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青少年の育成に関する有識者懇談会（第１３回） 

 

１．日  時  平成１５年２月２０日（木）１６：３５～１９：０３ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者         

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     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 

     福川 裕一  千葉大学工学部デザイン工学科教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人少年自然の家理事長 

     吉田 敬子  九州大学医学部附属病院精神科講師 

４．議  題 

１ 開会 

２ 懇談会報告書（案）について 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 

   資料１ 懇談会報告書（案）（一部） 

   資料２ 懇談会報告書（案）（事務局追加素案） 

  【参考資料】 

   参考 青少年の育成に関する有識者懇談会（第 12 回）議事概要 
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午後４時３５開会 

○本田座長 そろそろ始めさせていただこうかと思います。 

 本日は、13 回の懇談会になります。そして、本日と、それから３月にもう１回持ちま

して、あとは座長一任という形をとらせていただくことにしたいと思いますので、収束に

向けてのご議論をお願いしたいと思います。 

 それから、ちょっとここでご説明申し上げますが、前回、１月 16 日にお集まりいただ

きましたときに配付された骨子と、その後、たびたび皆様のご自宅やらご勤務先やらに届

けられております修正案とはスタイルその他がちょっと変わっております。これは、前に

キャッチコピーとでも申しますか、キーセンテンスごとにちょっとまとめてみたというよ

うなことをいたしましたら、おもしろいことに、キーセンテンスに対する反応が大変ござ

いまして、なるほど、キーセンテンスというかキャッチコピーというのはこういうふうに

皆さんの心情を刺激するものだから、ある意味ではキャッチコピーを使うということは成

功でもあるけれども、また非常に大きな情緒的な、情動的な何かを揺さぶってしまって、

誤解を招くおそれもあるだろうということで、あれは別にいたしまして、もう少しオーソ

ドックスなまとめ方に変えた方がよいのではないかということを考えました。 

 それから、あの時にターゲットが分からない、誰に向けてメッセージを発信しているの

かというようなご意見もございまして、考えてみれば、これは官房長官あてにメッセージ

を出すというのがまず第１でございますから、どちらかといえばお役所的なまとめ方をし

ていただきたいということを事務方にもお願い申し上げました。でも、お役所的なまとめ

方にしてはかなり、この自由な懇談会のざわざわとした雰囲気を反映して、あまりお役所

的ではないと私は思いますけれども、大変努力してくださっておいでです。 

 そして、その中でも大分行きつ戻りついたしまして、皆様のご意見もかなり入れてまと

めてくださったのが資料１の方であろうかと思います。したがいまして、資料２というの

は、皆様のお手元にお届けする暇がなかったということで今出てきております。本日は、

この資料２を読みながら議論するというのは結構難しいものですから、もう最後であると

いう形で、資料１の方を少しご議論いただいて、それから資料２に関してということにし

ていこうかと思いますが、まず最初に資料の確認を椋野参事官の方からしていただきたい

と思います。 

○椋野参事官 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第の１枚紙をめくっていただきますと、配付資料一覧というのがございます。 
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 資料といたしましては、資料１、これが既に皆様方のお手元にお送りし、ご意見をいた

だき、さらに修正をし、その後若干、もう一度修正が加わったものでございます。それか

ら、資料１関係の参考データがございます。 

 委員のお手元には、既に２回送ってあります関係で、そこがどう直ったかというのを見

え消しにし、どこが直ったか分かるような形のものを１つ、一番下につけてございます。

既にお送りしたものを読み込んでくださっている方は、そちらをご覧になった方が、どこ

が変わったかというのが分かってよろしいかと思います。 

 それから、資料２というものを配っておりますが、これは今、座長の方からもお話あり

ましたように、きょう初めてお手元にお届けするものでございます。ちょっと事前にご送

付するのが間に合いませんでしたので、新しいものでございます。それから、その資料２

関係の参考データがございます。 

 それから、落合委員がどうしてもご都合がつかなくて、きょう欠席ですけれども、それ

からちょっと期限に間に合わなかったんですけれども、やっぱり意見を申し上げた方がい

いと思うのでということでメモをくださいましたので、配付をさせていただいております。 

 きょう来ましたので、修文に間に合いませんでしたので、ここは原案どおり、ここは少

し修文しようという事務局なりの案をつけてお手元に置いております。後であわせてご説

明をさせていただきます。 

 それから、前回の議事概要。それから、今後の懇談会の日程についてでございまして、

次が３月 13 日。それから、15 回、最後に４月中旬と置いてありますけれども、先ほど座

長からもお話がありましたとおり、実質的な議論は今回と第 14 回、３月 13 日までで終え

たいと思っております。そこでいただいたご意見を踏まえて修正したものを第 15 回に、

この回を参集しております官房長官のご出席のもとで確認をして、官房長官にお渡しいた

だき、皆様方から一言ずつコメントをいただく、できればそんな会にしたいというふうに

思っておりますので、実質議論はきょうともう１回ということで、できればお願いしたい

というふうに考えております。 

 資料の確認と説明もあわせてさせていただきましたが、以上のようなことでございます。 

○本田座長 ありがとうございます。それでは、議論に入ります前に、新しく内閣府の政

策統括官に着任されました山本統括官からちょっとご挨拶をいただくことにいたします。 

○山本政策統括官 １月 17 日付で政策統括官に就任いたしました山本でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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○本田座長 それでは、懇談会の報告書についてご議論いただきたいと思いますが、事務

局の方から、今、配付資料のご説明はございましたけれども、この資料の中身について、

少しご説明をいただきたいと思います。 

○椋野参事官 それでは、まず資料１の方、既に２回ほどお手元にご送付させていただき、

修正をしたものについて、簡単に修正点等についてご説明を申し上げたいと思います。細

かい点は省略をさせていただきます。 

 １ページ目から順を追って申し上げます。１ページ目は特に大きなものはございません。 

 全体に分かりやすくということで、小見出しをつけております。２ページ目の「言葉の

用い方」というところに加わったような形になっておりますが、これは後ろの方にあった

言葉の用い方をここにまとめた方がいいということで移動しただけのものでございます。 

 それから、「青少年の健全育成とは」も「そのような消極的な側面ではなく」と念押し

を入れたとか、「自己実現」という言葉を入れたというような若干の修正はございますが、

大きなものはございません。 

 ３ページにまいりまして、「大人の責務」という小見出しのところで、「子ども大好き

から子ども忌避へ」という時代の心象が変わっているのではないかという部分については、

「子ども忌避」という言葉が強過ぎるというご意見、それから、本当にそうだろうかとい

ようなご意見もありまして、ここはデータで議論するようなところでもないものですから、

皆様がそうだという合意をいただけないのであれば、落とした方がいいんじゃないかとい

うことで落とさせていただきました。 

 同じようなことで、下の方の「好き嫌いを超えて」というのも言葉が強過ぎるというご

意見がございましたので、落とさせていただいております。 

 ４ページ目にいきまして、「年齢期ごとの課題」でございます。なお書きで消している

部分は前の方に持っていったというだけのものでございます。それから、乳幼児期がどう

いう時期かというところは若干説明を加えてございます。 

 （１）「母親への支援」の下の方に加えたのは、こういう調査も母親の孤立をあらわす

ものとしていいものがございましたので加えたものでございます。それから、「夫の支

援」へといきまして、５ページ目にまいります。「地域の支援」。それから「就業との両

立支援」で、企業の社会的認識を期待したいというようなところが少し入ってございます。

それから、「男性の子育てへの参画」、ここも特に大きなものはございません。 

 「男性の子育てへの参画」の「父親の参画の意義と支援」の最後に、６ページ目になり
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ますが、もし前回との比較の方の資料を見ておられる方は網かけで出ておりますけれども、

既にお送りした最後のものとも若干変わっている部分は、「併せて、長距離通勤時間を短

縮するため、職住近接のまちづくりも必要である」。これは福川委員からのご意見を踏ま

えて、父親が子育てに参画しやすいように、職場のあり方だけではなく、まちづくりの点

も加えております。 

 次は、特に言葉を分かりやすくしただけでございます。 

 （３）「地域での子育て支援」にまいりまして、下の方の「母親の就労と子育て支援」

で、表現ぶりを変えているところは、誤解のないように、中立的に詳しく書いたというだ

けで、内容的に変更はございません。 

 ６ページ一番下の段の「また、非労働力化している女性のうち就業を希望する者は」と

いうところがございますけれども、女性自身も乳幼児期に母親が働くのは望ましくないと

いうように考えている方が多いというようなデータを挙げた後で、しかし、乳幼児を抱え

ているような世代の女性でも働きたいという方は多いのだという別のデータもあわせて示

すという意味でここに加えております。データを充実させたというような関係でございま

す。 

 それから、７ページ目にまいりまして、「保育所と幼稚園の連携強化」という部分を入

れて、少し詳しく連携のあり方について追加をしております。 

 その下の「子育て支援のネットワーク化」も、特に大きなところはございません。 

 ８ページにまいりまして、「学童期」について、学童期がどういう時期かという説明が

ごく簡単な１行でしたので、ちょっと加えました。 

 それから、「基本的生活習慣の形成」。１人で食べるのではなく楽しく食べるというこ

とを入れてほしいというご意見で、孤食があるということ、でも一緒に食べるのを楽しい

と考えているという実情を入れ、下から２行目「三食楽しくとれるよう配慮することが求

められる」、あと栄養バランスのような話も入れております。 

 ９ページ、学力のところでございますけれども、これは真ん中あたりに「設定通過率」

という言葉の説明を加えただけでございます。 

 「学力低下の不安と私立志向」というのを加えております。全体には、学習意欲が低下

し、学習時間は少なくなっている。それを中心に書いておりましたけれども、一方でやは

り受験過熱の低年齢化というような部分もありますので、忘れていないという意味で、そ

こに対する目配りも必要ではないかというご意見で、こういうくだりを加えました。 
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 その下の「学習への動機づけと学習支援」については、補論にあったものを少し持って

きて、ここがあまりに簡単だったものですから、補論で、両論併記ではなく、合意できる

部分についてはここに持ってまいりました。 

 11 ページ、「思春期」の（１）「社会の中での自分探し」。社会的関心の低下が内面

へ向かうというよりは趣味や消費へ向かうというのが適当だろうということで言葉を変え

ました。 

 それから、「現実社会を経験する意義」というところを少し表現を変えて書き込んでお

ります。学校での教育という原理とそれ以外の社会の原理が異なっている、学校にいると

きから外の社会ともある程度接触した方がいいんじゃないか、そんなトーンを入れており

ます。 

 その接触の仕方として、学校外で社会参画をすることを支援するというのが、前もあっ

たところですけれども、12 ページにいきまして、「学校に社会を入れる」という方を加

えました。社会人を招いてきて話を聞くとか、「シティズンシップ・エデュケーション」

のような話を加えております。 

 「社会規範の習得」のところは、「これらよりは軽度な逸脱行動」というのをちょっと

落としております。それから、「社会規範の習得の必要性」のところで、「タコツボ化」

というような言葉を使っていたのですけれども、分かりにくいというご指摘がありまして、

それをやめた関係でこういう表現が加わったものでございます。 

 規範の習得について、罪を犯した者に十分な反省の機会の確保とかコントロール能力が

必要、じゃ、どうしたらいいのかということで、集団の中でもまれ、試行錯誤していくこ

とが有効。予防のためには、内面に対応するだけではなく、雇用環境等の環境改善も必要、

そういうことを少し書き込みました。 

 13 ページにまいりまして、「大人に求められる姿勢」として、大人の規範がもちろん

大切だという後に、規範の中にも時代を超えて伝えていくべき普遍的なものと時代によっ

て変わるものと両方あって、大人が自分の価値観や経験だけに基づいて規範を押しつけな

いように配慮するというようなことを加えております。それから、「さらに」以下のとこ

ろは、消してある「また」のところがどうも誤解を招き、分かりにくかったようで、落と

した方がいいというご意見が複数の委員からありましたけれども、一方、やはりそういう

ことは書いた方がいいというご意見も複数の委員からありまして、書き直してみました。

これであれば誤解を招くことがないのか、ちょっと見ていただければというところでござ



 7 

います。 

 その下、知識や能力の習得も重要だというところで（３）でございまして、14 ページ

にまいります。 

 「学校での学習の意義」。ここも少し分かりやすく書いただけでございます。 

 「魅力ある学校づくり」の中で、先ほどの学力低下の不安から私立志向になり、受験過

熱が低年齢化しているようなところとある意味対応したところで、特に税で運営され、一

般の生徒を広く対象としている公立中高において、そういう不安へきちんと対応すること

が必要だというようなくだりをちょっと加えております。 

 15 ページにまいりまして、（４）、性のところですけれども、ここは「先輩として教

える」というようなトーンを少し入れた方がいいんじゃないかというのが、「性の意義と

危険性」のところです。それから、性の営みが命を誕生させることにつながるというよう

なところも加えております。 

 「性教育」のところは、なぜ性的主体性を強化することが特に必要かという説明が１行

入っております。下の方に消しております大人の側の意識、行動の問題というのは、削除

したのではなくて、後ろにまとめました。 

 その関係で「性的情報、性の商品化の規制」ということで、大人側の話をまとめており

ます。少し変えておりますのは、原案では、自主規制だけというふうに誤解を受けたよう

で、公的規制についても書くべきだというご意見がありましたので、どちらも含まれてい

るということが分かるような書きぶりに改めました。それから、風俗営業等の営業規制の

話も 16 ページに入れております。 

 次の補論のところは、本論との整合性をとったところは省略しまして、19 ページのと

ころに、幼稚園と保育所を書いた関係で、補論にもう少し詳しく、幼稚園と保育所がどう

いうものでどう違うのかということを書き込んでおります。 

 それから、補論は、学力低下はあまり大きなところはございません。 

 それで、少年犯罪の方が、これは２回目の事前送付のときに間に合わなかったところな

んですけれども、少年犯罪につきまして、24 ページからでございます。見出しをつけて

分かりやすくしたということ以外に、25 ページに刑法犯だけで分析しておりましたので、

刑法犯以外の犯罪について道交法違反が多いというところを加えました。あとは大体分か

りやすく直したというのがほとんどでございまして、28 ページの下の方に、家裁におけ

る調査のデータについての記述も加えました。 
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 「対応の方向性」で 29 ページから 30 ページのあたりには、かなり表現を変えたところ

がございますけれども、これは本論の「社会規範の習得」のところの表現にあわせて、そ

こに書いたものを補論の方にも追加したというような変更が主なところでございます。そ

ういう追加をするに当たって、補論ですから、現状について少し説明を加えた、そういう

ような変更でございます。 

 すみません。ちょっと長くなりましたけれども、事前に送付していたものとの変更点を

中心にご説明をさせていただきました。 

 それから、落合委員から出ているものについて、あわせてご説明させていただきます。 

 落合委員のメモに、ゴシックで事務局としての案を入れております。落合委員からの意

見の１つ目は、「はじめに」と「基本的考え方」、もう少し肯定的に書いてほしいという

ご意見でございましたけれども、ここは今までの議論の中で、両方あるというのが委員の

合意だったかと思いますので、「人権を認め、信じて任せ、責任感を持ってもらう」。そ

れも１本の線として入っておりますけれども、それだけを強調するのは、多分皆様の総意

にはならないかと思いましたので、これは原案どおりではいかがかと思っております。 

 ２番目の「地域の支援」を「社会的支援」と言い換えた方がいいのではないか。これは

そのとおりだと思いますので、そうしてはいかがかと思っております。 

 ３番目の「学童期」について、学校の始業時間を遅くするという解決もあり得るのでは

ないかというご意見でございまして、これは大人たちの生活時間が夜型化している。その

大人の時間に子どもをできるだけ巻き込まないようにしろ。そうすると、どうなるかとい

うと、大人と子どもの時間帯がばらばらか、大人が子どもの時間に合わせるために働けな

くなってしまうということに読めてしまうので、落合委員のご提案は、学校の始業時間を、

一般の会社の始業時間と同じに遅くしたらいいんじゃないかというご意見でしたけれども、

これは恐らく合意にはならないのではないかと思いましたので、合意がとれれば書き込む

ことは、もちろん事務局としてやぶさかではございませんけれども、趣旨を踏まえて、大

人が全部譲る、完全に子どもの時間にあわせるというふうに読めないこともなかったもの

ですから、「親たちが過度に夜型の自分たちの生活リズムに子どもを巻き込まないよう

に」というような修文にしてはどうかということで、一応、落合委員にもそれぐらいでと

いうことで事前にお話はしております。 

 ４番目「思春期の社会規範の習得について」は、事前にお送りした後、きょう、修文を

加えた、「時代によって変わる規範と変わらない規範とがあるんだ」というあのくだりが
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加わるということであれば、それでいいということでしたので、あの原案どおりでいきま

す。 

 「『魅力ある学校づくり』について」の評価の問題は、両論あるところでしたので、補

論の方に、生徒による評価をぜひ入れてほしいということでしたので、補論の両論の中に

加える形にしたいと思います。 

 それから、生徒による告発権を認めることが必要だ。告発というのはかなり激しい言葉

ですけれども、生徒が学校に対していろいろと苦情というか、問題だと思うことがあるの

を受けられるところがあるというご趣旨であれば、学校に限らず、そういう青少年からの

相談を受ける機関がございますので、その充実というような方向で、きょう、まだお出し

しておりません対応方策の中で検討をしてはいかがと思っております。 

 それから、性教育について、「買春をする大人を厳重に取り締まる」とありますが、こ

れは大人同士のではなく、思春期以前の青少年を買う大人という意味だということでした

ので、その取り締まりについては、その旨追加をしたいと思います。 

 それから、ジェンダー教育の必要性をということについては、ここに書いておりますと

いうことでご説明をして、ご了解いただきました。 

 その他で、「青少年自身の意見を聞く機会を持つべきだった」ということについては、

直接この場にはお呼びしませんでしたけれども、「青少年サミット」ということで、夏休

みに子どもたちに集まってもらって、杉山委員と松下委員には参加していただいて、少し

ディスカッションをしてもらったというようなこともございましたし、「青少年電子モニ

ター」の意見を配付させていただいたこともありましたので、それを初めに、こういう検

討結果の中に子どもたちの意見も入れたんだということは加えたいと思います。 

 それから、今後もそういう形で子どもの意見を聞くということについては、対応方策の

中で、その方向で何か記述を入れたいというふうに考えております。 

 すみません、本当に長くなって。以上でございます。 

○本田座長 ただいま資料１についてご説明をいただきました。非常に丁寧に皆様のご意

見を参照しながら、書き換えてくださったり、削除してくださったり、追加してくださっ

たりしておいでだということは大変よく分かります。それらを踏まえてこれをご覧になっ

た上で、さらに議論なさりたいところがあればご議論いただきたいと思いますし、それか

ら、ただいま落合委員の、修正メモを参照して少し変えようとしているところがございま

すけれども、それらをめぐってご意見があればお出しいただきたいと思います。いかがで
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ございましょう。 

○天野委員 ランダムに出してもいいですか。それとも最初の方から。 

○本田座長 最初の方からお出しくだされば分かりやすいですけれども、ランダムでも結

構です。思いついたままにランダムでも結構です。 

○杉山委員 ２ページ目のところなんですけれども、「今の充実と将来への成長」という

ところで、「『生きていることって楽しいんだ』という命への肯定感を得、」というあた

りに、ちょっと補足のような感じで、「自分の未来はきっと明るいという自信を持ち」み

たいな、今も、それから未来も大丈夫なんだというような言葉をちょっと補足で入れても

らえないかなというふうに思いました。ちょうど落合先生も、もうちょっと明るくならな

いかということをこちらの方でお話しになっていらっしゃったと思うんですが、できまし

たらそれも入れていただけたらなというふうに思いました。 

 以上です。 

○本田座長 ただいま１つ補足してほしいというご意見がございましたけれども、そのよ

うなこと、おありですか。 

○松下委員 ただいまのところに、明るくということでございますが、「自分を十分発揮

し」というような要素を加えていただけたらというふうに思いました。 

○本田座長 自己探求の機会を保障するとか、それと類似のことはあちこちに書いてござ

いますけれども、でももうちょっと明るく、それがはっきりするような表現でというご意

見として承っておくことにいたしましょう。 

 それから、先ほどの杉山委員のご意見も、現在を肯定するということは、ともに生きて

いる自分を丸ごと肯定してしまうわけですから、未来への肯定にもつながるということに

もなりますが、特にそういうことを強調しておいた方がよりはっきりするというのであれ

ば、それもちょっと検討していただくことにいたしましょう。 

○網野委員 ５ページのところの「就業との両立支援」ですね。このところで、最終案で

直した内容を聞いておりますと、やはり情緒的であったり、主観的であったり、ニュアン

スの強いものは、根拠がない限り、できるだけ避けるようにしているという、これは大変

結構なことだと思うんですが、この「就業との両立支援」の中で、どうも気にはなってい

たんですが、例えば先ほどのうそも方便なども含めて、本当に必要があれば書いた方がい

いかなと思って、特に起草委員会とかで発言していなかったんですが、先ほどの流れでい

いますと、敢えてといいますか、これは直した方がいい、あるいは、むしろ落とした方が
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いいのではないかと思う部分がありますので、具体的には６行目以下の「子どもとの時間

を過ごせるよう」、ここは１つ大きな趣旨ですね。 

 その次のところの「罪悪感をもったり」、これは子どもをおいて働きに出るということ

に対するさまざまな受けとめ方、これに対して、例えば調査とかですと、これで聞いてい

る場合もあるんですね。でも、もっと探っていくと、せいぜい「後ろめたさ」だと思うん

です。この「罪悪感」という表現を、他との並びでいえば、これはやっぱりちょっと表現

としては差し控えた方がいいかなと思います。入れるとしたら、例えば「後ろめたさ」と

かですが、ここから「『綱渡り』をしたりしなくてすむよう、」の部分は敢えて入れなく

てもいいのではないか。むしろ、ゆとりを持ってしっかり働くことも大事だし、もう１つ、

ゆとりを持って子育てに関わる、この両面がしっかり表現されていれば、この部分は削除

してよろしいかなというふうに思いました。 

○広田委員 私はこの問題は女性の自己実現のためもあったり、女性の就業と子育てとの

トレードオフみたいなものになっているということが構造的にあるんじゃないかと思うん

です。つまり、ここで単にゆとりをつくって、もっと楽にやりましょうというよりは、ト

レードオフが深刻にならないような条件整備をすべきだという、そういう論点としてはっ

きりさせるべきじゃないか。そういう意味では、表現はこれだときついかもしれませんけ

れども、残した方がいいのではないかと私は思います。 

○本田座長 ただいまのこと、他の方、ご発言ございますか。 

○天野委員 僕もこれは残した方がいいなというふうに思います。「罪悪感」を「後ろめ

たさ」というのは賛成なんですが、そういうふうに言い替えてもいいなとは思うんだけど、

こういう親の気持ちの現実的な、多分揺れみたいなものが例文として入っていた方が、官

房長官にではなく、他の人に話すときには、何か共感が得られるなという感じが僕はしま

す。 

○本田座長 データはないけれども、むしろリアリティーがあるという意味でしょうか。 

○網野委員 これに時間をかけるのは申し訳ないんですが、特にお子さんを預けてという

方、委員の方で、改めてこういう表現がどうかということでお聞きしたいんですが、「綱

渡り」、つまり、よく一般には「二重保育」とか言うんですね。それは本当に大変なだけ

でない要素もたくさんあるんですね。ですから、さあこの時間までしか預けられないから、

何とか私が戻ってお願いしてとか、あるいは誰かベビーシッターさんにお願いして、その

次のところへ子どもをとにかく運ぶ、荷物を運ぶようなというニュアンスも確かに例とし
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てはあると思いますが、いわゆる本来的な意味の保育サービスの重要性とゆとりと、今の

労働環境といいますか、これを敢えて例に挙げるほど今の日本で非常に深刻な問題なのか。

むしろ、例示することについての疑問を私は感じました。 

○本田座長 それはご経験のある方に少しご発言いただきましょう。北村委員とか杉山委

員とか、皆さんそうでしょうか。北村委員、どうでしょう。 

○北村委員 確かに、その最中は綱渡り感覚というのはありますし、それからメディアの

側でもそういったことを言い過ぎるのかもしれませんけれども、１つのイメージとして、

これから子育てをしようという人がリスクとしてこういうことをもう知っているわけです

ね。だから、そういうことのないようにという意味で、私はこのあたりは親切な言い方だ

と思うんですが、その表現として、何々を持ったり、何々をしたりしなくてもいいように

というと、畳みかけるような感じがあるので、「そうか、これは大変だ」となってしまう。 

 ですから、むしろこれはセンテンスの心理的な影響もあると思うんですが、「心理的ゆ

とりを持って子どもとの時間を過ごせるよう計らいたい。仮にも子育ての際に仕事との両

立で後ろめたさを感じることのないよう、また二重保育の際に切迫した綱渡り感を持たな

くて済むよう」というような、畳みかける言い方でなければ、私は共感を持って受け入れ

られるのではないかと思います。 

 こんなに遅くなっちゃって、またあの子がおなかを空かせているとかいうのは、経験の

ある人だと胸に落ちるのではないかと、私は主観的に思いますが。 

○本田座長 もう１人くらいご意見ございますか。杉山さんもそうでしょうか。別に無理

におっしゃらなくてもよろしいんですけれども。 

○杉山委員 「ああそうか」というふうに読んでいたんですけれども。 

○本田座長 他に、例えば母親としてお子さんをあちらこちらに預けながらお仕事をなさ

ったという方が実感としてこういうあたりを、例えば今、北村委員は、わりとこれはすと

んと胸に落ちる、文章を多少修正すれば置いといていいのではないかというご発言でした

けれども、大体そんなところでしょうか。いかがでございましょう。 

○杉山委員 また余計なことをと言われてしまうかもしれないんですが、「残業等」とい

うところに、「子どもの病気など」とか何か入れていただけたらと思います。どちらかと

いうと病児保育がつらい部分でして、それは子どもの病気のときに預け先があることがい

いのか悪いのかという、また別の問題が、そういうときぐらいちゃんと休む保障をという

別のテーマもありますので、躊躇した部分でもあるんですけれども、もし具体的にという
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ことであれば、そちらも入ってもよいのでは。罪悪感とか綱渡りというのは、もう少しソ

フトな言い方にしてもよいのかもしれないです。 

○本田座長 それは世代の差が出ましたかしら。ただいまのようなご意見だと、まとめ方

でお困りになりますか。ちょっと詰めるところは詰めておかれたらいかかがですか。よろ

しいですか。 

○椋野参事官 表現を工夫するということで、残す方向でよろしければ、あとはご相談を

させていただきます。 

○本田座長 それでは、ただいまのところはそれで一応落ちつくことにいたします。 

○天野委員 その前のセンテンスになるんですが、「地域の支援」というところ、「全体

から見れば少数と考えられ」の後に、こういう文を入れたらどうかと思ったんですが、

「また、もとより母親１人で子どもを育てるなど不可能であること」というように。母親 

１人では子どもは育てられないんだということをはっきりとうたった方がいいというふう

に僕は感じるんです。どこに入れたらいいのかというのがちょっといろいろあったんです

が、何かここがいいかななんていうふうに思ったんですが。別のところでも結構ですけれ

ども。 

○本田座長 ただいまのご意見、椋野さんの方で、何かそれに対してのお返事がおありで

すか。孤立した育児を避けるとか、似たようなことは入ってはいるんですけれども、それ

をもう少しここで強調するかということですね。 

○広田委員 意図はよく分かるんですが、ちょっと心配しますのは、母親１人で子どもを

育てるのは不可能だと言ったら、実際に母親１人で育てている人たちにとって、あなた方

の子育てはダメですよみたいな、逆にそういう意味も持ってしまうので、そういう表現で

いいのかとちょっと思います。 

○北村委員 まるで新聞社の仕事の延長みたいなんですけれども、「本来なら周囲の大人

の協力のもとに行うべき作業であるにもかかわらず、現在ほど母親１人に育児の負担を」

というような言い方にすれば、ソフトかつ天野さんのご意見も通るのではないかと思うん

です。要するに、本来論をここで入れたいというお考えですよね。それとは違うんでしょ

うか。 

○天野委員 本来論というか、母親の支援というところの文脈でずっと来ているから、要

するに、広田さんの書かれた本でいうと、母親がお手玉をたくさん持たされているという

ような表現があったけれども、持たされた状態のままの母親を支援するのは、僕は本来だ
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とは思っていないんですよ。つまり、そのお手玉を分ける必要があるというふうに僕は感

じていて、そういう意味で今６つも７つも母親が持たされていて、持ったあなたを支援す

るよということではなくて、１人で７つも８つも持てないんだから、私がこのお手玉を持

つよ、私がこのお手玉を持つよというようなことを周りがいう必要があると思うんです。 

 だから、支援というのはなかなか難しいなと思って、持たせたまま支援していても、ら

ちがあかないし、本当はそのお手玉を何人で共有するかとか、そういうような文脈がこの

中に流れていかないと、結局母親は支援されてもなかなか子育てがうまくできなくてだめ

母親みたいなものがますます進んでいっちゃうみたいなことが、言われるようになるとち

ょっと本来的じゃないなという感じがしたので、何かこう思ったんです。 

○本田座長 「現在ほど母親一人に育児の負担が集中している時代はない」ということが

１つ押さえてありますし、２～３行先には、「親として育つためにも支援を必要としてい

る」というようなことがございまして、そういう文脈の中で、子育てへの社会的支援の重

要性というのが結論として出てくるわけですが、結局は、それらの文章を全体として通し

ても、なおかつ今のようなところを強調する必要があるとお考えになるかどうかというこ

とですね。おっしゃることはよく分かるんですが、ここに一通り表現されているけれども、

なおかつということなのかどうかということですね。 

○天野委員 僕はあった方がいいなというふうに感じたんですが。広田さんの指摘で、あ

あ、なるほど、母子家庭の人が読むとそう読むのかなと思ったんだけど、ただもし両親が

そろっていても孤立というのはもちろんあるわけだし、つまり母親１人でというのは、母

子家庭だからということではないので、その辺の誤解がないようにきちんと、だから１人

で何とかしようとしている人が肩の荷がおろせるように、逆に。 

○本田座長 母親１人に育児の負担が集中している時代はない、だから支援が必要だとい

うのでは足りませんかということです。 

○天野委員 僕はそういうふうに感じたので、もっとはっきり、母親１人では難しいとい

うかできないよということを……。 

○本田座長 できないよというと、また困るんですけどね。 

○天野委員 僕はできないと思いますよ。 

○本田座長 分かりました。ご希望として一応承っておくことにいたしましょう。 

○福川委員 今の続きですけれども、地域の支援の話は後ろの６ページから出てくるんで

すが、６ページからもどうやら、大変だから支援が必要だという、地域の支援の積極的意
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義を必ずしも言っていないので、５ページのところに今の天野さんのを入れるかどうかは

別にしまして、６ページのところの関連でも、地域で育てることの積極的な意義みたいな

ものをもう少し強調した方がいいような気がいたしました。 

○本田座長 それは１つのご意見かもしれません。 

○後藤委員 今のは多分、「地域の支援」のところに、例えば親の経験不足みたいなとこ

ろもあわせて書いてありましたよね。「最初から完璧な親はおらず」と、だからそういう

ところが入ってくるので、親がどういうものであれ、１人で育てようがどうしようが、と

にかく支援が必要だというトーンが若干薄まっているという感じはあるので、今のような

ご議論になるのかなと思って伺っていました。 

 現在ほど集中している時代はないので、それをどういう社会資源か分からないけれども、

社会資源に分配していく。それは、親の経験がある・なしとか、そういうこととは関係な

いようにする方が、今の御二方のお話がより明確になるのかなという気はしたんですけれ

ども。 

○本田座長 親の育児を支援する、親が困っているから支援するというよりも、むしろ地

域というのはそもそも子育てに責任があるというようなことをどこかで言っておけばいい

ということですね。 

○椋野参事官 ここの構成は、（１）が「母親への支援」で、（２）が「男性の子育てへ

の参画」で、（３）が「地域での子育て支援」になっておりまして、「男性の子育てへの

参画」では、父親が参画をすることの意義は入れていますし、それから（３）の「地域で

の子育て支援」の上の「地域の子育てへの男性の参画」のところに「子どもの成長・発達

には多様な人々から行動や態度を学び取る機会が必要である」ということで、子どもの成

長にとって、ここは特に男性について書いてありますけれども、多様な人が関わることが

必要だというふうに入れております。 

 （１）は、そうはいっても、現状は母親が孤立して負担が集中しているので、母親を支

援しよう。他の人も関わった方がいいというのは、（２）なり（３）にも、さっき福川委

員がおっしゃったように、書く必要があればそこに同じようなことを入れるということで、

全体として乳幼児期についてそういう整理でいかがでしょうか。 

○天野委員 今の後藤さんがおっしゃったことで、僕も、ああそうかと思ったんですが、

完璧な親でも、それでは子どもは育たないと思っている。親が言うから分かることと、親

が言うから聞けることと、親が心配するから伝わることと、けれども、だから反発するこ
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とというのがあって、それは第３者でないと伝わらなかったりとか、結局子どもに関わる

人は多様でなければ、子どもはその多様性なくして育っていくことはできないと思うんで

す。だから、親が完璧であるかないかということはどうでもいいといったら変だけれども、

何が完璧かも怪しい話だったりするんだけれども、たとえ完璧な親であっても１人で子育

てはできないと思うんです。それは、かなり偏った価値になるだろうというふうに感じて

いるので、たとえ完璧な親であっても、親だからできること、親だからできないことがあ

ることを、やっぱり地域の大人たちはもっと知る必要がある、そういうような書き方でよ

ければ、そういう方がいいかなというふうに思いますが。 

○本田座長 ６ページの（３）のところですね。 

○椋野参事官 場所としては、先ほどのところではなく、「地域での子育て支援」の中に

そういうご趣旨を入れるということでよろしいですか。 

○天野委員 でもいいけれど、ここの「完璧な親はおらず」というのはちょっとどうかな

という感じもしますけど。たとえ完璧であっても、それだけで子どもは育つものではない。

完璧な親があるみたいだと、完璧な親にならなきゃというふうに思っちゃったりすると困

るし、親は抜けていた方がいいと僕なんか思いますのでね。 

○本田座長 それは一応ご意見ということにしておきましょう。今のところはそれでよろ

しいですね。その他に。 

○相原委員 ずっと参加できなくて申し訳なかったんですけれども、ですからもしかして

もう検討された結果の言葉かどうか分からないですけれども、幾つか気がついたところだ

け、まず用語についてです。資料１の８ページの真ん中辺のところの「シフトし」とか、

11 ページの「現実社会を経験する意義」の「スキル」、11 ページの下の方の「インター

ンシップ」、それから 13 ページの下から６行目の「ライフコース」とか、中身というよ

りは用語なんです。それとあと、17 ページ、これは一応心理用語であるのはよく分かっ

ているんですけれども、「アタッチメント」、それから、最後の方、ページは今分からな

くなったんですけれども「シティズンシップ」。 

 「シティズンシップ」はその前に説明があったんですけれども、これは用語としては、

こういう文書の中で出すということに関しては検討されているんでしょうか。正直いって

私なんか、教育とか福祉の用語としてどこまでが一般的に認知されるのか分かりません。

「シフトし」なんていうのは何となく移行したんだろうなとは分かるんですけれども、一

般用語として使われているんでしょうか。 
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 「スキル」も技術とかそういうことだろうと思うんですが、それも「スキル」という片

仮名でいいのか。「インターンシップ」というのは、それだけで一般的に認識されている

のか。12 ページの「シティズンシップ」。これは前に説明があるのでいいのかなとは思

ったんですけれども、正直言って、シティズンシップというので、私なんかは片仮名だけ

だとちょっと理解がしづらいです。私のレベルが低いので申し訳ないんですが。それとあ

と「ライフコース」。これは人生設計とかそういうのではなくて、ライフコースというこ

との概念がどういうことなのか。というのを、ざっと拝見して分からなかったので。一方

的にいってすみません。 

 それと、用語だけのことでいいますと、11 ページに「リストラなどでサラリーマンの

仕事に対する希望も薄れてきた」、ちょっとここは端折り過ぎの言い方ではないかという

ふうに感じたんですが、最初の用語の問題と今の「リストラ」は若干ニュアンスが違うん

ですけれども、ざっと拝見して、今まで意見を申し上げられなくて申し訳なかったんです

けれども、ちょっと教えていただければと思って。 

○玄田委員 僕は、ある部分は相原さんと同感で、非常に良くできていると思うんですけ

れども、願わくばもう少し柔らかい表現がないだろうかという全体的印象があります。１

つは、それがさっきから出ている用語の問題で、これがふっと分かるのは、言い方は良く

ないかもしれないけれども、ある一定の水準の知識がある人とか、ある程度専門家になっ

てしまって、多くの読者には難しいと言われる可能性は高いと思う。 

 だから、前にメールでも書きましたけれども、これは大分いろんな資料を紹介していて、

丸番号がついているのは資料番号に対応しているという意味ですよね。本当はこういう報

告書にあまり望ましくないかもしれないけれども、脚注とかうまく使って、この言葉を知

らない人はこういう意味ですよというふうなことをやっぱりやってもいいんじゃないか。

あまり本文の中でずっと書き込むと、逆に冗長になるから、少し脚注とかで、インターン

シップとはこういう意味ですというふうなことを、分からない人にはそこを読んでもらう

ような工夫をしてもいいんじゃないかという気がする。 

 全般に表現として、そこが１個、用語と、あと、小見出しの部分がやや硬いかな。例え

ば、３ページ目、「大人の責務」と書いてあるけれども、普通で見ると「責任」じゃいけ

ないだろうかという気もするし、４ページ目の「愛着関係形成」という言葉も、専門用語

としては望ましいんだろうけれども、これは文脈を読むと「愛情」でも十分通じるんじゃ

ないかとか、中身は非常に文章を正確に書いているし、資料をちゃんと使っているから、
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逆に小見出しの部分は、やや冒険があってもいいんじゃないかという気はする。 

 だから、全体のトーンをマイルドにするための工夫としては、小見出しの部分はちょっ

と冒険する。そうじゃなければ、全体のトーンとして、プロローグはあるけれどもエピロ

ーグはないから、エピローグのところはグッと易しくして、さっきの母親がいないと子ど

もが育てられないという意味は、孤立させてはいけないという意味だから、そういうこと

で全体で何が言いたかったかという柱の部分は見えているから、最後のエピローグだけし

か読まない人ももちろんいるからね。そこだけ見ると、特に知識がない人でも、こういう

ことが言いたかったんだなということが、あまり長いといけないと思うんですよ。１枚か

２枚ぐらいで書けるようなことをした方がいい。 

 あと、もう１つだけ。全体にちょっとパラグラフが長いところがあって、これは読み手

にとってはしんどい。本を読むのが得意な人にとってはいいんだけれども、物を読むのが

苦手な人は、パラグラフが長いのはとてもしんどいので、感覚としては息継ぎしなくても

読めるぐらいの長さの方がいいと思う。 

○本田座長 今の話では脚注をつけるということですね。 

○吉田委員 私もそれにかなり賛成の意見なんです。専門用語については、このように私

たちは専門委員会ではありませんから、マルチの専門家が集まっているものという意味に

おいては、これを内閣府の報告書として、内容的に非常に硬くててんこ盛りにするのは、

私は反対なんですね。だから、この内閣府の懇談会のメンバーでどのようなテーマがきち

んと伝わるのかということが、もちろん意見はいろいろありますが、最大公約数的なこと

ばかり書いても、今までと同じことを言っているということで、私はあまり賛成ではあり

ません。 

 そして、用語に関しては、やはり間違った使い方はいけませんが、本当の専門家なら、

それを大多数の人に間違いなく分かりやすい言葉で言える技術があるはずです。ですから、

例えば「アタッチメント」のようなところは、私を初め何人かの方が関連がありましょう

し、他に労働の問題のところでもあるでしょうから、幾つかの言葉をここで抜き、宿題で

もいいので、ここですべてを話し合うのではなくて、ここはという言葉をパッパッと抜い

て、そこを各関連の委員の方にもう一度パッと返して、それはその方が効率がよろしいの

ではないでしょうか。私はそういうふうに聞いておりました。 

 それで、この文章のてにをはをどう直すということよりは、ちょっと玄田先生の御発言

に関係がありますが、もう少し大きな視点のところからまずざっくりと、みんながいる中
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で見ないといけないところを見て、各論、小さいターミノロジー、言語ですね、用語論は

その専門の方に一番易しくて的確な言葉に直してもらうというふうにしていただきたいと

思います。 

 それで、私ちょっと中座するので悪いのですが、関連して、もっと大きな内容的なポー

ンと抜けているところはないかどうかということで、少し気がついているところがありま

すので、後で皆さんにご議論をお願いしたいところがあります。 

 項目の大きなジャンルとしては、学校の学力のところと子どもの問題行動、非行のとこ

ろです。前者に関しましては、たくさんのゆとり教育の話がいろいろありますが、この中

で大きく抜けていることに、１つは塾の問題。「塾」という言葉が全然入っていなかった

ということがあります。 

 それと関連してですが、ＬＤや注意欠陥多動性障害のような、少し親御さんもよく知っ

ているような、最近特に話題になっているようなところをちょっとは盛り込まないと、ゆ

とり教育だけというようなことでいいのかなという問題があると思います。 

 それから、２番目の行動の問題については、やはり関連があるんですが、被虐待児や幾

つかの養育上のマルトリートメントというのですが、不利益な状態で養育された子ども、

あるいは一部の軽度な発達障害児が適切な教育を受けられなかったために被った反抗挑戦

性障害や行為障害の転帰というようなものを非常にケアフルな形だけれどもどこかで入れ

ないと、いわゆる最近の多動の問題や非行の問題が教育なのかそうでないのかとか、しつ

けなのかそうでないのかとか、生物学的なのかそうでないのかということがありますので、

どこかでやはり問題提起の形でもディフィニットでなくてもいいので、盛り込んでおかな

いと、10 年前の報告書とどこが違うのというようなことにもなりかねないのではないで

しょうか。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。脚注がとてもたくさん必要そうなコメントをただい

ま頂戴いたしましたけれども、ちょっとこれらをめぐって椋野さんの方から。 

○椋野参事官 構成ですけれども、きょうは全体がまだお示しできていないのですが、対

応方策というのが、今までお示ししたものの他に付いて全体像になります。それで、今、

吉田委員からあった中で、塾の話は資料２の方に、場の状況について、データに基づいて

書いている中に、通塾状況は入れております。 

 それから、学習障害や何かの問題について、書きぶりを非常に気をつけなきゃいけない
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ところではありますけれども、前から、特に困難を抱えた家庭とか子どもの問題をこれか

ら考えるべきだというご意見がありましたので、対応方策の方に何らかの形で入れたいと

いうふうに考えております。 

 それから、分かりやすくということで、エピローグが対応方策の最後に非常に分かりや

すい形でつくかどうかについては、この構成だと、仮に「おわりに」をつけるにしても、

やはり同じようなトーンになってしまうんじゃないかというふうに思っています。分かり

やすいものという意味では、まず広く出すために、本のような形にならないかというのは、

前から起草委員の中でもありましたし、あと一般向けのパンフレットみたいなものができ

ないかというようなご意見もいただいておりまして、予算が伴うことですので、今すぐや

りますというのはちょっと申し訳ないんですが言えないんですけれども、そういうような

形で、これを分かりやすくする努力はやりたいというふうに思っております。それは、こ

の報告書本体とは別に、この本体には注を入れたりしますけれども、どうしてもやっぱり

限りがありますので、これとは別に、恐らく玄田委員のおっしゃっている２～３枚のイメ

ージはパンフレットに近いと思うので、そういうものは何かやれるように検討させていた

だきたいと思っております。 

○樋口座長代理 冒頭、座長の方からご説明があって、これの目的は何かということで、

あくまでもこれ自体は官房長官に対するメッセージです。これとは別に、やっぱり一般国

民に対してのものを出したい。ただ、それは予算が伴うから確定はできませんというよう

なご説明があったと思います。 

○本田座長 それから、例えば、椋野参事官からこういうお話もいただいたんです。皆様

大変個性がお強くて主張をたくさんお持ちだから、多分ここには皆さんのご主張がほとん

どそのままの形では盛り込められないだろう。だから、皆様がそれぞれ少しずつ欲求不満

でいらっしゃるだろう。むしろ本をつくったらどうか。そういうのも１つおもしろいかな

と思います。 

 それから、私はもっと言えば、叢書というのでしょうか、１章ずつ、ワンチャプターず

つ誰かが持つなんていうけちなことをしないで、それぞれ皆様が単行本をお出しになって、

それを集めたら、それが一番おもしろいのではないかというふうに思ったりいたします。 

 つまり、これをきっかけにしながら何をアピールするかということに関しては、またち

ょっと別な次元でいろいろご相談申し上げると楽しいかもしれないと思いますが、これは

報告書でございますから、その範囲でいろいろ修正すべきところ、それから脚注をつけた
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方がいいというのは確かにそうでございますから、そのようなことをさせていただくとい

うことでご了承いただければと思います。 

 それでも、なおかつどうしてもというのがおありでしたら、例えば、早くお帰りになる

ご予定の松下委員もそうですか、何かございますか。吉田委員と松下委員が早目にご退席

ということですね。 

○松下委員 ９ページの下の方に、「学ぶべき時期に基礎知識」というところがございま

すが、その次の行に「人生における選択肢を大きく狭めてしまう」というふうなことがあ

りますが、今育っていく子どもたちがやがて担う社会は生涯学習社会というのが１つの特

徴として言われていますけれども、そこでは自己学習力という、自分で課題を発見して自

分で調べ、学んで、判断をしていく、そういうことが非常に大事と言われておりますので、

このあたりに、将来自分で課題を発見し、学んでいく自己学習力をつけるという、基礎知

識、技能の上にそういうものが必要であるというようなことを入れていただけたらいいな

というふうに思いました。 

 それから、今ご説明いただきました、資料２のところに入っていると思うんですけれど

も、これはどういう関係になるか分かりませんが、「年齢期ごとの課題」の中の項目を見

ておりますと、家庭と学校については問題点がいろいろ、例えば基礎的学力の習得といっ

たようなことで載っておりますが、学校外の地域でのいろいろな実体験が今少し欠けてい

ると言われているのではないかというようなことについての指摘は、今までに頂戴した中

にあまりないんですが、資料２をあわせるとカバーされるのでしょうか。 

○本田座長 学校外の社会経験というのはどこかに入ったはずでございますが。 

○椋野参事官 「思春期」の（１）、資料１の 11 ページですが、「社会の中での自分探

し」の中に、「現実社会を経験する意義」、それから「学校外での社会参画の支援」とし

て入れております。思春期の課題になっておりますけれども。 

○松下委員 それは学童期の……。 

○樋口座長代理 先ほど椋野さんの方から「地域」という言葉をむしろ「社会」に置き換

えるということなんですが、両方は必ずしも一致しないんじゃないかなというふうに思っ

ていまして、社会的サポートというと、多くの場合はどうもパブリックセクターのサポー

トというイメージがあって、それ以外の地域においても当然民間のサポートであるとかそ

ういったものがあるわけで、今のお話と関連してくるかと思うので、ちょっとそこを慎重

に検討していただきたい。「地域」となっていたのを全部「社会」というふうに置き換え
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ていいのか。「社会」というと何となく漠然として、「地域」よりは広いだろうし、時に

は「社会的資本サービス」というと、これはもう「パブリックセクター」というような言

葉になってくるので、そう置き換えていいかどうかというのはご検討いただければと思い

ます。 

○椋野参事官 今の「地域」と「社会」については、原案で、地域での支援の中に認可保

育所とかそういうものも入っているので、パブリックなものもそうでないものも、地域に

行われるものは全部書いている。よく見ると、パブリックの方をたくさん書いているので、

社会的支援の中にパブリックなものとそうでないものがあるが、社会的支援の方が大きい

ということでそちらの用語の方がいいんじゃないかというご提案で、私もそうかなと思っ

たんですけれども。パブリックなものを意味するものでないということが分かるような書

き方であれば。 

○樋口座長代理 今のお話との関連でいうと、例えば、町内会の話が出てきたりというこ

ともあるわけですね。そういうものは「社会的サポート」というより、むしろ「地域によ

る」という方がぴったり来るのではないかなというふうに思っていまして。 

○椋野参事官 検討させていただきます。 

 それから、松下委員のおっしゃった学童期は、新しくお示ししている「他者の認識と自

己の形成」というところに、「集団に関わる経験」という部分がございます。まだ説明し

ておりませんが、そこに入っているか、もう少し加えるかというような形にさせていただ

きます。 

○本田座長 資料２の方ですね。 

○椋野参事官 はい。 

○本田座長 じゃ、松下委員はそれでよろしゅうございますか。 

 それでは、資料１はかなりやりとりをして、こういう形でまとまってきたものに関して、

さらにいろいろなご意見を頂戴いたしまして、きょういただいたご意見の中から採択して

いただけるものもあろうかと思いますけれども、このくらいで次に  もうちょっとござ

いますか。前田先生、どうぞ。 

○前田委員 皆さんおっしゃるように、全体的に見て、文章全体が回りくどくてセンテン

スが長いというのは私も感じています。主語の前に修飾語がいっぱいあるということ。そ

れから、具体的に申し上げますと９ページの真ん中から下ぐらいの「学力低下の不安と私

立志向」というところですけれども、この根拠は何だろうかということなんですが、「公
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立中学・高校では学力が低下するとの不安から私立中学・高校への志向が増加し」「首都

圏等の私立中学の競争率は上昇している」というのは本当なんでしょうか。 

 そこで、実際にここ１～２年を見ていますと、首都圏の中で私立高校は今２次募集が非

常に多くなって、今まで、去年、一昨年ぐらいまでは２次募集が若干名という募集をして

いるにもかかわらず 30 名、40 名と募集しています。この私立高校というのはどのランク

でしょうか。いわゆる名門校という方なのでしょうか。公立は学力が低下しているからと

いうことではなくて、私立高校を受験するその大きな理由は、親が名門志向であるとか附

属のエレベーターであるからとか、それからしつけが行き届くとか、あるいは制服がかわ

いいとか、いじめ、不登校がない、そういうようなことで、ある程度、附属のいい学校、

いわゆるいい学校を希望するのは多いんです。しかし、まあまあというような学校は今大

変です。その辺を踏まえるとここでこういう記述をするのはちょっとどうかなという感じ

がいたします。 

 それから、あわせて 15 ページで、「魅力ある学校づくり」というところですけれども、

資料１だと 14 ページになります。真ん中ぐらいで、「特に、税で運営され一般の生徒を

広く対象とする公立中学・高校においては、一部に見られる学力低下不安からの公立離れ

に対応した魅力ある学校づくりが求められる」。魅力ある学校づくりが求められているこ

とはよく分かりますけれども、「税で運営され一般の生徒を広く対象とする公立中学・高

校」というと、私立高校への補助金は税金じゃないんですか。私立高校にも相当補助金を

やっていますよね。 

 それから、「一般の生徒を広く対象とする公立中学・高校においては」って、私立中

学・高校は一般の生徒を対象にしていないんですか。 

 それから、「学力低下不安からの公立離れ」といいますけれども、去年と今年を比べる

と、公立高校、都立高校の競争率は、かつてのいわゆる名門校というようなところとか、

特色を出しているところは、非常に競争率が高いんです。 

 それに、私立高校で附属でない高校は今大変なんです。私立中学も、女子校を共学にし

ようということで、実は学校長、理事長になるのは公立の校長をリタイヤした人、そうい

う人がやっているけれども、仲間に聞いてみると、１人受験生をすくい上げるのは大変だ

よという現実があるわけですから、これを見ると何か公立だけが税金を使っているように

とられがちなので、その辺は考えていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○椋野参事官 データについては、表とか図とかついている資料の方ですけれども、その

15 番に、首都圏模試センター資料から作成した年度別の中学入試の競争率の推移がござ

いまして、2000 年、2001 年、2002 年で若干増加している。少子化ということを考えあわ

せると、やはり競争率が上がっていると見るべきではないかというふうに思いまして、そ

こは入れました。 

 公立の学力不安から私立を志向しているのかどうかということについては、よくそうい

うふうに聞きますけれども、おっしゃるとおりデータ調査があるわけではありませんので、

委員ご指摘のような要素もあるのかもしれません。そこも含めて検討させていただきます。 

 それから、「税で運営され」についても補助金は入っていますけれども、補助金が入っ

ているというのと「税で運営され」というのは、違うことは違うのだろうと思います。た

だ、ここで言いたかったのは、公立、まさに「公」が運営している学校はやはり私立と違

って、特にそういうニーズに対応しなければいけないんじゃないかということで、単に

「公立頑張れ」というと「私立はいいのか」ということになるので、なぜ公立が特に対応

していただく必要があるかというのを何か説明をした方がいいだろうということで、こう

いう書きぶりにしました。書きぶりについて誤解があるようであれば、そこはまた工夫を

したいと思います。 

○前田委員 非常にきつい表現だと私は思うんですがね。税で運営されるというのは分か

っていることですから、その辺は文言で誤解されないような文章が必要じゃないかなとい

うふうに思います。 

○樋口座長代理 まあこういう書き方もあるでしょうし、逆に最近ですと、公立の中でも

魅力ある環境づくりという形で、幾つかの中学、高校では人気も上がってくるところもあ

るわけですから、そちらを書いたらどうですかね。公立の中でもそういうふうにやってい

るところが出てきていると、むしろ肯定的に捉えていく。暗黙のうちにそういうふうにや

っていきなさいよというのが入ってくれば良いのでは。 

○広田委員 部分的に公立の中でいろんな形での取り組みがあって、注目されるべきもの

というのはあるけれども、我々、考えないといけないのは、システム全体を考えたとき、

公立全体をどういうふうに底が抜けないような形でシステムを考えるかということをきち

んと打ち出すべきではないか。前田先生のご不満はもっともだと思うんですが、むしろし

っかり公立は頑張ってよという仕組みを、頑張れるような仕組みをつくらないといけない。

何らかの形でやっぱり公立が重要だから、魅力ある学校をつくっていかないといけないと
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いうことを押し出すようなものは要るんじゃないか。全体として上げていくということで

すね。 

○網野委員 内容でもう１つどうしても述べたいことがあるのですが、資料１でいいます

と７ページの「保育所と幼稚園の連携強化」ですね。これは官房長官への報告ということ

で、幼保一元制、二元制含めての方向性ということで、かなり書き加えられた部分になる

かと思いますが、全体的に他のトーンとか流れに比べると、やはりお役所的な表現が多過

ぎるかなという感じがするんですね。 

 要は、子育て支援ということで、幼稚園も預かり保育をどんどん広げようとしている。

制度論でいえば、日本でも大正以来、幼保一元制、二元制の議論がずっといまだに続いて

いるわけで、そこに触れる必要は全くないとは思うんですが、子育て支援というところか

ら非常にスクランブル現象が起きて、共通部分が広がってきている。懇談会としては、子

育て支援という点からいえば、保育所と幼稚園が、特に後段の方ですね、市町村が子ども

の育成という視点から総合的にその施策を行える。保育所、幼稚園ということもちゃんと

総合的に子育て支援という社会資源として、重要なものとして、今後特に考えていく必要

があるのではないかという趣旨でよろしいのではないかと思うんですね。 

 特に前半の部分は、後の方の補論で詳しく書いてありますし、どちらかというとこれは

実態としての状況であって、これは補論で、特に外国では北欧ですね、幼保一元は、以前

はどちらかというと日本でいえば厚生労働省的分野のところが教育も含めてやっていたの

が、今、20 ページに書かれていますように、イギリス、スウェーデン、ニュージーランド

が 20 世紀の終わりにかなり教育省所管ということになって、そこでは、もし日本でいえば

保育所的な部分も教育省が所管しているという流れがあるわけですね。そういうふうなこ

とは補論の中で書かれていますし、本論の前半の部分もそのような趣旨で説明して、今か

なり議論がされている報告書の中身からすれば、表現なりトーンがやや違うかなと思いま

すので、いかがでしょうか。 

○本田座長 ただいまのはおっしゃるとおりだと思いますが、内閣府の方からのご注文と

して、幼保一元化にも触れよということでしたので、多分こういうトーンになったのだと

思いますが、子育て支援としての幼稚園と保育所の接近みたいな形で捉えてここに位置づ

ければ、もう少しナチュラルにつながるということかもしれませんね。中身も、制度論的

なことではなくてという形でしょうか。 

○椋野参事官 確認なんですが、小見出しの下は２つのパラグラフから成っているわけで
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すけれども、特に１つ目のパラグラフが、現状がどうかというのを長々と説明しているの

で、これは補論でいいのではないか。２つ目のパラグラフで、結論的なところは最後の５

～６行のところなんですけれども、このトーンについてはよろしいんでしょうか。 

○網野委員 ええ、これが大事なのかな。ただ、やはり「総合的かつ効率的に行えるよ

う」とかいう表現は、この報告書の趣旨からいうと、ちょっとやっぱり。だから、子ども

育成という視点に立って、総合的に市町村がもっと積極的にやってほしい。そこで保育所

も幼稚園も、二元だ、どうのこうのではなくて、そしてここに具体的に書いているような、

これを主張すると、非常にここで言っていることが見えてくると思うんですが。ただ、前

半の部分の預かり保育は、当然、実態は入れた方がいいと思いますね。 

○本田座長 それと、先ほどの公立学校の問題、よろしいですか。さっきの広田さんのご

提言で。公立学校の全体的な底上げとか補強とかいうことはどこかでうたうべきだと……。 

○広田委員 だから、公立学校を揶揄するため、批判するためというよりは、いたずらに

不安感が広がっている中で、きちんとした形ができるように公立学校をもっと充実させて

いこう、そういう趣旨だと思いますので、表現は……。 

○本田座長 表現を少し変えるということですね、はい。 

○天野委員 内容の部分で、２カ所なんですが、まず１つが 11 ページなんですが、これも

学校に関係するところではあるんですけれども、「現実社会を経験する意義」というとこ

ろの２行目ですね、学校での生活と一般社会での生活の違いを、「生徒の個性や能力を伸

ばすことを目的とする教育という原理が優先」、それが学校なので、社会とは違うという

ふうに書かれているんですが、基本的人権の尊重という視点でいうと、一般社会そのもの

がこういうようなことを尊重しているんだと、僕は少なくとも尊重すべきであると思うん

ですね。むしろ一般社会と形の上で随分違うところというのは、同年齢の子どもたちが集

められての集団であるということだと思うのです。これはまず他の社会では見られないで

す。同じ年齢の者たちだけで１つの単位としてのつくられ方がされているということ。 

 それとあと、法律だとかそういうことに関連しているところもたくさんあるのですが、

独自の規則を持っているということですね。要するに社会にはない規則も含めて、独自の

規則を持って動いている１つの小社会だと僕は思うので、ここに書かれていることは決し

て違いではなくて、社会の中の合意事項だと僕は感じるので、そうではなく、子どもの集

団のつくられ方そのものが非常に人工的であり人為的であるということが書かれた方がい

いんだろうと僕は感じるのが１点です。 
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 あともう１つは、13 ページですね。「少年犯罪の予防」というところの、このページで

いうと上から２行目なんですが、「犯罪行為は社会に生きる者として許されない」という

のは非常に強い言い方ですね。重大犯罪、殺人だとか、そういうような凶悪犯罪と呼ばれ

るものについて、恐らくいっているのであろうということは分かるんだけれども、でもそ

うは書いてないですけどね。小さな犯罪行為なんていうのは、したことがない人間はいな

いだろうと僕なんか思うので、これは許されないというような書き方なのか。あるいは僕

なんかがイメージしたのは、被害者や関係者を傷つけ、自分の身内も含め、時にはその人

たちの人生も大きく変えてしまう行為であるというような、そういうような他者に対して

非常に大きな影響を与えていくという意味で、例えば卑劣であるとか、そういうような行

為であるということくらいは書いてもいいのかもしれないけど、「許されない」というよ

うな書き方はどうかなと感じました。 

○相原委員 13 ページのところは今の天野委員と同意見で、それと関連するんですけれど

も、２ページ目の「青少年の健全育成とは」という大もとのところなんですけれども、私

の意見としては、「青少年の健全育成とは」というところでちょっと見てみますと、他者

への配慮という趣旨の意味というのがあまり感じられなくて、その中で唯一、「相互支援

を担い」という言葉があるので、こういうところかなとは思うんですけれども、その前が

自己実現、自己責任ときて、相互支援といきなりきているので、この趣旨も正直いって言

葉としてはあまりにも漠然としていて、誰が何を、どういうふうに支援するのか、税金を

負担することなのか、お互いにどうかしてあげることなのか、ちょっと「相互支援」とい

う言葉が浮いているような気が私はしたわけです。 

 全体として、今、天野委員がおっしゃったようなところで、「許されない」というより

は、いわゆる被害者の問題も今出てきていますけれども、他者への配慮、他者の痛みを分

かるとか、そういうことがこの中にはあまりなくて、本人が生きていけて実現していれば

いいんだというのではなくて、他の弱い人の痛みだとか、そういうことを理解する能力と

いうものに関しての記述が全体的にないなと思います。犯罪行為に関しても、今の天野委

員がおっしゃったような形で書くべきではないかと感じます。単にだめだからだめという

のでは、ちょっと視点が違うのではないか。 

 以上です。 

○本田座長 多分、「社会に生きる者として許されない」という表現の中に、他者への配

慮を欠くとか、いろいろ入っているんだろうと思いますけどね。ただ、それをもう少し分



 28 

かりやすくということ。 

 それから、先ほどの学校と学校外社会の問題というのは、こういう文脈でここは最初出

てきていて、いろいろ皆様のご修正を入れてこうなったんだと。最初に出てきている文脈

からいうと、学校というのは社会の中でちょっとバーチャルな社会であろう。つまり、現

実に生きて動いている社会の原理がそのまま適用されているわけではなくて、例えば人間

の可能性に対する無限の信頼とかなんとか、そういうような独自の価値と理想のもとにつ

くられたバーチャルな社会であろう。そういう社会と学校外の社会とのギャップが大変大

きくてということで、次に就職した若者の早期離職傾向などと書いてございますから、企

業社会とのギャップが非常に大きくて、それらを埋めるためにも、バーチャルな学校社会

の中で、例えば９年間の義務教育期間、一歩も社会に出ないとか、社会と関わりがないと

いうことは、やはりここで問い返されるべき点であろうというようなところで出てきてい

る文脈で、こういうふうになっていたのかと、私は今までの経緯の中でちょっと理解して

おりましたのですが、そうでしたね。 

○椋野参事官 はい。 

○後藤委員 今の「現実社会を経験する意義」のところで、天野委員もそうですし、落合

委員も校則のことをおっしゃっていて、確かに独自のルールをつくるというつくり方とか、

１つには学校に社会の風を入れるというか、「現実社会を経験する意義」の中に、人権が

ある意味で保障されていて、自分たちで自分たちのことを決められるという前提が、学校

ではある程度満たされてないという現実があるわけですから、校則を自分たちがつくると

いう動きはあるにせよ、まだルールとして一方的に決められている部分も、それは必要性

があるという意味でもあるわけですから、そういうようなことを多分天野委員がおっしゃ

りたいのかなと思ってはいるんですが。それを入れるか入れないかは別として。だから、

現実社会を経験するというときに、経験するというのが、社会の何を経験するのかという

のはいろいろな読み方があるというふうに、今ちょっと聞いていて感じました。 

○天野委員 だから、僕はいいとか悪いとかじゃないんだけれども……。 

○本田座長 集団の問題はそれで分かるんですけれども、ここでそういう文脈で学校と学

校外を対比させていないということをちょっと説明させていただいた。どうしても集団構

成とか年齢改定とか、そういうことを問題にすると、学校論という形にはなりますが。 

○天野委員 だから、学校論ではなくて、それが現実であるという客観的事実ですので、

それがいいとか悪いとかの話を僕はしようとはしてないんです。だけど、社会の中からす
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れば、それはやはりかなり突出した、それこそ……。 

○本田座長 独特なものですね。 

○天野委員 独特な年齢構成ね。一応、この報告書をまとめるのも年齢構成で構成分けし

ているのと同じように、教育を考えるときに、大人の考え方の中で１つの年齢構成を考え

て、１つの教育の枠組みをつくったと僕は思うんだけど、それは現実の話なので。 

○本田座長 分かりました。例えば学校外社会というところにもう１つのファクターを入

れて考えるということでよろしいわけですね。 

○天野委員 そうです。 

○本田座長 つまり、学校が依拠している年齢別集団という１つの原理、それと別な集団

を体験させるという意味で、学校外社会、遊び場のようなものがそうかと思いますけれど

も、そのようなものが必要であるということがちょっと入ればよろしい。それと企業社会

の問題が１つここで語られているわけですから、それらの両方が入ってくれば、まあよろ

しいということになりますでしょうか。ここの論理はこれで生かしながら、それを加える

ということでよろしいでしょうか。 

○天野委員 ただ、この文章は、例えば企業にしても、非常に個性や能力を伸ばすことに

対して……。 

○本田座長 ですから、個性や能力を伸ばすという表現は変えた方がよろしいのかもしれ

ません。それはまた別な表現で、学校が拠って立っている原理を別な形で表現したらよい

のかもしれません。 

 それで、これだけでなかなか資料２の方にいかないのですが……。 

○樋口座長代理 ご意見があったら、これに関しては後で期日を決めてメールでもいただ

いて、むしろ次のところに移っていただいてご説明いただいた方が良いのでは。 

○本田座長 そうですね。少し資料２の方も議論していただかないと。資料２に関しては、

いろいろとまた皆様からメールなど寄せていただくわけですから、その前にこれを少し説

明していただいておかないといけないかと思います。 

 では、資料２の方をご覧ください。 

○椋野参事官 では、資料２のご説明をさせていただきます。 

 資料２は、「青少年に関わる場の状況」と、「学童期」で残っておりました「他者認識

と自己形成」「のびのびとした時間・空間の創出」、それから「青年期」の課題まででご

ざいます。 
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 「場の状況」につきましては、データに基づいて状況を書いていっているところでござ

いますので、これは後でご覧いただいて、こういうデータもあるから入れた方がいいとか、

ここは間違っているんじゃないかというようなことがあればご指摘をいただきたいと思い

ます。特にデータに基づくところですので、ご議論をいただくところではないかと思いま

すので、時間の関係で省略させていただきます。 

 ５ページに参ります。「学童期」でございます。学童期の課題としては、基本的生活習

慣の形成と基礎的学力の習得、さらに他者認識と自己形成、それから伸び伸びした時空と、

こういう構成になっております。 

 「他者の認識と自己の形成」、現状をどう認識しているかといいますと、ここでいろい

ろご議論あったところだと思うんですが、自己中心主義といわれる面と、一方で仲間の中

で過剰に気を遣って同調しているという、一見、相反するように見える行動がある。なぜ

だろうかというと、それはやっぱり自分とは異なる意見を持つ他者を認識し、自己をそれ

に対峙することができないことに起因しているのではないだろうか。そういう認識に基づ

いて、何が必要かということで２つ挙がっておりまして、１つはコミュニケーション能力

の育成だろう。２つ目が集団に関わる経験をもっと積んでいくことだろうというような構

成になっております。 

 「コミュニケーション能力の育成」の中で、先ほど相原委員からご意見もありましたよ

うな、「共感する能力を育む」ということを、コミュニケーションを通じてやっていくと

いうようなことが入っております。 

 それから、大人の側の態度としては、子どもの意見に真摯に耳を傾け、間違っていても

頭ごなしに否定するのではなく、説明する姿勢。正しい答えを性急に求めることなく、他

人のまねでない自分の意見を表明することを促し尊重する姿勢というようなことを入れて

おります。 

 これが犯罪に巻き込まれることを予防するような力の形成にも役立つものだということ

を、以下３行入れております。 

 さらに、集団に関わる経験が必要だということが、次の部分でございます。 

 この中で、集団遊びの重要性を「例えば」のところでかなり詳しく述べております。子

どもの集団遊びの中で、遊びのルールに従うこと、役割を遂行すること、協力すること

等々が期待され、その中で義務感、連帯感が育まれ、それから遊び仲間の中で了解すれば

ルールを変えられるし、新しいルールもつくり出すこともできるし、ルールに従うことが
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楽しく遊べることにもなるということで、体験的に社会規範を習得し、自律性を培うこと

ができる、それが遊びの話です。 

 それから、家庭において、家事の１つを任されて行うこと。学校における集団生活、地

域の青少年団体やボランティア活動、こういう集団に関わることが重要だということを入

れております。 

 次に、大人側の態度としては、あまり過保護、過干渉は子どもの自律性を損なう。ただ

し、大人の側は多様な機会を提供し、一歩引いて見守る姿勢が求められる。これはかなり

この懇談会で各委員から言われてきたことだと思います。 

 （４）の「のびのびとした時間・空間の創出」のところでございます。これは第３回懇

談会の酒井協力者のヒアリングの中であった、教育的配慮と消費の圧力で、子どもの行動

意識がプログラム化されたものが多くなってしまっているということの関連です。教育的

配慮の方は、塾とかスポーツクラブ、おけいこ事。一方、遊びの方も、テレビとかテレビ

ゲームというようなことになってしまっている。 

 もう１つ、地域の話は、モータリゼーションが進んで、安全に遊べる原っぱがなくなっ

ているということで、さっきの集団遊びの機会が少なくなり、創造性や連帯感等が育めな

くなっている。 

 どうしたらいいかというのが、次の「自然に出会い、自由に集える場づくり」のところ

ですけれども、消費文化がこれだけ進展しているので、単に教育の時間を減らして子ども

を自由にしたら、それで伸び伸びできるかというと、子どもたちは消費の方の圧力でコン

ピュータゲームやテレビゲームにいってしまうんじゃないかということで、消費社会の圧

力から遠ざけるとともに、犯罪や事故の危険から守り、子どもたちが伸び伸びと時間を過

ごせるための場づくりが必要である。積極的に関わらないといけないという皮肉な面もあ

るけれども、大人が出ていかないと伸び伸びさせられないんだということも、この懇談会

で合意になったことではなかったかと思います。そういうことで、冒険遊び場とか空き店

舗の活用のような居場所づくり。 

 その後、犯罪に遭っている場所の調査に基づくものを入れました。やはり自然に目配り

が届くような空間であるかないかで、同じ公園でも犯罪に遭うか遭わないかが変わってく

る。そうすると、そのためには１つの空間に複合的な機能を持たせる。それから、ある空

間をつくればいいのではなくて、その空間が周囲の空間とどう関わって、まちの中でどう

まちを形成しているか、そういう視点が大切だということで、次に大人の目配りが効くま
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ちづくりというのはどういうことかということで、地域コミュニティが形成されるような

都市計画あるいは農山村漁村でも同じですけれども、そういう空間の整備改善の話が出て

おります。福川委員がレポートしてくだすったところを、かなり入れて書いているところ

でございます。そういうまちづくりに子ども自身が参加することも非常に有意義だという

ようなところで、ハード面が少なかったので、ここで少し空間の話を書き込みました。 

 次に、８ページ、「青年期」でございます。青年期の特性としては、社会的自立、最終

的に大人への移行を遂げる時期であるということで、特に今日なぜこれが課題になってき

たかというと、従来の、学校の卒業と同時に就職し、数年したら結婚する、それで大人に

移行できるというライフコースが自明のものでなくなったからだという今日状況で、課題

を３つ挙げております。 

 １つ目は、「職業的自立」。職業意識が低いとか定着率が低いとかいわれるけれども、

それは意識の問題だけにすることはできないんだということも、玄田委員、樋口委員のレ

ポートを元に書いている部分でございます。 

 それから、意識の問題だけにできない、社会構造の問題がある、結果としてフリーター

になっている方がどういうふうに評価されているかというと、次の「フリーター経験と職

業能力」ですけれども、就職時にマイナスに評価されることが多いし、その後も不利にな

っている。なぜかというと、やはりパート・アルバイトでは職業能力が一定以上開発され

にくいし、専門学校で学ぶだけでも、やはりＯＪＴがないと十分ではないだろうというこ

とで、さらに中途採用も増えているんだけれども、そこは即戦力が求められるから、フリ

ーターをやっていて中途採用に入っていくというのもなかなか難しいので、若いうちにＯ

ＪＴの機会を逸すると、その後大変困難になるという認識を入れております。 

 次に「学歴と就業状況」で、特に今、大卒より高卒、それも地方の高卒が採用が減って、

厳しい状況にあるという樋口委員のレポートを元に書いておりまして、これが学歴による

就業格差、所得格差、外国でも拡大が見られるけれども、拡大し、さらに固定化する、階

層固定になるんじゃないかということが懸念されているというような問題意識を入れ、で

はどうしたらいいかということで、「職業選択の指導」を、学卒時点で、高卒で正社員に

なった人は、学校での職業指導が役に立ったという割合が高まっているし、それが受けら

れないと正社員になれないという状況が高まっているということで、それが重要だと、キ

ャリアカウンセラーなんかも例として入れています。 

 同時に、学校を卒業した段階でうまくいかなかった人が、きちんと職業能力向上ができ
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るような支援というのが、下の２行です。 

 これとやや別の層として、「起業の支援」の話を入れております。労働市場への参入、

適応に苦労する若者がいる一方で、学生時代から起業をいろいろやっているタイプの人も

いる。そういう若者に対しても、環境整備は要るだろう。さらに、社会が流動化している

ので、高学歴で就職できたとしても、その後の職業リスクというのは高まっているので、

それから起業には 40 歳が旬というようなお話もありましたので、要するに自分の職業生活

をどういうふうにしていくかという見通しを持つことが大切だろうし、そのための情報提

供が必要だということが最後の段落でございます。 

 10 ページが「親からの自立」で、いわゆるパラサイトシングルの問題を入れております。

十分にご議論いただけなかった部分でございますけれども、起草委員会でご議論いただい

たようなことを少し入れております。パラサイトシングルもフリーターと同じように意識

の問題ではなく構造上の問題があるということを最初に入れております。つまり、親に依

存していれば、仮に所得が低くても楽しめる。親から自立すると、それが落ちてしまうと

いうことで、依存が長期化しているという問題を入れております。 

 次に「社会的引きこもり」、一応レポートいただいたんですが、適当な場所がなかった

ので、親がいつまでも抱え込んでいるという意味で、一応ここに入れてみました。でも、

親と同居するのは日本の伝統だからいいんじゃないかというご議論もあるかと思いました

ので、それについて、しかし成人した子どもが基礎的生活条件を親に依存するという形で

親と同居しているというのは伝統ではないだろうということを入れております。 

 それから、「親からの自立の支援」、11 ページに参りまして、未婚の若者の自分の階層

意識を聞くと、自分の所得ではなく、親と同居しているかどうかで決まってきて、それに

よって影響されているというような調査もある。自分の努力ではなく、親に依存できるか

どうかが豊かさを決めるというのは、若者から努力や挑戦の意欲を奪っている。そういう

意味での問題もあるということで、高卒時点で親から自立する意識、慣習の形成が必要で

はないか。もちろん、家族のあり方ですから、それは家族が決めることだとしても、少な

くとも自立したいと思っている人が自立できない条件の改善は図って、自立を支援するこ

とは必要だろうというような書きぶりにしております。 

 最後に、特に親から独立して新しい家族を形成し、子育てするような世帯が非常に経済

的に厳しいということで、若い子育て世帯向けの経済支援を入れております。 

 ３番目の課題として「公共への参画」でございます。先ほどの相原委員のご意見とも関



 34 

わりますけれども、非常に自己中心的な、自立すればいいというトーンではいけないとい

うことで、これが加わりました。大人になるということは、公共へ関わるということも含

まれるわけでしょうけれども、現在見ると、従来型の投票率やなんかで見る参画意識は非

常に低下しております。ただ、一方で、ボランティア活動に携わる若者は増加しています

し、新しい形で選挙活動をボランティアで支援するような若者も一部には見られていると

いうことで、関心そのものが低下したと捉えるよりも、従来型の参画からより直接的な参

加に関心のあり方が変わったとここは見るべきではないか。ご議論いただきたいところで

すが、一応そういうふうにしております。 

 次に、こういう状況の中で、しかし公共への参画の必要性というのは当然あるだろう。

今日の社会が市場と政府と非営利セクターから成るとして、市場に消費者として早い段階

から青少年は入っていくわけですけれども、それ以外の関わり方が遅れていて、職業人と

して参加するということは市場セクターへのもう１つの参画の仕方ですけれども、残る政

府、非営利、公共への主体的参画が大人の条件として必要だろうということを書きまして、

それへの支援の仕方としては、１つは思春期以前のシティズンシップ教育で、公共への関

心ということが重要だということを分かりやすく伝える。それから、生徒会活動などを通

じて参加能力を高める。 

 青年期においては、ＮＰＯや政治の場でのインターンシップとか、インターネットを通

じて参画できるような環境整備、それから公募制の活用などによって若者の意見が政策形

成過程に反映されるような工夫等を入れております。個人として自立していないと公共へ

の参画というのにも意識が向かないだろうから、やはりその前の２つの職業的自立、親か

らの自立ということが公共の参画のためにも必要だろう、そんなまとめ方をしております。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございます。これは今初めて皆様、ご覧になったわけですから、

後から細かいご意見がいろいろ出てくるとは思いますけれども、今の説明をお聞きになっ

て、今ここでお気づきのところ、あるいは指摘しておきたいところがございましたら、ど

うぞご発言ください。 

○玄田委員 ５ページ目のコミュニケーション能力のところですけれども、書き方でぜひ

気をつけていただきたいというか、ぜひお願いしたいことは、一般的に誤解があって、今、

大学生が就職活動でコミュニケーションスキルという言葉を聞くんだけど、正確に理解し

ている人があまりいなくて、何となくコミュニケーションスキルというのは、英語でしゃ
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べれるとか、パワーポイントが使えるというふうなイメージでとられるところがある。コ

ミュニケーションスキルというのは、もちろん自分で話すことができるんですけど、その

前提として、ちゃんと自分から耳を傾けることができるんだというトーンを出した方がい

いと思います。もっと言えば、全身全霊で耳になって、人の話を自分の中に吸収すること

ができるというのが基本だから、それが伝わるような表現の方がいいと思う。 

 この文章全体として、ちゃんと自分で自分のことが表現できるんだというふうなことが

後半の段落とかで見えてきたり、大人も耳を傾けて子どもたちが言いやすいような環境を

つくろうというのが出てくるんだけど、その前提として、子どもたちがちゃんと社会の声

に耳を傾けようというふうなことが出た方がよいと思います。さっきの話で、学校に社会

を入れるとか風を吹かすというのがなぜ必要かというと、自分からみずから社会の声に耳

を傾けるような環境をつくろう、それによってコミュニケーションスキルをつくるという

ことが基本なので、そうするとつながってくると思うんですよ。だから、そこはぜひコミ

ュニケーション能力というのは、自分から耳を傾けるということで社会と子どもたちが関

係するということが大きいということを出した方がいいと思います。 

 さっき相原さんが言われたことと関係して、「リストラ」という言葉にやや問題がある

かな。８ページ目で「リストラされる先輩を見る」となっている。リストラって、マスコ

ミ的には首切りだけど、厳密なことをいうと、リストラということをした会社で首切りし

ている会社はごく少数で、ほとんどが早期退職だから、表現としては、「職場を不本意な

がらも去る」とか、そういう表現の方がまだ正確かなと思う。だから、あまりリストラと

いう言葉を使うと、かえって不安感をあおるだけだから。もちろんある部分はやや象徴的

に使ってもいいと思いますけれども、こういうところは、「職場を不本意ながら去る先輩

たちを見て」くらいの方が自然なんじゃないでしょうか。 

○本田座長 今の玄田委員のお話では、コミュニケーション能力のところに「相手の意見

を聞き」というのは入ってはいるのですが、これをもっと強く前に出すということですか。 

○玄田委員 主体的にね。 

○本田座長 はい、分かりました。 

○杉山委員 学童期のところなんですが、乳幼児期はそれまで親に対してのトーンが強か

ったのですが、学童期は一貫、子どものことなので、もうちょっと親のことも入れてもい

いのかなと感じました。 

 １つが、親の事情で、母親で相当働く人が増えてくるのでは。すぐデータが出ないので
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すけれども、そういう事情の中で、前段の報告のところに食事の問題なんかが出てくるん

だと思うんですが、そういう親の事情が変わってくる中で、親はこういう関わりが必要な

んじゃないかというトーンがあればと思います。それからあと、地域での関わりの部分で

も、大人というふうにずっと表現があるんですけれども、親なんだけど地域の一員でもあ

るみたいな関わりを、地域の中で積極的に親がやるのだとか、親同士のネットワークが地

域をつくって、その子どもを何となく支えているのだみたいな部分がちょっと出てもいい

のかなと感じました。じゃ、どこといわれると、ちょっと宿題にさせていただきたいので

すけれども。 

○本田座長 学童期の……。 

○杉山委員 全体のトーンとして、子ども、大人というふうにパッと出てきてしまうので、

そこにもうちょっと親を入れて、思春期にパンと子どもを送り出せるようにできたらなと

思うのですけれども。 

○本田座長 乳幼児期には親が非常に出てきていて、最後の青年期にも親が非常に出てき

ている、間に親がないということですね。 

○杉山委員 そうですね。ちょっと難しいんですが、学童期の親の関わりって非常に大き

いと思うんですね。 

○本田座長 大きいけど、漠然としていて、特に何かが抽出されて焦点化されていないと

いうところがありますね。 

○杉山委員 そうですね。あと、学童保育も、よく読んでみると書き込みが足りない気が

して、それも宿題にさせてください。 

○天野委員 今ざっと気がついたところだけなんですが、さっき玄田さんがおっしゃった、

コミュニケーション能力の前のところなんですけれども、５ページですね、「一見相反す

るように見える言動は、いずれも、自分とは異なる意見を」というような、ちょっと難し

いなという感じがあったので、僕は、人間関係、自分と違うものをどういうふうに意識し

て、その中で自分自身の立場をどういうふうに分かっていくか。まさにここに書いてある

ことなんですが、もうちょっとやさしく言えるといいかなというのは、言い回しではちょ

っとありました。 

 あとは遊びのことをすごく書いていただいてありがたかったんですが、ただ遊びという

のはこんなきれいものでもないんですね。子どものどろどろとした世界がいっぱいあって、

だから学べることがあるということをちゃんと書かないと、うちの子はこんなにきれいに
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遊ばない、こんなに他者を大事にして遊ばないとか、こんなにルールを守らないとかいう

ことを思うかもしれない。だけどそういうようなことを繰り返し繰り返しやっていきなが

ら分かっていくことの方が多いんだということを、僕はちゃんと描き出したいなというふ

うに思います。 

 あともう１つ、パラサイトシングル。親からの自立ということで、「いわゆるパラサイ

トシングル」って括弧書きでわざわざ書いてあるのですが、僕はこれは要らないんじゃな

いかなというふうに感じました。何か揶揄しているような感じがちょっとあるんですが、

要するにこれはあまりよろしくないんだということを前提に価値として置いているような

気がするのですが、親の方も出ていってほしくないというようなことがあって、いつまで

も「うちの子はね」とか言いながら、結構嬉しそうなんですね、パラサイトシングルの親

というのは。そういうようなことも含めて、人間関係自体が親子の間でも変質してきてい

るということもあるので、良いとか悪いとかいうことでなく、これは１つの現象として、

これをどう回していったらいいかということについての課題は先に送るにしても、ちょっ

とここでパラサイトシングルと括弧書きする必要はないかなという感じはしました。 

○玄田委員 １つだけ言い忘れたと思います。９ページ目の「職業選択の指導」になるの

か、10 ページの「社会的引きこもり」か忘れましたけど、中途退学者についてはしっかり

言明した方がいいんじゃないかな。議論したかどうか、ちょっと記憶にないんですけど、

中途退学をする学生にとっては、今社会全体として明確なサポートの体制というものはで

きてない。これが日常的な現象になっているときに、一体この問題をどう考えればいいか

ということをまずみんなで考える土台として、中途退学者というのが決して珍しい存在で

はないということです。ただ、一方で中途退学する人は、多くの場合、統計もあるんです

けれども、職探しすらもしていないというケースが非常に多くて、この問題に対して、中

途退学者を抱える家庭だけに任せればいいのか、また中途退学者は比較的社会全体に孤立

しやすい傾向も現実にあるものだから、高校を卒業しない人たちに対してどうすればいい

のかということは、少し大きく取り扱ってもいいかなと思いました。 

○広田委員 私もそれ、非常に重要な問題だと思うんですが、玄田さんにむしろどうした

らいいのか聞いて、勉強したいようなことなんですけれども、要するに中途退学者に特有

の何らかの、どういう手が打てるのかとか、そういうことはどうですか。 

○玄田委員 中途退学者は社会の中で簡単にだまされやすいです。つまり、普通の、週 20

時間以上働いていて１年以上働く見込みがあれば、雇用保険の加入資格があるんだという
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ことくらいは知っていてもいいと思うし、セクハラに遭ったら、各都道府県には雇用均等

室というところがあって、そこに行けばちゃんと相談に乗ってくれるということくらいは

知っててもいいと思うんですよ。それは学校の先生がやってもいいけど、それは自治体と

か、場合によっては労働監督行政と協力して、かなり早い段階で、卒業する前の１月とか

じゃなくて、中学でもいいし、高校の早い段階でもいいから、どういう選択をするか分か

らないので、働くときは最低限だまされて不幸にならないような方策を考えた方がいい。

学校をやめても、こういうパウチカード１枚あって、そこにこういう電話番号が書いてあ

って、こういうトラブルがあったらここに聞けばいいくらいのことはやってもいいと思う

し、そっちの方が大事だと思う。 

○樋口座長代理 それは中途退学だけじゃなくて、多分ほとんどの人が雇用保険の加入資

格が 20 時間なんてご存じないのでは。 

○玄田委員 そういうことは正社員になればきっと知らなくても大丈夫なんだけど、そう

じゃない選択をする人にとっては、圧倒的に大きな問題になり得るから、最低限生きる上

で必要な知恵という意味で考えれば、働く上で最低限必要な知識を提供するようなことは

した方がいいと思うし、こんなにだまされるんだという話は聞きますよ。 

○本田座長 特に高校の中途退学者、未成年ですよね。そういう人たちに対しての相談窓

口のようなものを設置するなりなんなり、どこか何か支援する具体的な方法が必要だとい

う意味ですか。 

○玄田委員 もっと言えば、こういう話をすると、何となく中学校に労働基準監督署の人

が行くなんてことは現実に想像できないとかおっしゃる。そういう時代じゃないから、教

育委員会とか労働行政とか、そういう垣根を越えて、本当にそういう知識を持っていてト

ラブルに詳しい人が、ちゃんと現場に行って話すべきなんですよ。そういうことをそろそ

ろ考えないといけない。だから、そういう面では、別に行政の縦割りを批判するわけじゃ

ないけど、かなりそういうことが求められている場面ではあると思う。 

○杉山委員 11 ページの若い世帯の話なんですけれども、この場合、例えば結婚しないで

子供を産むカップルの問題なんかが恐らく多い。結婚という選択をしないでともに暮らし

て子育てをしたいという人たちも増えてくるんじゃないかと思うんですが、ここでそこを

入れるのか入れないのかも含めてどうかと思います。 

○本田座長 青年期の課題として、自分の家族をどう形成するかという課題があるかなと

いう話はちょっとしたことがありますが、そうすると、例えば……。 
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○後藤委員 日本で婚姻しないで子どもを産む率は非常に低いんですね。それはここ何十

年も多分変わってないと思うんです。ですから、とにかく結婚をするというプレッシャー

みたいなものがまだまだ強いですし、これだけいろいろな選択肢があったとしても、非婚

で、つまり子どもが非嫡出子で婚外子になる割合というのは非常に低いんですね。０．

何％とか、そのくらいですから、そういう形態というのはあまり考えられないという感じ

も、どちらかというとします。もちろん家族形成のあり方をどうするかという議論になっ

たとしても、家族のあり方というのは、どうしても結婚への選択の方が、子どもとの関係

では多いという気がします。 

○本田座長 メディアが流しているほど多くはないというのが実態なのかもしれませんね。

データを出してみればきっと分かるのかなと思いますが、北村委員、何か。 

○北村委員 いわゆる未婚のシングルマザーというのは、おっしゃるように非常に少ない

のですが、いわゆるできちゃった婚というのが非常に多いのも日本の特徴ですよね。私、

日本の社会を見ていて、これほど結婚することに親の許認可を必要とする社会も珍しいな

と思うんですけれども、恐らくその背景には、パラサイトシングル的に親の経済力がかな

り子どもを養っているという実態があって、さらにその背景には、年とって年功序列型の

お父さんの方が収入がいいということがあって、風が吹くと桶屋が儲かるみたいなところ

で、どこかでつながっているとは思うんです。 

 今のご指摘の件なんですが、確かに数は少ないんだけれども、そういう可能性を無視す

ることによって、結果的に封じてしまうことになるという力学を考えると、実際にはシン

グルマザーって今日本ですごく生きにくいから、私は個人的にはお勧めではないわけです

ね。しかし、そういうのを強い意思を持って選択した場合には、それをサポートするもの

が大変必要であるし、若年離婚が増えていることを考えると、一旦は「高砂や」をやって

も、結果的には非常に若い母親が女手一つで育てているという実態はあるわけですから、

そういった人への配慮みたいなものを何かの形で忍ばせることができたらいいんじゃない

かという気持ちはあります。 

○本田座長 ただいまのご意見をめぐって、何かご意見ありますか。これは割と女性の側

から出てきたりしていますが。青年期の課題という形で、誰でしたっけ、ハービガースト

ですか、誰かが、職業選択ということと、それから家族観の形成ですか、新しい家族を自

分がどう構成するかということと、それから公共性みたいなことを３つ挙げていたかと思

うんですが、それで家族の問題を入れるか入れないかというのをちょっと議論しましたか
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しらね。 

○椋野参事官 親からの自立との関連で、あまり家族形成を入れると、結婚することを標

準的な姿として支援するみたいなトーンが強くなるというようなことが、たしか起草委員

会では話し合われたかと思います。シングルマザー、子育てに困難を抱える方をどう支援

するかというのは、多分ここではなくて、対応策なりのところでどこかで触れるべきなと

ころとは思いますが、ここは、どう自立を支援していくかというときに、親から離れて子

育てをすることが大変なんで、自立しにくくなっているとしたら、そこはサポートしまし

ょうまでで、その後、婚姻しているかどうかまで組み込んで書いていくと、ちょっとバラ

ンスが悪いかなという気は、文章を担当している方としてはするのですが。 

○北村委員 どこかの時点でそれは触れていただければいいという気持ちがあります。 

○本田座長 ちょっと触れればいいということですね。まだ対応方策が出てきていないの

で、全部が見えないところで……。はい、どうぞ。 

○福川委員 対応方策のイメージをちょっとお伺いしたかったんですけれども、つまりこ

ういう文章が叙述的に出てくるのか、もっとなんかあっさりと箇条書きが出てくるのかと

いうあたりなんですけれども。つまり言いたいことは、何でそういうことを聞くかという

と、まちづくりのことやなんかも入れていただいているんですけれども、例えばきょうの

資料２でまちの話を学童期のところでまとめて入れていただいているけれども、他のとこ

ろではあまり入ってないですね、青年期とかなんかのところではね。 

 しかし、考えてみると、都市の問題がどうやらこの青少年の問題に広い意味でいろいろ

関わっていて、輪切りにした幼児期、学童期、思春期、青年期という中で、細切れに入っ

てしまっていまして、身近なところに居場所をつくるとか、公園をどうするって話はそれ

はそれでいいと思うんですけれども、一方で、特に大都市の場合の都市構造みたいなこと

がかなり大きなウエートを占めている問題としてあるような気がするんですね。そういう

ことをどういうふうにどう扱っていいのか分からないのですけれども、そういうことを改

めて対応方策の中で全体を総合化するような格好で入れられる可能性があるのかどうかと

か、その辺をちょっと対応方策のイメージとしてお伺いしたかったなと思っていたんです。 

○椋野参事官 イメージでお答えすれば、やはり叙述的なものになると思います。そこに

幾つか例が挙がるかもしれませんけれども、基本的には箇条書きというよりは、説明をし

ていこうと思っています。 

 すべての課題の対応方策を対応方策としてまとめるということは網羅的になるので、い
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ろいろ課題を検討して、こういう年齢期を通じて、あるいはいろんな教育とか福祉とかの

分野を通じて、これからやっていかなきゃいけない施策の基本的な方向というようなもの

を何本か出すのかなというイメージを持っております。 

○福川委員 あるいは輪切りにした中で、もうちょっと改めて総合的に考えた方がいいよ

うなことがそこでもう一度取り上げられる……。 

○本田座長 輪切りではなく、重要な柱を出してということです。 

○福川委員 じゃ、安心して、楽しみにしています。 

○天野委員 今のに関連して、日本建築学会が、「子どもが育つまちづくり 10 カ条」とい

うのを出していますね。そういうのがあるから、ひょっとするとそういうのを引用しても

おもしろいかもしれないですね。「子どもが育つまちづくり 10 カ条」というのがあるんで

すよ。 

○本田座長 データとしてつけてもいいかもしれません。ただ、子どもというより、もっ

と大きく、都市空間の問題とかいうふうに立てるということですね。 

○福川委員 例えば子育ての親の問題にしても、通勤の時間だとかそういうことを含めて

あるような気がしますので。そういう問題もこれから人口減少やなんかの中で大きく変わ

っていく可能性がありますから、どうにもならないことというふうに思わずに、少しだけ

言えるんじゃないかという気がするんですね。 

○本田座長 適当な資料などご提供いただければということですが。 

 他に何か、きょう、この資料に、まだ読み込んでおいでではないと思いますけれども、

今の時点でお気づきのところ、お出しください。 

○杉山委員 ６ページ、これはちょっと印象的に思ったことだけなんですけれども、「自

然に出会い、自由に集える場づくり」の２行目の「消費社会の圧力」といったときに、こ

れ、何言っているんだろうというのが、もしかして圧力と感じなくて、「消費社会の誘

惑」とかなんかそういった方がピンと来るんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○網野委員 「学童期」の５ページのところで「他者の認識と自己の形成」、これは大体

流れとしては非常にポイントを突いていると思うんですが、「自己中心主義と過剰同調」

という部分、その次の「コミュニケーション能力の育成」の間に何かが必要ではないのか

なとちょっと思っていたんですね。 

 つまり、こういう状況が見られる中で、「コミュニケーション能力の育成」の最初に書
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かれているような、「自他の違いを認め尊重しあい、他者と共生できる主体的な自己を形

成していくには」というのがありますね。そのつなぎは、学童期というのは完全に守られ

て保護されたところから、いよいよいろんな動きをしていく、自立とか好奇心とか、そう

いうときに、セルフエスティームという言葉をよく使いますが、自尊、自分が価値がある

んだとか、自分はいろんな人から認められているんだとか、あるいは親から叱られっ放し

ではない、そういうあなたは価値があるんですよというふうなことを受けとめることので

きる非常に大事な時期だと思うんですね。 

 そういうことがあると、自己中心主義とか、わいわい同調してしまうとかいうこともか

なりコントロールできますし、何よりも先ほど来玄田委員もおっしゃられていた、コミュ

ニケーション能力の基本という点でいえば、自分が認められている、自分が受容されてい

るという思いがあるから、他者にも一生懸命耳を傾ける力が出てくるわけで、そのような

点でいいますと、自己嫌悪とか自己否定感が、逆にいえばそういうこともつくられやすい

時期なので、そこらあたりを、もしつなぎとしてこの２つの間に、特に乳幼児期と思春期

の間にあるこの時期に、自尊感情とか自己肯定感といったりしますが、何といったらいい

んでしょうね、自分が本当に価値があると認められて受けとめられている体験をする必要

性と、そういう配慮で大人や親が関わるということでしょうかね。何でもだめと否定する

とか、「あんた、だめ」ということからは、ここに書かれているようなことが育ちにくい。

それは学校でもそうでしょうし、地域でもそうだと思います。そんなに量は多くなくても

いいですが、そこはちょっと、自己中心主義と過剰同調の後で結構だとは思いますが。 

○本田座長 自己肯定感というのは大前提として、前の方にちょこっと１行は出てまいり

ますので、それを学童期にもう少し特化して、少し書いてもいいということでございまし

ょうか。それはひとつやってもよいかもしれませんね。 

○相原委員 ４ページ目の「情報・消費の場」のところなんですけれども、題名が「情

報」というふうになっているんですけれども、ここに書かれているのは、あくまで携帯電

話、パソコン、インターネットなどのメディア機器、及びテレホンクラブとかちょっと特

殊なものに関してであって、情報という題とちょっと違うのではないかなという感じがす

るわけです。もし書くとすれば、いわゆる新しいメディアによる、ある意味で狭い領域の、

ちょっと予測外のメディアとかの一部、出会い系サイトも含めての特殊な、密度の濃い、

またある意味で多様な世界ではあるんですけれども、一方で情報というのが本当に子ども

たちに来ているかといったら、また違う意見、たしかこの委員会でいっぱい出ていたかと
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思うんですね。だから、ここの書き方自体は新しい現代の問題として書く必要はあるし、

それはそのままでいいと思うんですけれども、情報というこの表題ではちょっと違うので

はないか。 

 それから、情報という意味であるとすれば、それこそ新聞とか、それを本当にちゃんと

読んでいるかとか、いわゆる読書量みたいなのも含めた、他の多角的な知識としての情報

を得ているかどうかという意味においては、かなり疑問なところがあるというようなこと

を、この委員会でかなり意見を伺ったような気がするので、そこら辺のところ、必要な意

味での情報の収集能力もしくはその機会が与えられているかとか、職場の情報なんかもな

いとか、いろんなことがご意見あったかと思うんですけれども、そこら辺はもし情報とし

て挙げるのであれば書いてほしい。これはこれで、ちょっと違う題名になるのではないか

なという気がいたしますが。 

 以上です。 

○本田座長 ここでは情報というところをご担当なすったのが中村委員で、中村委員が比

較的このサイドのご報告が多かったので、こういうまとめ方になったのかと思いますが、

今、相原委員のおっしゃることは正論で、正統的な情報がどれかというのはまたいろいろ

議論がございますけれども、そのような情報の伝わり方が偏ってきて、ニューメディアに

非常に偏っているというようなことを１行かそこら、つけておく必要はあるかなとは思い

ますが。 

○玄田委員 情報の偏りと関係して、多分おっしゃったと思うんだけど、前提にあるのは、

ある種の情報過多というか、情報の洪水の中で、何を視座にして選択すればいいのか、む

しろ迷いが高まっている。その中でたくさんの情報をさらに増やすだけではなくて、自分

の中で選択するということを促すために、そこに大人が関与する意味があるとか、社会が

関与する意味があるんだというふうにつながっていくのではないか。だから、ここでもし

書くならば、ある種の情報の洪水があって、みんな画一な、偏った情報になりがちだ。こ

れはやっぱりいい部分もあるけれども、それをもし是正するとすれば、本人に情報提供す

るだけではなくて、その選ぶ視座を与えるような大人の関与が必要だというところにつな

げていくと、全体のトーンにつながるんじゃないか。 

○北村委員 私は門外漢なんですが、吉田委員がきょう早めにお帰りになったので、私、

実は直前まで、自分自身も関心がありまして、いろいろお話を聞いていたこと、それから

私はせんだって自分の発表のときに、事件担当の記者等から聞いたことなどをすり合わせ
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て、確認した上で書いていただきたいと思うことがあります。 

 それは、もしかしたら対応方策の方に載せられるべきことかもしれませんけれども、

我々は思春期の話などをするとき、あるいは学童期から始まっているんだと思うんですが、

非行に走る少年少女みたいなものが現代のトピックになっているわけですね。それは非常

に特殊な例だと思われがちなんだけれども、ここから先は全く素人の聞きかじりなんです

けれども、相当本人の器質的なものに由来する場合があるのではないかというのが、たし

か吉田委員のご指摘だったように思います。 

 それから、私は自分のレポートでも申し上げましたけれども、実際にいろんなケースを

見ていると、行いを正せというだけでは済まないものが、子どもの器質としてあるケース

がある。同時に私は、この懇談会の結果というのは非常にリアルなものであってほしいと

いうことを申し上げたわけなんですが、子どもあるいは青少年について、とかくこういう

ことに触れてはいけない、あるいはきれいな文言で飾らなくてはいけないというような、

何となくメディア人間特有かもしれませんが、縛りを感じることがあるんですね。そうい

うことで言いましたら、非常にエビデンスを伴った、実際に子どもたちの５％くらいが例

えばＡＤＨＤの症状を持っているというようなことがありましたり、あるいはＬＤ児も少

なくない。これは、言葉はへんてこですけれども、ごく当たり前の子どもたちにあらまほ

しということをいっているわけですが、中で、そういった範疇から落ちてしまうような子

どもたちを、どこかの段階で、認定という言い方はおかしいですけれども、そっと認め合

ってレスキューするという姿勢を忍ばせたいなという気がとてもいたしました。 

○広田委員 今の話、よく分からなかったんですが、本人の器質とかいうときに、環境で

あれば、対応方策とか考えられるけれども、器質の問題というのは非常に難しくて、それ

を判定する仕組みをつくれという、そういうふうなことなんでしょうか。 

○北村委員 仕組みその他については、私は専門家でないので、何にも言えないんですけ

れども、例えば対応の方に入るんでしょうかね。みんな同じよという前提で我々は物を言

っているところがあるんですが、実はそうではないという認識を持つべきだと私は思うん

ですね。 

○玄田委員 ただ、器質という言葉を単純に使うのはとっても反対。それは多分ちゃんと

定義しないと、大変な誤解を生むことが多いと思う。 

○北村委員 そうですね。私はその辺が正確に分からないまま、物をいっているので、そ

ういったことについては何とも言えないんですけれども、みんな同じという前提でいくと、
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実はサポートすべきものも見落としてしまう。我々の社会では、そういったみんな同じだ

よということがお約束みたいに動いているのですが、そろそろそういうものは言及しても

いいんではないかという気持ちは強くいたしました。 

○本田座長 先ほどの吉田委員がいわれたＬＤの問題とか多動の問題、これは対応策の方

で出てくると思います。それから、器質ということは、言い出すと厄介なことがたくさん

ございまして、それから今、脳科学が非常に発達してきておりますね。ところが、ここで

はそれは話題にならないし、話題にするほどの知識をみんな持っていないわけですね。脳

科学の人が例えば１人ここに来たとしたら、またそういう問題に対してかなり違う提言を

されるかもしれないということもあって、あまり触れるのは怖いかなという気は、私なん

かはちょっとするのですが、そのようなことに関して何かご意見があれば、ちょっと伺っ

ておきたいと思いますが。 

○後藤委員 多分ＬＤの問題とか、存在はあると思うのですね。何らかの支援は必要なん

だけれども、それを例えば非行とか、そういう問題行動と結びつけるということがどこま

でできるか。もちろんそういう可能性はあるし、実際少年院の中でもそういう子たちじゃ

ないかという子たちに対して、特別の支援をやっているのは事実なんですね。ただそれは、

精神障害者の問題もそうですけれども、結局犯罪というものとそれを結びつける上には、

すごく慎重じゃなきゃいけないという気はするんですね。 

 もちろんおっしゃるように  だから最初のころにリスクが大きい子どもの話は一応出

てきていますね。そのリスクが大きいということの中に、例えば生来的なリスクというも

のや、あと社会階層的なリスク、社会的なリスクとか、そういういろんなリスクがある子

に対して、何らかの対応をしなければいけない。だから、今おっしゃったように、平等な

んだという神話みたいなものでこういう対応をするといけないという趣旨はとてもよく分

かるし、それはそれでいいと思うんですが、それの書きぶりとか書き方というのはかなり

注意深くしないと、確かに私は生物学的な問題というか、持って生まれた問題と、犯罪行

動とかに全く影響はないとは言いませんが、それをこういう形で出すことはかなりリスキ

ーだなという気はします。 

○広田委員 私もほぼ同意見で、個人差があるというのと、個人差をいわば判定して、そ

れに対して個別に処遇するというのは全く違う次元の問題で、個人差があって分布してい

るのを社会的にどうするかという問題であれば、個々の個人の人権とかにあまり踏み込ま

なくて済むんだけれども、それを個人レベルに切り出して判定して処遇するみたいなもの
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の場合には、かなり慎重に考えないといけない。ＡＤＨＤとか、そういう問題は、学校内

で個別にやっていく必要とかがあると思いますけれども、非行の問題とか含めて、社会が

そのリスクにどう対処するかというところまで広げてしまうと、かなりこれは思わないも

のを呼び込んでしまう、そういうふうに思う。 

 脳科学なんかでも、脳科学で個人差があるというのと、個人差を脳科学の知見で判定し

て、それに合わせた処遇をしようという、その議論は全然違う水準の議論だと私は思うん

ですね。 

○天野委員 今、すごい大胆な意見を言ってくだすって、きっとこういう議論をいろんな

ところでしたいんだけれどもできないというような、タブー視されているような話なんだ

ろうなというところもあるんだけど、背後に優生思想みたいなものがまだまだというか、

きっとかなり大きくあって、今、受精卵からいじれるようになって、ますますそういうと

ころが増えてきていて、そういうことの中から判定するということに対しての危惧みたい

なものがあるんだと思うんですね。 

 もう一方で、プレーパークに来ている子どもで、仲間、友達との関係がいつもぎくしゃ

くするような子がいたんだけれども、その子が家出をして、児童相談所に確保されて、う

ちなんか帰らないと言っていたことがありました。ところが、心理判定員に境界線にいま

すという判定をされたら、お母さんが虐待をしていたんですが、虐待を控えるようになっ

た。つまり、過剰な期待を持って、何でこの子はこんななんだと言っていたのに、境界線

にいるということが分かった途端に、過剰な期待をしなくなったという意味での、何とい

うか、そういうことだったのかというようなことですね。そういう例があるというのは、

多分現実なんだろうな。 

 だから、もう一方では、そこにいる子どもをそのまま受けとめられないこの世の貧しさ

を反映していると僕は思うんですよ。よくできる子とか、親の言うことをよく聞ける子、

みんなと仲よく遊べる子、そういうような子どもでなければいい子ではないというような、

大人が考える子ども像に満たされない子どもはみんな問題児として扱う。そういうような

ことがあるから、親のそういう態度も出てくるんだというのが僕は前提だと思うんです。

だから非常に難しい問題で、僕は自分で答えを持っているわけじゃないんだけれども、た

だ脳科学がこれだけ出てくると、間違いなくこの問題は出てくるなというふうには僕はち

ょっと感じていて、この懇談会では避けて通るか、あるいは……。間違いなくこれは出て

くるというふうに僕は感じています。 
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○本田座長 避けて通るというよりも、現象としてそういうものがあって、それに対する

対応を考える、これは必要ですから、それは多分対応策の方で考えられることだろうと思

う。ただ、その現象をそこまで原因論に還元して考えていくかどうかという問題で、それ

はちょっと簡単なことではない。自閉症をめぐる何十年の論争がございますよね。ああい

うふうに考えても、あまり簡単なことではないから、そこに踏み込まない方がいいのでは

ないかと私は思いますが。 

○前田委員 脳科学あるいはＬＤの問題は、今後これからは減ることはないだろう。これ

は間違いない事実なんですね。学校教育の中でも、教育相談を初め、学校でも教員にＬＤ

児とは何かということを研修を深めているんですけれども、そういう事例を出しながらし

てみると、確かにあの子はその傾向があるなとは分かるけれども、親には言えませんし、

本人にも言えません。仮にその子が病院に通ってて言われたとしたも、それにどう対応す

るかというのは非常に難しいという問題ですね。 

 障害の子どももそうなんですけれども、そういう子どもを障害ととるか、あるいはそれ

が個々１人の特性であるととるかによっては、非常に違ってくるということで、私は、子

育て支援の中で、親の教育として、これから子どもを育てていくときに、自分の子どもが

正しいとかじゃなくて、いろんな特性を持った子どももいるし、もし何かのときには、自

分も子どもが、ただいい子が大きくなっていい子とは限らないので、いろんな場面で親の

支援が私は必要じゃないかなという感じがします。学校では、君やおたくの子はＬＤです

よということは絶対言えませんから。人権の問題もありまして、非常に難しい。しかし、

これは避けて通れない。これからは多くなるだろうということは言えると思います。 

○本田座長 じゃ、北村委員のお手が挙がりましたから、そこまでにいたしましょう。時

間が７時になっておりますから。 

○北村委員 私、敢えて問題提起したわけで、別に自分が優生思想者とは思ってないです。

結局は対応できるかできないか、今先生がおっしゃったように、それを親に告げられない

という雰囲気が、私はある意味で謎であるという気がするのですね。現実は多分そうなん

だと思います。しかし、天野委員がおっしゃったように、それによって救われる親子もあ

るみたいなことを考えたときに、すごく抽象的な言い方をすると、社会全体が寛容になる、

親が寛容になる、よそのＬＤ児やＡＤＨＤ児を見ている他の大人が寛容になるということ

で、救われていくことだとは思うんですが、いずれにせよ、せっかくこういう場なので、

そういうものに蓋をした状況にならないことを望みます。 
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○本田座長 それは多分入っていることだろうと思っておりますし、対応策の中で触れら

れるときに、今のご意見も尊重しながら、どこまで踏み込んで、どこまで踏み込まないか

という抑制をしながらやっていただこうかと思っております。 

 まだまだご議論が続きそうですけれども、７時というのがきょうの時間設定でございま

すから、とりあえずここで打ち切らせていただきます。そして、資料２に関して、お帰り

になってよくお読みになった上で、またいろいろなご意見がございましたら、事務局の方

にお寄せいただきます。 

○椋野参事官 資料１について、もしまだあるようでしたら、恐縮ですが、まだ事務局は

おりますので、この場でおっしゃっていただけませんでしょうか。直すものについて、大

分後になって出てくると際限がございませんので、大変恐縮ですけれども、資料２はきょ

うお目にかけたものですので、24 日で結構ですけど、資料１について、時間の関係でいえ

なかったけれどもぜひというのがあったら、この後事務局に直接、メールではなくて、お

っしゃっていただければ、調整をさせていただきます。 

○本田座長 資料１に関しては、きょうを最後とさせていただきますということのようで

ございます。どうぞよろしく。 

○樋口座長代理 資料２については、いつまでに？ 

○椋野参事官 失礼いたしました。資料２については 24 日月曜日までにお願いいたします。 

○本田座長 これでおしまいにさせていただきます。ありがとうございました。 

                                                          午後 ７時０３分閉会 

 


