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新大綱の策定に向けた検討に当たって考えられる論点の例 

 

１．基本理念、目標等 

（基本理念） 

○ 基本理念をどのように打ち立てていくか。 

 ・対症療法的な支援を繰り返すのではなく、予防的な段階に力を入れる。困難を有

している子供・若者、元気な人、みんな含めた社会を作っていく。（第 13回） 

 ・特定の子供について問題発生に至らせない「予防的」な観点、あるいは、全ての

子供・若者が自分から相談できるといった「開発的」な観点を位置づける。（第

14 回） 

 ・子供の権利に根差した考え方を維持する。（第 14回） 

 

○ 子供・若者の健やかな育成を図ることと、子供・若者を主体と

して尊重していくことの双方をどのように盛り込んでいくか。 

 ・施策の領域に応じて、子供について、保護する存在、教育する存在、責任を持っ

た行動をとってもらう存在など、どのように位置付けるか。（第 13回） 

 ・正しいことをしている人、しようとしている人を守ることを基本に置く。（第 13

回） 

 ・「守る」、「保護する」とは、甘やかしではなく、しっかり善悪の判断ができるよう

に育成することである。非行の子供は相手へのダメージについて、虐待を受けた

子供は人を大事にすることについて、適切な指導を受けることが、子供の権利で

ある。（第 13回） 

 ・親、教師が甘えを受け止める。（第 13回、第 15回） 

 ・子供が保護者から「守られる」ことによって、子供が他者を信頼し、自己を制御

し、ひいては自己肯定感が育つようにする。（第 14回） 

 ・意識的に自己を抑制する感覚を育てる。（第 15回） 

 ・保護すべき部分と自立のための力を身につけていく部分をセットとして、子供の

発達を「保障する」。（第 13回） 

 ・「自立」とは、他者に適切に依存できる能力があることを含めて捉える。（第 14

回） 

 ・権利、義務、教育をセットで考える。（第 13回） 
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○ 子供・若者の最善の利益の尊重についてどのように考えるか。 

 ・子供の発達段階における状態像、メディアや生活リズム等の発達段階における課

題について、大人や社会が正しく理解し、子供の意見について、発達段階を踏ま

えて大人が翻訳する。（第 15回） 

 ・発達段階に応じたニーズや意見を大人が捉え、尊重する。（第 15回） 

 ・最善の利益の意味するところについて共通理解ができるような文言を盛り込む。

（第 15回） 

 ・子供に対して、年齢に応じて情報を提供し丁寧に説明するとともに、子供自身の

意見を聞き、気持ちを尊重する。（第 15回） 

 ・最善の利益については、生涯にわたっての長期的な視点が必要。（第 15回） 

 

○ 子供・若者と大人との関係についてどのように考えるか。 

 ・子供と大人が共同で作業をする場面を増やし、ともに活動する方法論を具体的に

学ぶ。（第 15回） 

 ・子供は大人に保護され育まれる存在であり、若者は社会参画をするために自立す

ることを支援する対象であることから、それぞれへの対応の仕方は異なり、子

供・若者を大人のパートナーとして一括りにすべきではない。（第 15回） 

 ・子供はその年齢相応の子供らしい生活を送る。（第 15回） 

 ・全ての子供に居場所があり、生きがいがあり、参画ができているインクルーシブ

な社会であることが重要。（第 15回） 

 ・不遇な環境にある子供に対して脱却する手段を社会が整える。（第 15回） 

 ・大人と子供が相互に尊重するためには、見守り育む対象である子供に対して、大

人が先に尊重する。（第 15回） 

 ・子供は、尊重すべき同等の価値ある個人という意味でパートナーであると同時

に、大人が育むという姿勢も盛り込む。（第 15回） 

 

○ 自己を確立し社会の能動的形成者となるための支援について、

どのように考えるか。 

 ・社会に参加する自分の像を持て、小さくても役割を担えるという感覚が重要。（第

15 回） 
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 ・自分の良さを知って、自分なりの進路や社会における立ち位置を見出す。（第 15

回） 

 ・能動的形成者となることも含め、多様な参加・参画の在り方、多様な役割を果た

すことを盛り込む。（第 15回） 

 

○ 大人社会の在り方の見直しについて、どのように考えるか。 

 ・母親の孤立、不安が大きくなり過ぎて責任の放棄にならないよう、抱え込まな

い、孤立しないような支援が必要。（第 15回） 

 ・子供を取り巻く親、家庭、教師を含め、支援者たる大人が子供をうまく支えられ

る社会にするための支援が必要。（第 15回） 

 ・一人一人が責任を自覚し、身近な人に手を差し伸べ、補い合い、助け合うための

行動をする。（第 15回） 

 ・大人社会の現状が良くないことを前提として、社会の健全化、改善に取り組む。

（第 15回） 

 ・支援のための制度を充実させると同時に、様々な個性を受け入れ、許容する社会

を目指すムーブメントが必要。（第 16回） 

 ・大人自身が子供を育てるという意識を確保し、子供に関心を持ち、子供と接する

ことを健全育成の基盤として位置づける。（第 16回） 

 

（重点課題） 

○ 子供・若者が生き生きと、幸せに生きていく力を身に付けるた

めの取組について、どのように考えるか。 

 ・子供と並行して親に対しても説明や支援情報の提供を行う。（第 16回） 

 ・子供・若者をいつでもどこでも適切に見守り、支えられる包括的な支援体制をつ

くる。（第 16回） 

 ・学校のみならず、気軽に子供が駆け込める場所が必要。（第 16回） 

 ・教員が、生活保護の情報等、自治体の保有する家庭の情報を共有し、状況に応じ

た対応を取ることにより、学校における生徒の生活・進学指導の質を高める。（第

16 回） 
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○ 困難を有する子供・若者やその家族を支援する取組について、

どのように考えるか。 

 ・乳幼児健診で判明した発達障害のデータを小学校に引き継ぎ、中学校における発

達障害のある生徒への支援に係るデータを高校に引き継ぐなど、困難を有する子

供・若者になりやすいハイリスクのケースに関して、関係機関が情報共有する。

（第 16回） 

 ・継続的な専門的支援について地域間格差が生じないよう、中核となる病院がアウ

トリーチを行う。（第 16回） 

 ・子供が抱える課題や困難について、様々な専門家、援助者が関与して情報を集

め、社会背景まで踏み込んで理解する仕組みが必要。（第 16回） 

 ・支援のための制度を充実させると同時に、様々な個性を受け入れ、許容する社会

を目指すムーブメントが必要。（再掲）（第 16回） 

 

○ 家庭、学校、企業、地域社会がそれぞれ果たすべき役割と、相

互の連携についてどのように考えるか。 

○ 子ども・若者支援地域協議会など、縦・横の支援ネットワーク

の構築をどのように推進するか。 

 ・親教育、家庭教育に行政、地域が関わっていく。（第 13回） 

 ・学校、親の抱え込みの体質、抱え込まざるを得ない状況を改善する。（第 13回、

第 16 回） 

 ・家庭、学校、その中間部分の関係性について踏み込む。学校でもない、家庭でも

ない、「第三の空間」をつくる。（第 13回） 

 ・企業も含めて検討する。（第 13回） 

 ・ライフサイクルを考えた切れ目のない支援体制を構築する。（第 14回） 

 ・家庭を支え、子供が適切な養育環境に置かれることを保障することについて、社

会の機能として位置付ける。（第 14回） 

 ・待ちの姿勢ではなく、積極的にアプローチする姿勢を打ち出す。（第 15回） 

 ・相談窓口や支援制度へのアクセスを体験的に学ぶ機会、カウンセラーとの距離を

縮める活動の機会を設ける。（第 15回） 

 ・重層的のみならず、年齢的に縦につながるネットワークも重要。（第 15回） 
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 ・社会の中から落ちこぼれていく子供・若者のいない、生まれてから成長するまで

の過程を包摂する社会。（第 15回） 

 ・子供の有する困難さに応じて自立の仕方は異なることから、一定の年齢で線引き

するのではなく、各子供に応じた自立支援の継続性が重要。（第 16回） 

 ・義務教育修了後、どこにも所属していない子供について、18歳に達して児童福祉

法の範疇を超える前に支援する。（第 16回） 

 

○ 子供・若者の成長を支える多様な担い手をどのように考える

か。 

 ・各専門家の縦割りで対応できない者への支援を行う。（第 16回） 

 ・国の機関又は第三者機関が、権限を付与されて権利侵害を監視する。（第 16回） 

 ・学校とは異なる役割の下で若者を育てる専門職としてユースワーカーを養成し、

全国の自治体に配置する仕組みを検討する。（第 16回） 

 ・高齢社会において元気な高齢者が実力をフル活用する。（第 16回） 

 ・若者問題に精通したユースワーカーが高齢者と一緒になって活動することで、若

者と高齢者を仲介する。（第 16回） 

 ・ＯＪＴや地域間の人材交流を通じて人材を育成する。（第 16回） 

 

（目標） 

○ 子供・若者育成支援に関する目標の在り方についてどのように

考えるか。 

 

（構成） 

○ 新大綱の構成についてどのように考えるか。 

 ・子供から若者まで、教育から出口の就労まで、発達の段階をきちんと踏まえて総

合的に組み立てたビジョンが必要。（第 13回） 

 ・発達段階といっても年齢で区別できるものではなく、人それぞれなので、柔軟に

対応できるようなつくりとする。（第 13回） 
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２．全ての子供・若者の健やかな育成・成長の支援 

○ グローバル化、情報通信技術の高度化・多様化に対応した人材

をどのように育成するか。 

 ・困難においてもやりぬく力、多様な人とコミュニケーションができる気持ちとい

った基本的な力を身に付けさせる。（第 14回） 

 

○ 地域で活躍する若者をどのように応援するか。 

 

○ 選挙権年齢の引下げも踏まえ、若者の政治参画、社会参画をど

のように推進するか。 

 ・自分の考えを述べる、議論・ディベートができる力を育てる。（第 13回） 

 ・子供・若者による議論、提言の出口として、行政に活かすことを検討する。（第

14 回） 

 ・選挙における投票以外でも、政治を意識することを伝え、参画する方法を拡充す

る。（第 14回） 

 ・学校現場、家庭、地域それぞれで、参画を促進する取組を実施する。（第 14回） 

 ・社会が若者の力を必要としている旨を若者に伝える。（第 14回） 

 

○ 社会教育をどのように充実するか。 

 ・学校教育に集中しがちな教育の課題を、学校外教育、社会教育に分散させる。（第

13 回、第 15回） 

 

○ 早い段階からのキャリア教育をどのように推進するか。 

 ・困難においてもやりぬく力、多様な人とコミュニケーションができる気持ちとい

った基本的な力を身に付けさせる。（再掲）（第 14回） 

 ・勤労観、働くことの尊さ、社会の一員であることを学ばせる。（第 16回） 

 

○ 若者への雇用対策をどのように強化するか。 

 ・学校教育で労働、税、社会保障について教育する。（第 16回） 
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○ 自らの心・身体を守ることのできる力をどのように育成する

か。 

 ・子供の発達の基本である生理的リズムが崩れており、家庭だけの問題ではなく、

社会全体で子供を守る。（第 13回） 

 ・消費者教育を推進する。（第 13回） 

 ・自身の心身の状態を感じ、認識し、対処する能力、他者の心身の状態を推測する

能力を身に付けさせる。（第 14回） 

 ・自己の権利を認識し、権利侵害を受けた時にノーと言ったり他者に相談したりで

きるようにするエンパワメントに向けた教育を行う。（第 14回） 

 ・単なる知識の提供ではなく、自分で自分の健康を追求する力を付けることに重点

を置いた教育を行う。（第 14回） 

 ・特別活動の授業の中で自然体験、社会体験の機会を設ける。（第 14回） 

 ・家庭、学校、地域社会における遊びを通じて、主体性を身に付ける。（第 16回） 

 

○ 職業的自立のみならず、新しい家族をつくり、親になることに

ついて、どのように支援するか。 

 ・女性に対する妊娠準備支援、男性に対する妊娠や親になることに関する知識と意

識の教育を推進する。（第 14回） 

 

３．困難を有する子供・若者やその家族の支援 

○ ライフサイクルを考慮した切れ目のない支援をどのように行う

か。 

 ・一定の年齢で支援が途切れることのないよう、要保護児童対策地域協議会と子ど

も・若者支援地域協議会を連携させる仕組みが必要。（第 14回） 

 ・子供の有する困難さに応じて自立の仕方は異なることから、一定の年齢で線引き

するのではなく、各子供に応じた自立支援の継続性が重要。（再掲）（第 16回） 

 ・市区町村では、子供、高齢者、障害者等の弱者に目を向け、小さい声でも捉える

ことのできる職員による包括支援システムを発展させる。（第 14回） 

 ・ソーシャルワークのできる人材を育成する。（第 14回） 

 ・専門家同士が相互の意思疎通を図り、連携する。（第 15回） 
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 ・子供・若者をいつでもどこでも適切に見守り、支えられる包括的な支援体制をつ

くる。（再掲）（第 16回） 

 ・教員が、生活保護の情報等、自治体の保有する家庭の情報を共有し、状況に応じ

た対応を取ることにより、学校における生徒の生活・進学指導の質を高める。（再

掲）（第 16回） 

 ・乳幼児健診で判明した発達障害のデータを小学校に引き継ぎ、中学校における発

達障害のある生徒への支援に係るデータを高校に引き継ぐなど、困難を有する子

供・若者になりやすいハイリスクのケースに関して、関係機関が情報共有する。

（再掲）（第 16回） 

 ・継続的な専門的支援について地域間格差が生じないよう、中核となる病院がアウ

トリーチを行う。（再掲）（第 16回） 

 ・子供が抱える課題や困難について、様々な専門家、援助者が関与して情報を集

め、社会背景まで踏み込んで理解する仕組みが必要。（再掲）（第 16回） 

 ・地方公共団体に対して、現状分析の上で自治体に適したビジョンを作成したり地

域協議会を整備したりすることができる人材を支援する。（第 16回） 

 ・基礎自治体の実情に応じて、単独で又は連携しての対応を促す、県や国が支援を

行うといった区分けをする。（第 16回） 

 ・ファーストコンタクトを受けた機関において、インテークと見立てを行い、適切

な支援につなぐところまで責任を持つ。（第 16回） 

 

○ 一元的な相談窓口の整備をどのように推進するか。 

 ・現場で子供の権利が守られているかどうかを確認することができる体制を検討す

る。（第 14回） 

 ・子供・若者の相談窓口から宿泊可能なシェルターまでの機能を有する「駆け込み

寺」を普及させる。（第 14回） 

 ・学校のみならず、気軽に子供が駆け込める場所が必要。（再掲）（第 16回） 

 ・学校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を促進

する。（第 16回） 
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○ とりわけ、いじめ等、困難を有する子供からのＳＯＳを受け止

める相談先や解決方法についての教育・広報啓発をどのように充

実させるか。 

 ・自分又は他者が制御できなくなった時の相談方法を身に付けさせる。（第 14回） 

 ・相談窓口や支援制度へのアクセスを体験的に学ぶ機会、カウンセラーとの距離を

縮める活動の機会を設ける。（再掲）（第 15回） 

 

○ 子供の貧困対策等のためにも、家族に対してどのように支援

し、子供の居場所づくりをどのように推進するか。 

 ・学校でもない、家庭でもない、「第三の空間」をつくる。（再掲）（第 13回） 

 ・貧困家庭が増えており、家庭をきちんと支援できる制度の構築をもう一度きちん

と考える。（第 13回） 

 ・家庭の問題を抱える子供を支援する体制を確立する。（第 14回） 

 ・子供と並行して親に対しても説明や支援情報の提供を行う。（再掲）（第 16回） 

 ・教育の機会均等のため、教育費に対する公的支援を拡充する。（第 16回） 

 

○ ひとり親・多子世帯に対して、どのように支援するか。 

 

○ 被虐待児童その他、配慮が必要な子供・若者に対して、どのよ

うに支援するか。 

 ・非行の子供は相手へのダメージについて、虐待を受けた子供は人を大事にするこ

とについて学ぶ。（再掲）（第 13回） 

 ・虐待を受けた子供の心情に寄り添う。（第 16回） 

 ・事故、虐待、自殺等の防げる死から子供を守る社会システムを構築する。（第 14

回） 

 ・思春期の自殺の原因は全ていじめではないことから、いじめと自殺は分けて考え

る。（第 14回） 

 ・慢性疾患を抱えた子供・若者に対する自立支援を盛り込む。（第 14回） 

 ・虐待・ネグレクトを受けた子供の多くが在宅であり、このような子供に対する自

立支援を盛り込む。（第 14回） 
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 ・災害や犯罪被害、事故で心が傷ついた子供・若者に対する支援（心身の状況を把

握できる教育や相談できる場所の確保等）について盛り込む。（第 14回） 

 ・虐待の世代間連鎖、いじめの連鎖といった加害－被害の連鎖を防ぐためにも、被

害児のみならず加害児へのケア、指導が必要。（第 14回） 

 ・いじめを行う加害者側の背景まで目を向ける。（第 16回） 

 ・ネット上におけるいじめの防止について盛り込む。（第 14回） 

 ・社会的養護について、自立後のアフターケアを充実させる。（第 14回） 

 ・不登校の問題について学校から児童生徒に対する視点以外の分析も必要であるよ

うに、子供・若者支援全般について大局的な見方をする。（第 14回） 

 ・時代の変化に対応できていない「弱者」への対応が重要である。（第 15回） 

 ・高校において、従前の進路支援を超え、相談、福祉、職業能力開発センター等の

就労の専門家も参加するプラットホームを形成するとともに、家庭へのアウトリ

ーチを積極的に実施する。（第 15回） 

 ・青少年の非行問題を取り上げ、施策を検討する際には、思春期一過型、持続型、

特異型の区別を付けながら行う。（第 16回） 

 ・非行防止のためには、子供を地域に巻き込み、地域活動の中に入れ、顔の見える

関係に置いておく健全育成的な風土の醸成が必要。（第 16回） 

 ・発達障害のある少年について、少年院在院中に保護者に対して診断の告知、説

明、助言を行い、出院後には、障害者手帳の取得を促し、地域における福祉、保

健医療、就労支援のネットワークにつなげる。（第 16回） 

 

４．子供・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

○ 地域における子供・若者の見守りをどのように推進するか。 

 ・大人が自分の子供以外の子供に関わらなくなっている。周りが配慮して、子供が

育つ環境をつくる。（第 13回） 

 ・子供の発達の基本である生理的リズムが崩れており、家庭だけの問題ではなく、

社会全体で子供を守る。（再掲）（第 13回） 

 ・地域の子供・子育てに対する優しさを点検・評価する指標を開発する。（第 14

回） 
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○ 子供の自立に向けた適切な養育環境をどのように提供するか。 

 ・家庭の養育環境が適切であるかを社会が見守り、適切でない時には支援を行うシ

ステムを明確に位置付ける。（第 14回） 

 

○ インターネット上の有害な環境に対してどのように対処する

か。 

 

○ 家庭教育をどのように支援するか。 

 ・親教育、家庭教育に行政、地域が関わっていく。（再掲）（第 13回） 

 ・男性の働き方、男性の子供・家庭への向き合い方にもう少しスポットを当てる。

（第 13回） 

 ・子供のために両親が話し合い、協力し合う。（第 13回） 

 

○ 事業者、ＮＰＯ等の民間と行政がどのように連携して育成支援

を行うか。 

 ・各企業の取組を学校、行政が利用して一緒に活動するなど、学校や家庭の外の社

会で働いている多様な人々とのコミュニケーションをも通じて成長を促す。（第

14 回） 

 ・行政は、事業者の取組について周知や後援等の支援を行うことにより、子供・若

者による利活用を促進する。（第 14回） 

 ・ＮＰＯ等の民間団体を後押しする構造を作っていく。（第 14回） 

 

○ 子供・若者の育成支援に向け、大人社会の在り方をどのように

見直すか。 

 ・若いときから子育てを身近に感じられるような環境をつくり、ライフサイクルの

中で身近に接することができるようにする。（第 13回） 

 ・子育てが大変、結婚が大変、というネガティブスパイラルが問題であり、それぞ

れの良さをもっとアピールする。（第 13回） 

 ・母親の孤立、不安が大きくなり過ぎて責任の放棄にならないよう、抱え込まな

い、孤立しないような支援が必要。（再掲）（第 15回） 
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 ・子供を取り巻く親、家庭、教師を含め、支援者たる大人が子供をうまく支えられ

る社会にするための支援が必要。（再掲）（第 15回） 

 ・大人が遊び心を思い出すような、ゆとりのある時間をつくる。（第 16回） 

 ・子供を利用する犯罪に対しては厳罰に処する。（第 16回） 

 

５．その他 

 ・子ども・若者育成支援推進法について、社会に一層発信する。（第 14回、第 16

回） 

 ・健全育成について費用対効果の考え方は有効に機能しない。（第 16回） 

 ・困難を有する子供・若者に対する財政支援の効果については、長期的な視点で把

握する。（第 16回） 

 


