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�青少年の育成に関する有識者懇談会報告
書（概要）

Ⅰ　はじめに

・0歳からおおむね30歳未満の子ども・若者を

検討の対象とした

Ⅱ　青少年の健全育成に関する基本的考え方

「今を充実して生きること」と「将来に向かって，

試行錯誤の過程を経つつ，一人前の大人へと成

長していくこと」を支援する。

・一人前の大人とは，「社会の中で自己選択，自

己責任，相互支援を担い，他者とのかかわりの

中で自己実現を図る，社会的に自立した個人」

Ⅲ　青少年にかかわる場の状況

１　家庭

・育児不安を感じたことのある専業主婦は7割

〔産後うつ病の母親は１割超〕

・小・中学生の母親の7割近くが就労

・家庭内で一人で過ごす子どもが増加〔中学2

年生の６割が自分専用の部屋を持つ〕

・20-30代と40-50代間の世帯所得格差の拡大と

子育て世帯の厳しい経済状況

２　学校

・30年前に比べ，小・中学校の標準授業時数は減

少〔小学校8％減，中学校17％減〕

・通塾率は高校生２割弱，中学生５割強，小学６

年生4割強

・塾に通っていない高校生の半数はほとんど勉

強しない

・母親の学歴，家庭の生活程度が高いほど，子

どもの学習時間は長い傾向

・教員の精神疾患休職は10年前の２倍以上

・進学（専門学校等を含む）も就職もしない者が

増加しており，高校卒11％，大学卒26％

３　職場

・高い若年者の失業率

〔10代後半男性15％,女性10％,20代前半男性

11％,女性8％〕

・新規採用の抑制，即戦力重視の中途採用増加

による常用雇用比率の低下〔10代後半の労働

者では50％未満〕。

・「フリーター」の増加〔平成12年推計193万人〕

・新規学卒者が３年以内に会社を辞める割合

は，中学卒７割，高校卒５割，大学卒3割

４　地域

・休日を一緒に過ごす相手として家族が増加，

学校や近所の友だちが減少

・近所の大人から注意された経験は３割程度

・「自分の部屋にいるのが好き」な小学生は６

割。「外へ行くのは面倒」と思う小学生は２

割。半数は「遊び場が少ない」と思っている

５　情報・消費の場

・高校生の４割が自分専用のテレビを持ち，学

校のある日に約4割の小・中学生が4時間以上

テレビを視聴

・新聞をほとんど読まない中学・高校生は半数

以上

・高校生の８割が携帯電話を所有。中学・高校

生の約半数がインターネットを利用

・出会い系サイトにアクセスしているのは，高

校生男子9.4％，女子6.7％

・小学校高学年のお年玉の平均合計金額は

25,000円

・高校生の約３割がキャッシュカードを，約４

割がブランド物を持つ

Ⅳ　年齢期ごとの課題

１　乳幼児期（おおむね就学前）

特性　人間への基本的信頼と愛着関係の形成

課題１　母親への支援

・母親の孤立と産後うつ病・育児不安

→夫のねぎらい・育児の分担

平成15年４月15日

青 少 年 の 育 成 に

関する有識者懇談会（ ）
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3 青少年育成施策大綱等

→専業主婦も含めた，親として育つための地域

の支援

→子育てと就業が両立する人生の支援

課題２　男性の子育てへの参画

・父親が育児にかかわると子どもにプラスの影

響

→残業縮減と職場慣行の改善など仕事と生活の

バランス支援

→地域の子育て支援への男性の参画

課題３　地域での子育て支援

・子どもの成長は母親の就労の有無より母親の

かかわり方と保育サービスの質によって影響

→保育所と幼稚園の一体的運営を可能な限り容

易にする方向で見直し

→企業・母親自身・中高年者などの多様な子育て

支援活動のネットワーク化

２　学童期（小学生）

特性　成長の基礎となる知識経験の蓄積と社

会的意識の獲得

課題１　基本的生活習慣の形成

・夜型化と孤食・朝食欠食・不定愁訴

→基本的生活習慣は一義的には家庭でしつける

べきこと

→夜型の生活リズムに子どもをできるだけ巻き

込まない

→多様な方法できちんと三食楽しく摂れるよう

配慮

課題２　基礎的学力の習得

・学習意欲低下の懸念

・学力低下不安と私立志向

→わかる授業などによる学習への動機づけと教

職員配置の一層の充実などによる学習支援

課題３　他者の認識と自己の形成

・自己中心性と集団への過剰同調

→自己意見の表明と相手への共感・理解による

コミュニケーション能力の育成

→集団遊びや家事の手伝いによる集団の一員と

しての責任の感得

課題４　のびのびとした時間・空間の創出

・テレビゲームの増加などによる集団遊びの減

少

→消費社会の誘惑，事故・犯罪から守られた，の

びのび遊べる場づくり

（冒険遊び場・地域の大人の目が自然に届く

空間）

→親子での地域社会への参加や，環境学習によ

り社会の中で生きる楽しさ，喜びを感じられ

る

３　思春期（中学生・高校生または18歳ぐらいまで）

特性　自分らしさの模索

課題１　社会の中での自分探し

・自分探しが趣味・消費へ向かう傾向

→社会の一員としての意識を育むための，学校

以外の現実社会と直接かかわる経験

（就業体験・ボランティア・学校外の職業人を

招いて話を聞く）

課題２　社会規範の習得

・仲間内のルールには過敏な一方，多様な集団

の共存する一般社会の規範の習得が不十分

→仲間集団を超えた広い社会に参画し，試行錯

誤をしながら一般社会のルールを身に付ける

経験

→犯罪の予防のために，規範を教えると同時に

行動コントロール能力を高める

→大人の規範意識の向上

課題３　社会的自立に向けた知識や能力の習得

・学校離れと学力水準拡散の傾向

→不確実さを増す現代社会ゆえの学校での系統

的学習の重要性を伝える

→特に公立中学・高校で魅力ある学校づくり
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課題４　性に関し適切に行動を選択できる力の

習得

・性的情報の氾濫・身体的早熟化の一方で社会

的成熟の遅延・晩婚化

→発達過程に応じた，デートなど様々な段階の

性的行動のもつ積極的意義と，安易な性行為

のもつ危険性や社会的に容認されないことを

正確に伝える

→思春期以前の者への性的情報の提供は一定の

制約があるべき。同時に，情報を適切に活用

できる能力の習得を支援

→大人の意識・行動にも大きな問題。性産業は

規制が必要

４　青年期（高校卒業または18歳ぐらいから30歳

ぐらいまで）

特性　社会的自立に踏み出す

課題１　職業的自立

・若者の不安定就労には，意識や忍耐力低下だ

けでなく，経済構造上の要因も

・フリーター経験は後々不利な立場に置かれる

傾向

・安定した雇用は高学歴層中心となり学歴間格

差拡大が懸念

→学校による職業指導の充実

→学校を離れた者の職業能力開発と職業選択の

指導助言

課題２　親からの自立

・親元に同居し生活費や家事を親に依存する未

婚の若者増加

・部屋にひきこもり外部の人とほとんど接触し

ない社会的ひきこもりの若者が増加

・成人した子が親に依存する形での親子同居は

日本の伝統とは別

→職業的自立の支援と奨学金の充実などによ

り，親から自立できるよう支援

→若い子育て世帯向けの経済的支援の充実

課題３　公共への参画

・若者の投票率は極めて低いがボランティアな

どは増加し，従来型の参画から，より直接的な

参画に関心が変化

→公共への参画の意義を認識し，民主主義的参

加能力を高める教育

→インターネットや公募制の活用など若者の意

見が政策形成過程に反映できる多様な方途の

環境整備

→法的成人年齢について多様な意見を踏まえた

国民的議論

Ⅴ　基本的な対応の方向

１　青少年観の転換

・戦後の荒廃期に制定された児童憲章では，児

童は「守られ」「与えられ」「導かれる」受動

的存在

・選択が個人に任され，以前より自立が求めら

れる今の時代では，青少年の社会的自立が課

題

→自己を表現し，他者を理解し，家庭や社会のた

めに自ら行動する，能動的側面も併せもつ，青

少年観へ転換するための意識啓発が必要

２　社会的自立の支援

・若者の就労の不安定化や未婚率の上昇でライ

フコースが多様化し，大人への移行が曖昧に

なり困難になった

→青少年の社会的自立を促進するため，施策の

総合化が必要であり，特に教育施策と雇用施

策の連携の強化が重要

→政府において，従来施策の少なかった青年期

の包括的自立支援方策の早急な検討と確立が

必要

→乳幼児期からの連続性ある社会的自立の促進

が必要

→社会的自立を育む場となる，地域社会の成立

を支える空間づくりが必要
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3 青少年育成施策大綱等

３　特に困難を抱える青少年の支援

・社会の変容の下で，家庭や心身の状況などに

よる格差を青少年自身の努力で克服すること

が一層困難化。格差が固定化すれば，未来社

会の活力低下の懸念

・成熟経済への移行が日本に先行した欧米諸国

では，格差の固定化や差別による社会からの

排除の解消が大きな社会的課題

→学業，家庭，周囲の大人，被害体験などにかか

わる悪い条件が重なるときなど，青少年が社

会から排除されているとの疎外感から社会的

不適応を起こしやすい一定の状況があり，福

祉，教育，就労などにおける特別な支援が必要。

支援に当たっては差別感などを生まないよう

慎重な配慮が必要

４　率直に語り合える社会風土の醸成

・青少年のことを語る際には，建前と本音の乖

離が顕著

→理念の実現には青少年の個性に配慮したかか

わりが必要。また，子どもの差や家庭環境の

差を認め特別の働きかけが必要

→実態に即して率直に語り合える社会風土を醸

成する必要があり，調査結果などの客観的情

報を蓄積・提供して事実認識を共有すること

が必要

５　施策の総合的な推進

・社会経済の変化により分野を超えた施策推進

の必要性が増加

働く母親の増加と少子化に伴う福祉と教育の

連携強化

都市の新たな動向に伴う都市計画上の配慮

労働市場の変化に伴う教育と労働施策の連携

強化　など

→政府において，青少年の健全育成の基本とな

る計画の作成と，施策の着実な実施のための

総合調整等が必要

→青少年の健全育成は，政府だけでなく，社会

を構成するすべての場において組織として個

人として取り組まれるべき課題

Ⅵ　おわりに

・青少年が抱える問題は社会の反映。青少年の

健全育成は，社会を構成するすべての組織及

び個人が大人として共有する責任
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�少年非行対策のための提案（ポイント）

１．本提案の位置づけ

本提案は，「少年非行対策のための検討会」で

の議論の内容を踏まえ，鴻池国務大臣（青少年育

成推進本部担当大臣）の考えに基づき，少年非行

対策を，整理・取りまとめたもの。検討会の委員

の総意，政府見解ではないが，あえて世に問い，

国民的な議論の参考とするもの。

２．基本思想

①「少年保護」とならんだ「少年犯罪から公衆

を保護」の重視，②少年事件についても事実を明

らかにすることが重要，③親も含めた責任を自

覚させる必要性，の３点から，現行少年法の目的

である「性格の矯正及び環境の調整」の手法につ

いて今までとは異なる発想を加味。

３．具体的提言

（少年問題への早期対応）

①補導について

・補導活動強化のための，民間ボランティア

を増やす工夫（補導員の公募など）

・補導活動の権限・手続きなどについての法

的な根拠の明確化

②居場所づくりと家族への介入

・補導前，補導・処遇後の居場所づくりの推進

・少年の居場所であり規範意識を醸成する場

でもある家族が崩壊しているような場合の

積極的な介入（再教育プログラムへの誘導，

カウンセリング受診命令など）の検討

③関係者の連携したサポート体制の構築

・サポート・チーム作りの取り組みの推進

・「学校・警察連絡協議会」「少年補導センタ

ー」などの既存の組織の再活性化

・行政機関相互の情報交換について，「行政機

関個人情報保護法」等の弾力的解釈，必要

な場合の法的整備

（少年による犯罪が行われた場合の対応）

①触法少年（14歳未満で刑罰法令に触れる行為

をした者）の扱いについて

・事実解明のため，触法事件についても警察

が捜査に準じた調査ができるような手段の

検討

②刑事責任年齢の引き下げの是非

・少年犯罪は14歳から17歳が中心であり，触

法事件への対処が十分であれば刑事責任年

齢の引き下げの必要性は少ない

③少年事件の情報の開示

・事実究明の必要性から情報開示への動きの

促進（可能な範囲での家庭裁判所の審判結

果の公開の促進）

・審判不開始，不処分となった場合について

も，公務員にのみへの情報提供などの検討

・民事裁判による，親の監督責任追及のため

の少年法第５条の２（被害者等が損害賠償

請求等を行う場合であって，少年の健全育

成への影響，事件の性質等を考慮して相当

と認めるときは事件の非行事実についての

記録の閲覧・謄写）規定の適切運用

・少年事件の公開手配において過度な萎縮的

運用がなされている場合の早急な見直し

④簡易送致の問題

・簡易送致の要件を見直すべきかについての

早急な検討

（審判・処遇の扱いについて）

①施設処遇の強化

・少年に対する高い教育効果及び犯罪抑止効

果の観点からの少年院での処遇の強化

・処遇の必要性での弾力的対応ができるよう

に少年院に入所できる年齢の引き下げ（少

年院法第２条の改正）

（平成15年９月18日）



第
1
部

第
2
部

資
料
編

187

3 青少年育成施策大綱等

・児童自立支援施設において，行動の自由の

制限が可能な施設の充実と専門家の導入，

少年院での効果のある指導方法の取り入れ

などによる指導力の強化

②保護観察の改善

・保護司制度の改善（意識の高いボランティ

ア団体などとの連携，保護司の選考方法の

改善）

③処遇の多様化

・保護処分の執行の過程で社会奉仕活動を命

じて行わせるような仕組みの検討

・試験観察期間や保護観察期間を通して，遵

守事項を守らない場合には，処分がなされ

るという執行猶予的な考え方での制度の運用

④処分後のサポート体制の強化

・更生保護施設や自立援助ホームなどの充実

・非行の事実に対して向き合うための手助け

を行うボランティア組織への援助の検討

（被害者との関係）

・家庭裁判所の犯罪被害者の気持ちに配慮し

た少年法などの運用

・家庭裁判所の謝罪の段取りづくり機能への期

待

・修復的司法活動の我が国への応用の検討




