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第 2 章 調査結果の概要 

第 1 節 青少年調査・小学生調査 

1 家族関係 

(1) 自分の持ち物 

中学生以上には 16 品目、小学生には 13 品目挙げて聞いた。 

所有率が最も高いものは、一般少年では、小学生、中学生ともに、「自分の机」（小学生 88.1％、中

学生 91.4％）、高校生以上では、「自分専用の携帯電話」（高校生 95.6％、大学生 97.9％）である。 

一方、非行少年では、小学生が「テレビゲーム機、携帯用ゲーム機」（68.8％）、中学生では、「自

分の机」（71.1％）、高校生、有職・無職等少年ともに、「自分専用の携帯電話」（高校生 93.5％、有職・

無職等少年 86.1％）である。 

 

(2) 親子関係 

日常の親子関係について、中学生以上には 12 項目、小学生には 11 項目を挙げて聞いた。 

① 父母へのあこがれ 

「父のような人でありたいと思う」と答えた者は、中学生では一般少年（49.2％）の方が非行少

年（39.2％）より多い。高校生では、一般少年（47.7％）より非行少年（54.3％）の方が多い。「母

のような人でありたいと思う」と答えた者は、中学生では一般少年（60.9％）の方が非行少年

（56.0％）より多いが、高校生では一般少年（59.9％）より非行少年（65.2％）の方が多い。 

② 子に対する親の態度 

「親から愛されていないと感じる〔よその家に生まれてきたらよかった〕」、「親がきびしすぎる

と思う〔お父さんやお母さんがきびしすぎると思う〕」、「親は家の中で、暴力をふるう〔お父さん

やお母さんは家の中で、暴力をふるうことがあると思う〕」と答えた者の割合は、すべての属性で、

一般少年より非行少年の方が高い。 

③ 親子のコミュニケーションの状況 

「学校の勉強の内容について親と話をする」と答えた者の割合は、非行少年より一般少年の方が

高く、中学生では、一般少年（57.5％）と非行少年（32.6％）とで、24.9 ポイントの差がある。 

④ 小学生のみへの質問 

「お父さんやお母さんが私のめんどうをもっとみてくれるとよいと思う」と答えた者は、一般少

年（19.8％）、非行少年（46.9％）である。 

 

男女別でみると、「父のような人でありたいと思う」と答えた者の割合は、一般少年、非行少年と

もに、女子よりも男子の方が高い。また、中学生以上の一般少年では、「将来の進路について親と話

をする」、「学校の勉強の内容について親と話をする」、「親は私の意見や考えに耳をかたむけてくれる」、

「友達のことを親に話す」などの項目において、男子よりも女子の方がポイントが高い。 

 

(3) 家庭の雰囲気（※小学生を除く） 

中学生では、「家庭の雰囲気は暖かい」（一般少年 83.9％、非行少年 74.7％）、「親は私のことを信

頼している」（一般少年 74.9％、非行少年 62.3％）と答えた者は、非行少年より一般少年の方が多い。 

 



─     ─ 11

高校生では、「親は私のことを信頼している」（一般少年 73.2％、非行少年 68.7％）と答えた者は、

非行少年より一般少年の方が多い。 

 

(4) 友達についての親との会話（※小学生のみ） 

「よく話す」と答えた者は、一般少年（45.8％）、非行少年（9.4％）である。 

 

(5) 自分に対する親の評価（※小学生のみ） 

「ふまじめで、少し悪い子だと思っている」と答えた者は、一般少年（10.0％）、非行少年（28.1％）

である。 

 

2 友人関係 

(1) 親友の数 

最も多かった答えは、一般少年、非行少年ともに、小学生では、「３～５人」（一般少年 24.4％、非

行少年 28.1％）、中学生では、「２０人以上」（一般少年 30.1％、非行少年 27.1％）、高校生では、「６

～９人」（一般少年 25.0％、非行少年 24.3％）である。大学生の一般少年では、「６～９人」（31.0％）、

有職・無職等少年では、「３～５人」（26.0％）である。 

 

(2) 親友の年齢（※小学生を除く） 

すべての属性で、「同じ年（同じ学年）の者ばかり」と答えた者の割合が最も高く、非行少年（中

学生 46.3％、高校生 58.1％）より一般少年（中学生 55.2％、高校生 66.4％）の方が高い。「同じ年

（同じ学年）の者ばかり」と答えた者の割合を男女別でみると、すべての属性で一般少年では男子よ

り女子の方が高く、一方、非行少年では女子より男子の方が高い。 

 

(3) 親友を得たきっかけ（※小学生を除く） 

一般少年では、すべての属性で「今の学校の友達」と答えた者の割合が最も高く、9 割を超える。

一方、中学生の非行少年では、「今の学校の友達」（83.3％）と答えた者が最も多く、高校生の非行少

年、有職・無職等少年ともに、「以前の学校の友達」（高校生の非行少年 72.5％、有職・無職等少年

73.2％）と答えた者が最も多い。 

 

(4) 友達との過ごし方（※小学生を除く） 

一般少年、非行少年ともに、すべての属性で「おしゃべりをする」と答えた者の割合が最も高く、

学校段階が上がるにしたがって答えた者の割合が低くなるのは「スポーツをする」、「写真やプリクラ

の交換をする」の 2項目であり、一方、高くなるのは「テレビやビデオ、ＤＶＤを見る」、「おしゃべ

りをする」、「車やオートバイに乗る」、「街や盛り場に出て遊ぶ」の 4項目である。 

 

(5) 友達といる時の様子（※小学生を除く） 

すべての属性で「遊ぶ内容よりも、友達と一緒にいることが楽しい」と答えた者の割合が、一般少

年、非行少年ともに最も高い。男女別でみると、「遊ぶ内容よりも、友達と一緒にいることが楽しい」

と答えた者は、大学生の一般少年では男子（83.2％）より女子（95.4％）の方が多く、高校生の非行

少年では女子（76.5％）より男子（89.8％）の方が多い。 
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(6) 周囲でのいじめの状況（※小学生を除く） 

「いじめはなかった」と答えた者は、一般少年(中学生 58.2％、高校生 76.6％）、非行少年（中学

生 63.0％、高校生 73.9％）ともに学校段階が上がるにしたがって高くなる。「いじめはなかった」と

答えた者の割合を男女別でみると、大学生の一般少年では、男子（79.5％）より女子（88.5％）の方

が多い。一方、非行少年では、中学生で、男子（60.5％）より女子（71.4％）の方が多く、高校生、

有職・無職等少年では、女子（高校生 64.7％、有職・無職等少年 65.1％）より男子（高校生 75.5％、

有職・無職等少年 81.3％）の方が多い。 

 

(7) つきあっている友達（※小学生を除く） 

一般少年、非行少年ともに、すべての属性で「何でも悩みを打ち明けられる友達」と答えた者の割

合が最も高く、次いで「異性の友達」、「できればつきあいたくない人」の順になっている。 

 

3 生活関係 

(1) 起床の様子 

「いつも、自分で起きる」と答えた者の割合は、中学生以上では一般少年、非行少年ともに学校段

階が上がるにしたがって高くなる。「親に起こされても、起きないことが多い」と答えた者は、中学

生では一般少年（5.8％）より非行少年（18.7％）の方が多い。 

 

(2) 朝の家族へのあいさつ 

「毎朝する」と答えた者の割合は、小学生から高校生まで、一般少年では学校段階が上がるにした

がって低くなり、非行少年では学校段階が上がるにしたがって高くなる。男女別でみると、「ほとん

どしない」と答えた者は、中学生の非行少年（男子 47.1％、女子 57.1％）、高校生の非行少年（男子

33.2％、女子 38.2％）ともに男子より女子の方が多い。 

 

(3) 朝食の頻度 

一般少年、非行少年ともに、学校段階が上がるにしたがって「毎朝食べる」と答えた者の割合は低

くなる。男女別でみると、「毎朝食べる」と答えた者の割合は、すべての属性で、一般少年では男子

より女子の方が高く、一方、非行少年では女子より男子の方が高い。 

 

(4) 夕食を家族とともにする頻度 

「いつも一緒に食べる」と答えた者は、非行少年（中学生 39.6％、高校生 35.2％）より一般少年

（中学生 62.6％、高校生 47.8％）の方が多い。男女別でみると、「いつも一緒に食べる」と答えた者

は、非行少年では、中学生、高校生で、女子（中学生 25.4％、高校生 23.5％）より男子（中学生 43.8％、

高校生 37.2％）の方が多い。 

 

(5) 決まった家事の手伝い 

「決まったものがある」と答えた者は、小学生から高校生で、非行少年（小学生 25.0％、中学生

19.4％、高校生 17.8％）より一般少年（小学生 34.4％、中学生 28.5％、高校生 22.1％）の方が多い。 

「決まったものがある」と答えた者の割合を男女別でみると、大学生の一般少年以外で、男子より

女子の方が高い。 
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(6) 塾や習いごとの頻度（※小学生を除く） 

「行っていない」と答えた者は、中学生では、一般少年（43.5％）より非行少年（72.9％）の方が

29.4 ポイント多い。男女別でみると、「行っていない」と答えた者の割合は、一般少年ではすべての

属性で女子よりも男子の方が高い。 

 

(7) テレビゲーム、携帯用ゲームの頻度（※小学生を除く） 

「よくする」と答えた者は、中学生（一般少年 35.7％、非行少年 38.1％）、高校生（一般少年 33.4％、

非行少年 34.3％）ともに非行少年の方が多い。男女別でみると、「よくする」と答えた者の割合は、

すべての属性で女子より男子の方が高い。 

 

(8) 外出先の告知（※小学生のみ） 

「いつも言う」と答えた者は、一般少年（64.8％）、非行少年（25.0％）である。 

 

(9) 門限の有無（※小学生のみ） 

「だいたい決まっている」と答えた者は、一般少年（49.2％）、非行少年（53.1％）である。 

 

(10) こづかいの使途 

「食べ物、飲み物」と答えた者が最も多いのは、高校生の一般少年（47.5％）、大学生の一般少年

（53.8％）、非行少年（小学生 75.0％、中学生 61.2％、高校生 49.6％、有職・無職等少年 46.0％）

である。小学生の一般少年では、「貯金する」（49.3％）、中学生の一般少年では、「マンガ、雑誌、本」

（46.7％）が最も多い。 

 

(11) 塾や習いごと（※小学生のみ） 

13 項目（「その他」を含む）を挙げて聞いた。 

「習っているものがない」と答えた者は、一般少年（17.7％）より非行少年（59.4％）の方が多い。 

 

4 学校・勉強 

(1) クラスの中での成績 

一般少年では「ふつう」と答えた者の割合が最も高いが、非行少年では小学生を除いて、「悪い方」

と答えた者の割合が最も高い。 

 

(2) クラスの中でのスポーツ能力 

一般少年では「ふつう」と答えた者の割合が最も高いが、非行少年では小学生を除いて、「できる

方」と答えた者の割合が最も高い。男女別でみると、「できる方」と答えた者の割合は、一般少年、

非行少年ともに、すべての属性で、女子より男子の方が高い。 

 

(3) 学校の授業のおもしろさ 

一般少年では、すべての属性で「半々」（小学生 56.7％、中学生 57.6％、高校生 53.6％、大学生 

56.0％）と答えた者の割合が最も高い。一方、非行少年では、「半々」と答えた者の割合は、小学生

（56.3％）、高校生（49.6％）で最も高い。 
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(4) クラスの中での人気 

人気が「ある方」と答えた者の割合は、小学生から高校生までのどの属性でも、一般少年より非行

少年の方が高い。男女別でみると、「ある方」と答えた者の割合は、すべての属性で、女子より男子

の方が高い。 

 

(5) 家での勉強時間 

「ほとんどしない」と答えた者の割合は、小学生から高校生までのどの属性でも一般少年より非行

少年の方が高く、一般少年、非行少年ともに、小学生から高校生までは、学校段階が上がるにしたが

って割合が高くなる。男女別でみると、「ほとんどしない」と答えた者の割合は、中学生の非行少年

以外では女子より男子の方が高い。 

 

(6) 学校でのいやなこと 

「いやなことはない」と答えた者の割合は、小学生、中学生で、非行少年より一般少年の方が高い。

「勉強がきらい」と答えた者の割合は、すべての属性で、一般少年より非行少年の方が高い。 

 

(7) テストの点が悪い理由 

5 項目を挙げて聞いた。すべての属性で『あてはまる』（「あてはまる」＋「だいたいあてはまる」）

と答えた者の割合が最も高いのは“頑張って勉強しなかったから”である。 

 

(8) 勉強の意義 

“よい学校に入りたいから”に『あてはまる』（「あてはまる」＋「だいたいあてはまる」）と答え

た者の割合は、小学生から高校生までのどの属性も非行少年より一般少年の方が高い。“テストで悪

い点をとりたくないから”について『あてはまる』と答えた者の割合は、中学生、高校生では、非行

少年より一般少年の方が高い。 

 

(9) 進学希望（※小学生を除く） 

「大学、大学院まで」と答えた者は、中学生、高校生ともに、非行少年（中学生 10.6％、高校生

18.3％）より一般少年（中学生 39.6％、高校生 40.7％）の方が多い。男女別でみると、「大学、大学

院まで」と答えた者は、一般少年では中学生、高校生ともに、女子（中学生 35.2％、高校生 35.0％）

より男子（中学生 43.6％、高校生 46.1％）の方が多い。 

 

(10) 学校の先生（※小学生を除く） 

4 項目を挙げて聞いた。“信頼できる先生がいる(いた)”に「はい」と答えた者は、高校生では一般

少年（47.0％）より非行少年（54.8％）の方が 7.8 ポイント多い。 

“先生は私の意見や考えにいつも耳をかたむけてくれる(くれた)”、“私が何をすべきか先生はいつ

も私に指図する(した)”に「はい」と答えた者の割合は、すべての属性で一般少年より非行少年の方

が高い。 

 

(11) 学校の楽しさ（※小学生のみ） 

毎日学校へ行くのが「楽しい」と答えた者は、一般少年（49.2％）、非行少年（56.3％）である。 

 



─     ─ 15

5 非行経験 

(1) 最近 1年間の経験（※小学生を除く） 

15 項目を挙げて聞いたところ、経験率（「時々ある」＋「１～２度ある」）は、すべての属性で一般

少年より非行少年の方が高い。 

大学生の一般少年以外では、“友達とゲームセンターで遊んだことがある”の経験率が最も高く、

大学生の一般少年でも、2番目に経験率が高い。有職・無職等少年以外では、“テレクラ、ツーショッ

トに電話したことがある”の経験率が最も低く、有職・無職等少年でも 2番目に経験率が低い。 

 

(2) 最近 1年間の体験（※小学生を除く） 

10 項目を挙げて聞いた。一般少年では、すべての属性で「けんかをして、人をひどくなぐった」と

答えた者の割合が最も高いが、1 割を超える項目はない。一方、非行少年では、すべての属性で「店

の品物を金を払わずに持ってきた」（中学生 56.4％、高校生 43.9％、有職・無職等少年 44.9％）が最

も多く、高校生の非行少年について男女別でみると、男子（40.3％）より女子（64.7％）の方が 24.4

ポイント多い。 

 

(3) 今までの経験（※小学生のみ） 

10 項目を挙げて聞いた。“あなたは今までに、友だちとゲームセンターで遊んだことがありますか”

の経験率（「時々ある」＋「１～２回ある」）は、一般少年（55.3％）、非行少年（68.8％）である。“あ

なたは今までに、親にひどく反抗したことがありますか”の経験率は、一般少年（44.5％）、非行少

年（71.9％）である。 

 

6 性格傾向 

(1) 自分の性格（※小学生を除く） 

一般少年、非行少年ともに、「友達が喜んでいるのを見ると自分までうれしくなる」と答えた者の

割合が最も高い。男女別でみると、一般少年、非行少年ともに「流行の服装や髪型が気になる」と答

えた者の割合は、男子よりも女子の方が高く、中学生の一般少年では、男子（29.4％）より女子（62.3％）

の方が 32.9 ポイント多い。 

 

(2) 校則に対する考え（※小学生を除く） 

一般少年、非行少年ともに、「友達を守るためなら、校則を多少破っても仕方がない」と答えた者

の割合は、学校段階が上がるにしたがって高くなり、中学生では一般少年（64.0％）より非行少年

（82.4％）の方が 18.4 ポイント多い。 

 

7 地域活動 

(1) 地域活動への参加 

すべての属性で経験率（「何回もある」＋「１～２回ある」）が最も高いのは、“お祭や盆踊りなど

の行事”であり、小学生の一般少年（79.3％）の経験率が最も高く、高校生の非行少年（61.7％）の

経験率が最も低い。 
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(2) 地域社会の状況 

5 項目を挙げて聞いた。“地域の中で、エッチな雑誌やＤＶＤを買うのは簡単だ”、“地域の中で、酒

やタバコを買うのは簡単だ”に『あてはまる』（「あてはまる」＋「だいたいあてはまる」）と答えた

者の割合は、一般少年、非行少年ともに学校段階が上がるにしたがって高くなる。 
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