確信しているんです。必ず彼らは自分の力で生き抜いていく力を獲得していくと。大人が

四の五の言い過ぎるからおかしくなるというのは、これは遊び場の中で僕は確信している

ことなので、少なくとも僕の中では架空論ではないし理想論ではないわけです。そういう

ような価値を僕はもっと社会的にはきちんと訴えていきたいというふうには思います。そ

れをベースにしていただけたらこんなに幸せなことはないというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 玄田さん。 

○玄田委員 僕は天野さんの意見にとても賛成で、加えてこの報告書は大人のために書く

べきですよ。それも椋野さんの説明でよくわかりましたよ。読者は明らかに大人。大人と

してできる可能なプログラムというのは何かということで最大限の合意ができたことだけ

淡々と書けばいいんじゃないですか。 

 例えば、私、記憶があるのは実は網野さんがおっしゃったことだし、私も思ったのです

けれども、全体の中である種の共通のところとして、子どもに携わっていらっしゃる大人
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の方がある部分圧倒的に数が不足していて、子どものためのプロフェショナルというのは、

ある意味とても必要になっているんじゃないかと。そのためのさまざまな支援が必要だと

いうのは、あるところで合意ができているような気がするんだけれども、それに対してあ

まり細かい具体的なことがまだ書かれていないでしょう。それは全員が合意するかどうか

わからないけれども、あの瞬間にはある種の合意があったような気がした。だとすると、

子どものためのプロフェショナルというのが今どこにどのくらい必要かということをある

程度具体的に提示するということは、両論併記じゃなくてかなり具体的な政府のプランで

しょう。だから、これは子どもに書くんじゃなくて福田官房長官が喜べばいいわけでしょ

う。それには、そのための具体的な提案を出さなきゃやっぱり喜ばないでしょう。 

○本田座長 確か、何か臨時の補充要員をふやすとか、何かいろいろなご意見が出たこと

がありますよね。玄田さんがおっしゃったのを覚えています。 

 それから、健全に関しては、松下委員からちょっとまたコメントがついておりまして、

この委員会では、「健全」という言葉はあまり使ってこなかったと。しかし、最後にこれ

を入れるとすれば、説明をしなければならないのではないかというご意見がここに出てお

ります。慣用的に使われている健全ではないということをうたわなければ、ここで最後に

健全という言葉を持ってくるのはおかしいのではないかということなんです。 

 基本的に健全というのを使わないで来たのですが、最後にやっぱり健全というのをどこ

かに出すことが必要になったのかどうかということに関しては、ちょっと椋野さんの方か

らご説明いただけますか。ここだけにちょっと出てまいりましたね、Ⅱ番の青少年の健全

育成に関する基本的考え方というところに。 

○椋野参事官 内閣府の仕事が最初にご説明しましたように、健全育成なんです。それで、

ただ、健全育成というときに浮かぶイメージに違和感を覚える委員の方が何人かいらっし

ゃって、お願いするときにとりあえず健全を外してお願いをいたしました。ただ、違和感

を覚えるイメージではない何か健全育成とはこういうものだというものをむしろ積極的に

打ち出していただいた方が、もし合意が得られれば、内閣府がやるべき青少年の健全育成

とはこういうことなのだということを打ち出していただいた方が、後のプランづくりにも

役立つと思いましたので、そこを避けるよりは入れた方がいいかと思ってこういう案をつ

くってみました。 

○本田座長 多分ただいまのような形で最後にここに出てきたのだと思います。 

 これに対して松下委員がおっしゃるように、やはり何かきちんとここではこういうつも
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りで使うんだということを入れた方がいいのではないかということだと思いますが、別に

青少年とか若い人、子ども、何でもいいんですけれども、そういう人に対して何かを考え

たり発言したりするときに、不健全にしたいと思う人はだれもいないわけで、それがどの

ような形であれ、何か健やかに成長、その健やかの中身がまたいろいろあるわけですが、

健やかに成長してほしいと思うからいろいろなことを考えたり言ったりするんで、知らん

顔をしていればどうでいいという形になるわけですが、知らん顔をしていないところに健

やかとか何とかという価値がどうしたって若干入ってきて、若干じゃない、これかなり入

ってくるのが当然だと思うのですが、ただ、それが従来のイメージで規定されないように

何かしておくというくらいのことは必要ではないか。 

 広田先生どうぞ。 

○広田委員 これの３ぺージの基本的考え方の一、二を踏まえて三のところに、健全育成

とはこういうふうなものだと考えるというので明示されているんではないかと思うんです。

だから、もし、もう少ししっかり書くとすると、ここの部分で青少年のあり方をどう見る

かというがあって、あと育成をどう考えるかということでしょう。だから基本的には書か

れているものを厚くしていけばいいと思います。 

○本田座長 厚くしていけばね。 

 後藤先生。 

○後藤委員 先ほどあったように、そのプランというのは、今後の青少年に対する対策の

基本になる指針ですから、つまり、どんな言葉を使おうが今までの健全育成とは違うんだ

ということの合意は多分できていて、ただ内閣府の仕事が健全育成であるということの意

味というのは多分今座長がおっしゃったように健やかに育てるということだと思います。

その健やかの意味の解釈がいろいろあるけれども、やはりここではこういう意味でという

ので、今、広田さんおっしゃったような形で、多分もう少しわかりやすい書き方というの

が多分あり得るんじゃないかと思います。したがって、先ほどの天野さんがおっしゃった

ことというのは、学童期の課題のところにいろいろ書いてあるんです。豊かな挫折とか。

だからそれをもうちょっと前に持ってきて、そういう子を、いじり過ぎということじゃな

いですけれども、青少年の自立のもう少し具体例というのがもしかしたら天野さんがおっ

しゃったようなことで、そうするとよりリアルにイメージできて、先ほど杉山委員もおっ

しゃったように、最初読んでああなるほどと、ああこういうことをここでは言おうとして

いるんだなと、読んでみようかなと思ってもらえれるのかもしれないというふうにも思い
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ます。 

○本田座長 例えば、今おっしゃったことで、学童期の課題のところの、のびのびとした

とか何とか、そういうことをもっと前にということですか。 

○後藤委員 のびのびとした、豊かな挫折を見守るということですね。だから豊かな挫折

を見守るという視点というのは１つの支援のあり方だと思うんです。ですから、そういう

意味で、豊かな挫折を見守れるその幅とか、キャパシティとか、それは見守るためには待

つということ、多分、この中でも幾つか、子どもの成長を待てない、試行錯誤を許せない

というのも出てきていたと思うので、そういうものも加えて。ですから大人に対して待て

るようにとか、そういうイメージがこれだと沸きやすいかなというふうに思います。 

○本田座長 「豊かな挫折を見守る」なんてキャッチコピーとしても使えますね。 

○後藤委員 そうですね、大変いいかなという気も…… 

○本田座長 そうですね。 

○前田委員 挫折って豊かなんですか。 

○後藤委員 でも挫折しなければ成長しないと思いますから、試行錯誤の中でということ

じゃないですかね。 

○本田座長 そこでまた挫折という言葉に対する今解釈がきっとぱっと…… 

○後藤委員 あ、違う。 

○本田座長 違うんだろうと思いますね。挫折というのは、もうマイナスだというふうに

捉えればということだと思いますけれども。 

○天野委員 豊かなが問題なんですよ。 

 だから、それが僕は大人の価値だと思うんです。子どもが挫折するのに豊かもへったく

れもなくて、人間が挫折するのには豊かも何もあったもんじゃないわけで、したくてする

わけじゃなくてしちゃうんです、あんなものは。しちゃうという、そういう予定調和でな

いというか、思ったとおりにならないということで、そういうことの中で、やっぱり場当

たり的な対応も含めて、だけれども、そういうところでもうどうにもならない窮余の策と

いうのが底力を引き出したり、あるいは、それでもって、さらに傷ついたりとかというこ

とがあるけれども、やっぱり自分の人生を乗り切っていく力はそういうことの中で多分本

来ついてくるというふうに、僕は感じるんですね。 

○本田座長 それは言葉の解釈の問題で、後藤さんが言っていらっしゃる豊かな挫折とい

うのは豊か的挫折と非豊か的挫折を大人が用意したりするということではなくて、子ども
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が挫折することはすべて豊かなものであるという見方の中でそれを見守っていこうという

意味ですよね。だから、それは言葉のニュアンスをどう捉えるかという問題だろうと思い

ますけれども、それはまた１つの課題といたしましょう。 

 はい、どうぞ。 

○樋口座長代理 起草委員として、僕も健全育成ということ、やっぱりここで使われてい

るのと従来使っていた健全育成というのはあまりにも違うなというふうに思うんです。健

全育成というのは、やっぱりある意味では固定概念を皆さん持っていらっしゃるんです。

この言葉を使う途端に、従来の考え方がぱっと１行目で出てくるんです。これを否定する

というのは、相当なものになるんで、別の言葉じゃまずいんだろうかというふうに思うん

ですが、内閣府を否定しようとは思っていないんですが、やっぱり従来とは考え方が相当

違った内容になっていますから、この言葉を使った途端にタイトルと中身が違うじゃない

のということになってくる可能性があるんで、この言葉をもう一度、本当に使わなくちゃ

いけないかというところまで含めて検討なさった方がいいんじゃないんでしょうか。 

○本田座長 それをしていただければ、こちらとしてはちょっとありがたいかなという気

がいたします。 

○樋口座長代理 みんな強いイメージを持っているんですよ。この健全育成という言葉に

対して。今まで使われてきた経緯がありますから。 

○落合委員 今日の、最初の青少年育成国民会議の方が、「伸びよう 伸ばそう」という

標語の話を出されたのがおもしろかったなと思っていまして、だから、「伸びよう」みた

いなことが言いたいわけですよね。健全育成の「育」は言いたいんだけれども、育成と言

っちゃうと大人の立場になる。ここちゃんと書かれていると思うんですね。この３ぺージ

の３つ目のところ、生きることと、それから成長していくことを支援することだという、

だから、成長し生きている主体としての子どもというのと、それを支援する大人の役割の

違いというのをちゃんと書き分けていらっしゃるんです。だから、これで正確だと思うん

です。 

 ただ、すっと読むとそこの心が伝わらないかもしれないから、だから何でしょうね。伸

びよう、伸ばそうでもないと思うんですね。だから、伸びよう、それを支えようみたいな

ことなんですけれども。何か…… 

○後藤委員 伸びようとかと言うとまた何で伸びなきゃいけないのというような話にもな

ってきたり、難しいですよね。だから、それをちょっとまた何かご意見があれば、私が伺
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ってどうするかというのも変なんですけれども、どういう言葉を使っても、多分伝わらな

いことは伝わらないので、なるべく伝わるというものがあれば。「伸びよう」、「伸びる

の邪魔しない」、違いますね。 

○本田座長 邪魔しないというか介入を避けるというのがしばしば起草委員会でも話題に

なっていましたし、キャッチコピーにも何か出ていたのですが、それがちょっとどこか見

えにくくなりましたね。それはどこに入りましたか。あまり介入しないというのがかなり

繰り返し出てきて、それからこの懇談会の中でもかなり基本的なコンセプトとして共有さ

れていたように思うのですが。 

○椋野参事官 対応方策の１のすぐ上のところに介入、不介入のバランスがとれるような

配慮が必要であるという、キャッチコピーとしてはここに出ております。 

○本田座長 対応方策の……ここのね、ここですね。 

○椋野参事官 広田委員からはもう少し説明を加えてくれというふうには言われておりま

す。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○北村委員 今テーマになっている大人の介入度と微妙に絡むとことだと思うんですが、

これ全体を読んでいって、本当に漠然としたイメージなんですけれども、これは子どもの

ためを、それこそ大人の立場から考えているという、それのよしあしは別として、スタン

スとしてあるわけですよね。今、大人にとって子育てはとっても厄介でリスキーなもので

あるという認識があって、そういう大人に対する救済みたいなものがもうちょっとどこか

ににじませられないだろうかという気持ちが私はあります。 

 これを、実際には読むのは大人ですし、それから行政で教育等に関わっている方を抜き

にしては大抵の方が新聞ですごい簡単に縮小されたものを読むわけですね。何て言うんで

しょうかね。これを１から 10 まで全部原文で読む大人の方というのは本当に、本当にごく

わずか。そのことを考えると、大人に対するメッセージ性というのもどこか広角的にぜひ

入れてやってほしいという気もいたします。それがめぐりめぐっては子どものハッピーに

なるんじゃないかという気がしました。 

○本田座長 これは、多分最初からかなりここでも共有されていることで、杉山さんなど

がかなり主張されているのはそこですね。 

 ですから、これもちょっともう少しはっきり出た方がいいということね。その子どもが

嫌いかもしれないし、子どもを生涯自分の人生の妨げと考えている大人がたくさん今増え
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ているだろうと思うんです。そういう人たちもやっぱり支援しなければならないだろう。

あなた方は間違っていると決めつけても仕方がないわけですから。そのような人たちが子

どもとどう取り組むか、取り組みやすい状況をつくってあげて、助けてあげるということ

は非常に必要である。とがめて怒るのではなくてね、ということですよね。それはどこか

にやっぱりメッセージとして出した方がよろしいかもしれません。 

○北村委員  すみません。それがですね、介入の度合いで妙な言い方ですけれども、そん

なに介入しなくたっていいんだわという言い方が、実は、大人にとっても救いになるとい

う局面は随分あるように思いました。 

○本田座長 ありますね。 

 多分、さっきの朝食のことで非常に前田先生からご批判ございましたけれども、微妙な

表現をここで書いてくださったのは、１つはそれがあったからではないかと思います。朝

食は家庭でというのをうたってしまうと、これはもう従来の前提でございますけれども、

それを追認してしまうと、そういう形をむしろ大人に強要することになる。むしろそれを

避けてちょっと柔らかい表現になっているのかなとさっき思いましたけれども、若干修正

の余地はあるのかもしれません。 

○落合委員 今、朝食のことが出ましたので関連して、今日ちょっと入り口のところで議

論が終わっているんですけれども、内容のことをせっかく前田委員がいろいろおしゃって

くださったので、この朝食のことちょうど私も思うことありまして、アジア５カ国の子育

てと高齢者介護の調査をしているんですけれども、その中で、家で朝食べさせるというこ

とにそんなにこだわってるのは日本ぐらいじゃないですか、日本と韓国も多少そうですか

ね。中国なんかだと外で屋台で食べるとかですね、大人も外で食べるのもありますよね、

中国文化圏は。学校の門の外に店が出ていて、そこで食べていくのが結構多いとかいうパ

ターンがあります。その社会じゃそれで健全なんですよね。それでもいいんじゃないかと、

学校で提供するというのならそれでもいいんじゃないかと思うんですけれども。 

○本田座長 ただいまそんなご意見出てまいりまして、多分そういう認識があったので、

ここで、家庭でのあれが強調されていないのではないかと思います。それから３食食べる

ようになったのはかなり後のようですね。江戸時代の後期くらいでしょうか。大体２食、

食べたり、食べなかったりという食生活が庶民の間では一般だったようですから、近代社

会の形成と同時に、家で３回ご飯を食べるというような１つのパターンができ上がって、

それが健全な家庭のイメージとして定着したのではないかと思いますけれども、それが崩
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壊していくということを非常に危険だと思うか思わないかとか、あるいは、それは子供に

とってめちゃくちゃ困ると考えるか考えないかで、このあたりがちょっと違う認識が出て

くるんだろうと思います。 

 前田先生どうぞ。 

○前田委員  今の朝食の件ですけれども、これをしていくと、そもそもの学校給食という

ことを根底から日本で考え直さなければならないというような、こういう問題も私は出て

くるのではないかという感じがします。 

○本田座長 それは確かにあるだろうと思いますが。 

○玄田委員 僕はあまり言わないけれども、朝食の問題は、別にカロリーの問題じゃない

わけでしょ。今日苅谷さんと樋口さんと、朝一緒に研究会をやった。朝食をきちんととっ

ている子どもの方が成績がいいというふうな結果があるというのは、栄養がいいからでは

なくて、そういう生活のリズムが確立されているということを意味しているわけだから。 

 だから同じことは言いませんけれども、過剰な介入がある親と、全く無関心な親と両方

あるということが問題なんで、その両方に１つで答えようとしても無理だと言っているん

ですよ。それぞれ親が持っている問題は違うわけだから、１人１人の親でも違うけれども、

その中で代表的な 10 ぐらいの問いに対して、それぞれできることは何かと考えるしかない

んじゃないの。だから、全く子どもに対して愛情が持てない親に対して、介入しなくてい

いんですって言えますか。 

○本田座長  それは言えないと思う。だから支援ということが出てくるんですよ。 

○落合委員 学校給食のことじゃなくて、学校で提供ならそれでもいいですけれども、学

校の門のあたりに屋台が出ているんでもいいと思うんですよ。むしろその方がいいかな、

民間活力といいますかね。やっぱり食べていった方がいいと思うんですよね。カロリーの

問題だと思うんです、私、さっきおっしゃったのは。そうですか。だから、ちゃんと途中

で食べていきなさいという親は、それでいい親なんじゃないでしょうか。 

○本田座長 これは、多分広田さんなんか、生活習慣と、それからカロリー、どっちにウ

エートを置くかという問題ですよね。 

○広田委員 朝御飯をつくる余裕のないような親につくれと言ってもこれはもうつくりよ

うがないわけですから、そうすると、生活規律を立て直せと言っても、これはなかなか非

常に親の事情がありますから、考えるべきことはカロリーをきちんととらせて、お昼まで

ちゃんと勉強できるような環境をつくるのがまず優先で、そういう意味じゃコンビニでも
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別に構わないんじゃないかと私なんか思いますけれども。 

○本田座長 この辺は既成概念の洗い直しということでやっていけば、幾らでも洗い直し

ができるんですが、ちょっとそれをこまごまとやる場でもございませんので、それはどう

するかまたちょっと考えることにいたしましょう。 

 それから、ご指摘いただいた問題で、先ほどメディアの問題とか、出会い系サイトの問

題とか、こういうむしろ社会的に規制すべき問題に対しての提言がなさすぎるというよう

なご発言がございまして、確かにそういうことはあまりここでは論じてこなかったのです

が、そのようなことに関して皆様どうお考えになりますでしょうか。出会い系サイトの問

題とか。そうですね。 

 では、今日ご欠席ですけれども、中村委員ですか、メディア関係でご報告がございまし

たね。あのときは、氾濫している情報の洪水にさらされているけれども、子どもはあまり

その影響をもろに被っているわけではないという結論を出してはおいでになりました。そ

ういうデータをお示しにはなりましたけれども。 

○広田委員 子どもの教育の問題を議論していくと、大体目が見えなくなるというか、ど

んどん視野が狭くなっていくんですが、通信・表現の自由の問題とか、いろいろな問題と

関わる大きなテーマだと思うんです。それで、中村さんがご報告になったように、結構や

っぱり情報化の流れというのはとめられない中で、それなりにやっぱり使いこなしていっ

てくれないと自立できないというのも実際のところです。そういう意味では、教育を、要

するにプログラム化をどんどんやっていこうという話で議論していくと、ついほかのいろ

いろな問題が見えなくなってやり過ぎてしまうようなところがあるので、考えるにしても

結構慎重に考えた方がいいんじゃないかと思います。 

 できることはいっぱいあるけれども、やっぱりすべきでないというか、そこまではいい

んじゃないかとか、そういうふうに考えるべきものはいろいろあると思います。 

○樋口座長代理 先ほどいただいた資料１の最後のぺージですか、６ぺージのところに、

この問題が内閣府としての取り組みという形で示されていますが、これどんな内容になっ

ているんでしょう。「出会い系サイト」に関わるという。 

○菱川参事官 これ、確か前回か前々回か資料でお配りしているのではないかと思います

けれども、大きく柱としては、１つは、いろいろな意味での広報啓発といいますか、各当

事者の方々が留意していただきたい事項。それと、出会い系サイトに関係する事業者に注

意していただきたい事項、それと、取り締まりの強化でありますとか、法規制の検討、こ
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ういったことの内容を骨子としています。 

○樋口座長代理 一定の方向性をもう打ち出しているということですか。 

○菱川参事官 そのとおりです。はい。 

○本田座長 例えば、樋口先生は、そういう方向がもう大まかに出ているのならここで、

あえて…… 

○樋口座長代理 皆さんがそれに賛同するかどうかという問題はありますが、もしあれだ

ったらだめ押しでも書いてもいいだろうし、ということですね。 

○本田座長 その方針が共有されればということですね。 

○樋口座長代理 そういうことです。 

○本田座長 それから、そうじゃなかったら、あえてこの程度でもいいのではないかとい

うことですね。 

 ということのようでございますが、前田先生、ただいまのご説明でいかがでしょうか。 

○前田委員 やはり性に関する問題ということで、性的行動を習得するということ、この

辺は。 

○後藤委員 多分、性的行動というのはセクシャリティーのことで、私などはセクシャリ

ティーという言葉を出したらいいんじゃないかというふうに申し上げたことがあったんで

すが、だから性のあり方ですよね。性行為や性に対する考え方、あり方みたいなものがこ

こで多分日本語として性的行動というふうに書いているんじゃないかと思うんです。です

から、自分の性のアイデンティティーとか、自分のセクシャリティーを見つめるというか、

自分は今後どういうふうにだれと性的な関係を持っていくのかというようなことを考える

時期ではあると思うので、そこら辺のことを言おうとしているというふうには理解をして

いるんですけれども。 

○本田座長 やたらに片仮名を使うなというご指摘もあるのですが、セクシャリティーと

言って理解できる人と理解できない人がもしかしたらいるのかもしれない。性的行動につ

いて「習得」をとればまだいいですか。 

○後藤委員 そうするとちょっとあれなんですが。習得、学ぶということですね。 

○本田座長 ただ、性的行動の習得というとやっぱりこれも誤解を招く言葉かなと思うし、

セクシャリティーというとまたちょっと理解しきれない人も出てくるかな。難しいですね。

これも表現が。 

○後藤委員 確かに、ここら辺は多分すごく難しく、あまり起草委員会でも合意もなかっ
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たですし、いろいろな多様な価値観が一番反映される領域ではあると思います。 

○本田座長 非常にモラリスティックに禁止するという形から持っていくのも当然あるで

しょうし、それから、もうそうではないと、非常に子どもが早く成熟しているんだからと

いう形で行くのと、大きくいけば、極端に言えば２つの論ができて、その中にたくさん分

布するだろうというところですね。ただし何らかの形でこれは触れなければならないこと

だろうとは思いますが。 

○後藤委員 今日のある週刊誌の見出しに、性教育が行き過ぎであるみたいな形の意見も

出されているわけで、ですからいろいろと多様な考え方がある中で、ただやはり人生を生

きていくに当たって、思春期に性について考えるということは必要だということで、ただ

どの程度まででそれを盛り込むのか。おっしゃるように、確かに危険なことばかりを先に

というよりも、もう少し、先ほどまた生産的なことをもっと多分盛り込むようにというの

が前田委員のご趣旨じゃないかというふうに理解をしたわけで、ただ、危険なことからは

遠ざけよう、防ごうということはあるわけですね。例えば、性感染症にかかることがいい

という合意はないわけですし、また、妊娠中絶がいいということもないわけですし、やは

り性的な行動をするのであれば避妊をきちんと習得する、避妊の必要性、特にこれは男の

子に対して避妊というのがどういうものなのかというのを教える必要は当然あると思うん

です。ですから危険なことについての合意はできても、なかなか危険ではないこと、性に

対してモラリスティックに考えるのか、こうあるべきであるとか、例えば、中学高校生は

性から遠ざけておいた方がいいとか、そういう中高生の性行動を促進しないようにしたい

とか、そういう可能性も考えられるんですが、ただやっぱり考えることと行動すること、

考えれば行動するのかもしれないですが、必ずしもイコールではないんじゃないかという

気はするんですね。考えないで行動するよりは考えて行動した方が挫折も豊かになるんじ

ゃないかと思いますが。 

○樋口座長代理 多分、前田委員は言葉の使い方を問題視なさっているんだと思いますが。 

○本田座長 でしょうかね。性的行動の習得というのが非常にあれだということでしょう

か。 

○前田委員 例えば、具体的に中学２年生の女の子が、出会い系サイトで会って、中学３

年生の男の子と１週間家出して、戻ってきたと、僕一生住みたいよと言って現実にその彼

女の家に男とか来ちゃって、そういう状態を親として、大人としてどう感じますかという

問題です。 
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 いいじゃないの好き同士だからと言うのか、まだ子どもだからと言うのか、その辺は価

値観とかいろいろなのが違うわけでしょう。だから現実にそういうことが起こっていると

きにどうなのかと。総論は客観論で言ったときにはいいけれども、いざ自分の子どもや父

親として、母親として、教師として、現場で、自分のクラスの子どもがそうなったときに、

どう対応していくかというのを、それがそれぞれ価値観があるからいいじゃないですかと

言ってどうなんですかということなんです。 

○樋口座長代理 そういうのを問題になさっているんですね。 

○本田座長 そうですね、セクシャリティーというのはそういうことですね。 

○樋口座長代理 知識を…… 

○後藤委員 知識もそうですが、ただ具体的にそういう事例があるというのも多分事実な

わけで、ただそのときにはじゃあどうしてそういう行動をとったのかということを、それ

をきっかけに考えるということもできると思うんです。それはいけないとか、いいとかの

問題ではなくて、例えば、なぜじゃあそういう行動をとったかというと、多分家に居場所

がなかったからとか、学校に居場所がなかったからとか、そういうことが当然考えられる

わけですけれども、ただ親としてはそれに対していい、悪いじゃなくて、じゃなぜそうい

うことをしたのかとか、じゃあなぜそうなってしまったんだろうかと、じゃあこれからど

うしたらいいと思うというのを子どもと一緒に考える契機になると思うんです、そういう

事例に関しては。というふうに私は思ってはいます。ですから、そういう意味で、早いと

か遅いとか、いつが性行為を行う適齢期かとはよくわからないわけですから、うち 16 歳で

すね、そういう意味ではそういうことを解決するのを問題にするんじゃなくて、やはり知

らないで行動してしまうという可能性を少なくとも避けなければいけないんじゃないかと

いう、具体的な問題の解決はなかなか提案としては難しいと思います。 

○本田座長 天野さん、お手が挙がりましたか。 

○天野委員  今の前田さんのお話よくわかるというか、プレーパークにもそういうのがい

たりするんですけれども、中３で中２のころからテレクラやったりなんていうんで、だけ

れども相手にしているのは、そういう子を相手にしているのはおやじなんだよね。この辺

がこのやろうと思ったりするところなんだけれども、子どもを責める前に大人の世界の反

省をどうするかという話というのは、実はもっともっと、前提としてあったりするんです。

テレクラなんかはね。だけれども、その子といろいろ話をしていて、もちろん僕もテレク

ラに行っていることなんていいとは思わないわけだけれども、いいと思わないよという話
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をしたって行っちゃう子は行っちゃう。だけれども、その子が半年ぐらいしたときに言っ

たことがあって、なぜ本人がテレクラをやめないかという話だったんだけれども、そのと

きだけだと言うんです、自分のことだけを見ていてくれる人がいるのが。そのときは終始

自分に対してやさしい。そうすると安心するんですって、すごく。自分は生きていていい

んだというふうに思うというふうにその子は言ったんですよ。自分が生きていていいと思

う、その瞬間が何か見知らぬ男に、親父に抱かれている、そのときだったりしちゃうわけ

ですね。これ性のモラルの問題かというと、ちょっと違ってきちゃうというふうに、僕は

そのときにすごい感じたんです。 

 要するに、性行動のモラルの問題だとか何とかということよりも、何でそういう場面で

しかその子は生きているというふうに感じることができなかったのかという、生きていて

いいんだというような安心感をなんでそういう場面の中でしかその子は受け取ることがで

きなかったのかと、そのことそのものを問題にしなくちゃいけないというふうにやっぱり

強く思ったんです。だから、そのことを全般的にどう考えていくかということだと思うん

です。 

 性のことというのは、決して欠かせないんだけれども、大人として襟を正すために何を

したらいいかということについては、僕はこれは大人に向けたものだというふうにすごく

はっきりさせた方がいいというふうに思っていて、若者たちの、あるいは青年たちの行動

規範に対して口を挟むことではなくて、大人自身の価値の変革を求めるものでなかったら

僕はいけないというふうに思うんです。子どものやることに対して、大人の価値を挟むな

というのが僕の基本的なスタンスなんです。そうじゃなくて、彼らはそうしないと生きて

いかれないという、そういうような状況に陥ってしまう自分自身をとめることができない

という、そういう状況にいて、彼らはテレクラをやりたくてやっていたわけではなくて、

そういう状況に行かないと生きているという実感が得られなかったというところにあるわ

けだから、そういう子はそれで結構多かったりもしたので、そういう子たちも随分仲間に

励まされながら変わっていきましたけれども、人間関係の不全だとか、子どもがそういう

ことを十分とれるような環境に置かれていないとか、そういうようなことに対して自分た

ちはどういうふうに大人として反省をしていって、何をしたらいいのか、子どもにどうい

う価値を与えるのかではなくて、大人がどういうふうにこの状況を見て、大人が何をした

らいいのかという、そういうことが僕は本当は大事なんじゃないかなというふうに感じる

んです。 
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○本田座長 ただいまのような前提で、多分この起草文もまとめられているわけで、表現

が違いますし、順番が違ったりして、インパクトの強い部分がそれぞれここを強くした方

がいいという感じの方とかいろいろいらっしゃるんだと思いますが、大体としてはその流

れで来ているわけです。そして、その中で１つ思春期は性の問題も欠かせないだろうとい

うので、セクシャリティーの問題も出てきており、ここで大人の価値観を出したくなる部

分なのですが、それを出すのではないというような１つ合意が形成されていると思います

から、そのような合意の中で、じゃあ性の問題をどう扱うかということです。予防的なと

ころだけが語られているのは、むしろ半分しか語られてないのではないかというご提言に

対してはちょっと考えてみることにするという形で性の問題については、もうちょっと書

き込んでもいいのかもしれないなと思います。 

 それから、ご議論いただいておりますと幾らでも出てまいりますが、７時半には切らせ

ていただきたいと思いますので、あと数分の間にご発言がございましたらいただきます。

そして、今日ここでまとめて方向を出すということはできませんし、ここではまた幾つか

の角度からのご意見がわあっと出ているわけですから、それらを踏まえて、もう１回ちょ

っと案を練り直したり、それから担当の事務局の方でもう１回原案を修正していただいた

りしようと思いますので、ご発言くださることだけをとりあえずあと 10 分くらいでお出し

いただきたいと思います。 

○杉山委員  メモ書きにも書いたんですが、これだけはぜひと思っているところがあるの

で、それだけ１点。 

 ６ぺージの乳幼児期の課題のところなんですが、母親と父親と、それから子育ての環境

についてということで３つあるかと思うんですが、できましたらその前に、子どもが育つ

環境の保障ということを入れていただけたらと思います。母のために、父のために、周り

がという……。 

○本田座長 分けてしまわないでということですか。具体的に言うと、例えば空間とか、

経済的なものとか、そういうことでしょうか。 

○杉山委員 そうですね、それも含めて、カナダの例を出したんですが、子どもが安心、

安全、愛されているという３つの感覚を土台に発達していくというふうに、そのテキスト

の中ではいうわけなんですが、そういった場を保障するということをまず、どう表現する

かというのはあるかと思うんですが、それは親とかではなくて、社会全体として保障しま

しょうというようなことを入れていただくわけにはいかないかなと。 
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○本田座長 基本的な信頼関係の形成というところで多分そのようなことが含まれている

のですが、それらをもう少し具体的にというご提案ですかね。 

○杉山委員 そうですね。母、父と来ちゃう前に子どもと入れていただけたらというふう

に思います。 

○本田座長 特定少数の者への愛着関係と複数の者との多様な関わりの形成というのが、

これが基本的な、この時期の子どもに対してのウエートを置くべきことだということがま

ず前提として、これも多分もっと文章になるんだろうと思いますけれども、とりあえずご

ざいますよね。そこで十分もう少し…… 

○杉山委員 というところを語られるのであれば問題ないかと思います。 

○本田座長 はいどうぞ。 

○玄田委員 12 ぺージの、特にここの中、青少年の配慮の部分は本当に賛成です。この部

分がぜひ付随ではなくて充実することをぜひ期待したいと。ただ僕若干見えないのは、今

高校中退者の問題という、非常に大きな問題になっていて、これを個別具体的なものを記

述するということは多分大事だろうと思っています。 

 それと、最後の５番目の、総合化ということと同時に今のことと関連しますけれども、

総合化であると同時に個別化ということが多分全体のトーンであったと思うんで、そのた

めにはやはりコストがかかるし、そのための課題が必要だったらその場合にどこからとる

かということで、総合化と同時に個別化ということがあった方がつながっていくような気

がする。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 リスク問題の支援というのは、個別化にもつながってくる問題ですから、当然ここをも

う少し強調する必要があるのだろうと思いますし、それから、困難を抱える青少年への配

慮というところは、広田委員が繰り返し話題にしていらしたのですが、そこだけを問題に

した問題提起というのがなかったので、はっきりそれをレポートしてくださる方がなかっ

たので、これをもうちょっとまた起草委員の方でも議論しなければならないところかと思

います。 

 ほかにごさいますか。 

○天野委員 ちょっと最初に触れたんですが、僕は子どもの育ちにはやっぱりリスクがあ

るというふうに思っているんです。子どもはやっぱりそういう体験をしないと育たないこ

とがあると思っているんだけれども、ただそのときに現実問題で非常に大きく今の社会に
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のしかかっているのは責任問題なんです。僕の発表のときにも言ったんだけれども、この

責任問題に縛られて教育界も動けなくなっている。つまり、いろいろなことをやりたいと

思っている人たちがいるんだけれども、何かが起こったらどうするのかという、その責任

問題、社会的な糾弾の話とかということも含めて、この責任問題というのは、どこかでき

ちんと取り上げていく必要があるというふうに思うんです。避けては通れない。この責任

問題を、これはマスコミの問題としてはマスコミにもちゃんと返す必要があると思うんだ

けれども、無責任に責任問題を突き返すことで追われないでもいいような人が追われたり

とかというようなことがやっぱり過去にあったと思うし、だからそういうようないろいろ

なことが絡んではいるんだけれども、この責任問題を無視しては多分思い切った何か手を

打つということはほとんど不可能に近い。どんなに立派な政策提言をしても、責任問題が

目の前にある限り、現場にいる人間は手を打てないと僕は感じるんです。だから、そこの

部分を賠償責任だったら社会システムの問題として、もっとしっかりとそれを補償する制

度をどのようにつくるかということだったりとか、けれども、子どもは自分でやりたいと

思ったことをやったときに、その結末として起こることには、もうどこにも持っていきよ

うがない責任を感じる。やらされている部分ばかりだから彼は責任を逃げたくなっちゃう

わけで、だからそういう意味では、彼らが人間としての自立につながっていく責任という

のは、彼らが本当に何かを体験しないと始まらないんだという、そこのところを人として

の自立につながる責任の問題と、賠償責任の問題というのは、似て非なる責任だというこ

とをしっかりと分けて、子どもに関わる人間というのは対応する必要があるというように

思うんです。そのためにも、この責任追及の問題というのは欠かせないんじゃないかと思

うんで、どこかに入れてもらえるといいなと思うんですが。 

○本田座長 ありがとうございます。この問題は多分後藤委員がレポートのときに無責任

性の要因というおもしろい言葉でちょっと触れかけなさったことでもあろうかと思います。

ただ、それと同時に子どもが死ぬよりは死なないようにした方がいいんいだという、その

ような意味では、ある種の規制なり何なりをかける必要がどうしても出てくるだろうとい

うご意見も、これは現実に確かこの中でも議論されたと思いますが、それらをどうかみ合

わせていくかという問題、それから、先ほどの自立につながる自己責任の問題と、それか

ら賠償責任の問題、これは分けた方がいいと、これは確かにそのとおりで、どこかにその

ような整理をしておく必要があるのかもしれないというふうには思います。 

 それで、ちょうど時間が来てしまいましたので、あと１つ、絶対というのがあったらど
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うぞ。 

○北村委員 ちょっと理念に関わることなんですが、３ぺージの３つ目のパラグラフのと

ころで、将来の一人前の大人というか、我々が支援したいある種の人間像を言っているわ

けなんですが、今を充実して、自己選択、自己責任を担えるということを言うと、今の経

済状況等とあわせて、勝ち残っていく何か自立した人間というイメージが非常に強くて、

やっぱり私この上で、その上で他者を支えるとか、受け入れるというようなキャパを持た

せないと、ちょっと今の時代難しいなという気がいたしました。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは、議論は沸騰いたしますけれども、時間でございますから、今日はここで切ら

せていただきます。そして、また起草委員の方たちには、少し知恵を絞っていただきまし

て、次回、懇談会のときには新しい素案をお目にかけることになろうかと思います。 

 いろいろとありがとうございました。 

○椋野参事官 すみません、事務局から一言よろしいでしょうか。 

○本田座長 はいどうぞ。 

○椋野参事官 今、時間の関係で出し尽くせなかったご意見もあろうかと思いますけれど

も、あと作業の都合もございますので、できるだけ早くそれについては事務局に、確か来

週いっぱいというように最初申し上げたと思うのですけれども、大変恐縮ですがもう少し

早目に、来週火曜か水曜日ぐらいまでにいただけますと大変ありがたく存じます。 

 もう、これで出尽くした方はそれで結構ですし。 

○本田座長 それでは、どうもご苦労さまでした。 

                               午後７時３０分閉会 


