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（１）理念
（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・日本社会は、これまで等質的な社会・集団を前提にして構成されており、「ダイバーシティ」（性・民族・
障害など多様な立場への平等な態度）を尊重する社会づくりを十分には行ってこなかったといえる。例
えば、子ども若者のいじめ問題でも、異なった者の立場を尊重することができず、人権を擁護する姿勢
に欠ける暴力的な言動の事例が多数散見される。学校段階に応じた市民性の教育を実践的に試み、
個人の権利の意味や排除・疎外の問題性を感じ取れるように具体的な事例から理解することが、グ
ローバル化する社会に共生するうえで重要である。（古賀構成員）

・すべての子ども・若者が大人から適切に見守られているという安心感を得ることができ、将来に対し
て「希望」を見出せる地域社会の実現（谷口構成員）

・自己指導力の育成を支援するため、大人は大人としての責任を果たす。 （嶋崎構成員）
・「児童の権利条約」や「障害者の権利に関する条約」の主旨を踏まえて記述内容を見直す。（嶋崎構
成員）

・子ども・若者と大
人が相互に尊重
・社会を構成する担
い手として共に生き
る

・子ども・若者の個
人の尊厳の尊重
・発達段階に応じた
意見の尊重
・子ども・若者の最
善の利益を考慮す
ることを確実に保障

○子供・若者が
自らの心・身体を
守ることができる
力の育成

新たな大綱の理念等について

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

１．子ども・若者の
最善の利益を尊重

２．子ども・若者は、
大人と共に生きる
パートナー

・援助を必要とする子供・若者の早期発見と支援の意識の高揚（追加）。
  理由：尊厳を尊重されない子供・若者に対する相談窓口（電話相談を含む）はかなり整備されている
と考えられるが、自分で自分を守るだけの力を持たない又はそうした力を削がれている子供もいること
への社会の関心をより強め、これを社会の責務として一人一人ができることを行うという意識の高揚を
図りたい。(法15,19,21,22条等の前提となっている事項の再確認と強調が必要であるという趣旨であ
る。）（川邉構成員）

・国連子どもの権利条約の理念を基本的考え方とすることが明確化されることが必要だと思います。
心身の健康を自ら守るだけでなく、育ち、生き(生活し）、社会の一員として参加する包括的・全人的存
在としての最善の利益の尊重ということが明確に文言となるとよい。（植山構成員）

・子ども・若者の最善の利益の実現（花井構成員）
・子ども・若者の視点に立ち、子ども・若者の生存と発達が保障されるような支援策の充実（花井構成
員）

・地域活動への子供・若者の巻き込みの促進（追加）
　理由：理念とともに理念実現のためのより具体的な行動を示したい。（例えば、地域活動を行うに当
たっては、子供・若者の意見を聴取し、彼らにできるだけ多くの役割を与えるように努めるべきことを、
各種施策・行事計画の策定に盛り込むことを提言するなど。）（川邉構成員）

・この認識は、当然のことですので、新大綱でも同様の方向性で良いかと思います。（植山構成員）

・これまでの「保護される子ども像」もある種のケースにおいては保持されなければならない（例えば、
虐待における一時保護、非行における触法少年などの事例）。だが、既存の社会の価値観に適応する
ことだけを是とするような前例踏襲的な態度形成では今日十分でない。子ども・若者自らが意見を表明
し、大人とともに「社会に参加・参画すること」が、ICT革命を初めとした変化の激しい情報化社会ある
いは人・モノが行きかい流動化する社会において、必須な社会的態度であり、そこには同時に、仲間と
の優しい狭い関係にばかり気づかいする子ども若者の姿勢を改善して、大人と子ども・若者それぞれ
が立場性を尊重して活動する「協働の方法論の学習」が要求されている。（古賀構成員）

・「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない」、社会的孤立・排除を生まない支援体制をすべての世代
の国民の参画によって実現する（谷口構成員）

・権利の主体としては同等であっても、大人は「教え・育む」責務を果たさなければならないことを忘れ
ない。（嶋崎構成員）

資料２
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（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・「自立した個人」の定義は職業的から自己実現まで多様にありうるが、「社会に参加参画できる者」で
あることが基本である。例えば、ひきこもりに代表されるように、まじめでデリケートであるがゆえに何
事にも傷ついて自己否定するような態度を改善して、社会の課題や個人の問題に気づき、大人や同
世代と協働して、ボランティアや中間的就労など、仮に困難を抱えていても自分のできることに積極的
に参加してみる姿勢を育む必要がある。そのためには、「結果に左右されない社会参加の機会」、同
時に、子ども扱いでなく「大人と同じような役割を果たす機会」を多様に準備し、学校はじめとするさま
ざまな場で参加を仕掛けることが必要である。同時に、どのような場合にいかなる支援を、どの費用負
担のもとに支援すべきかを社会全体で議論して明確にしていかないと、高齢者や乳幼児と違って、若
者に対しては切れ目ない支援の仕組を構築することにはなりにくいことも忘れてはならない。（古賀構
成員）

・社会問題の解決という観点からもすべての子ども・若者が社会を構成する一員として将来の政治参
加、市民活動や企業活動等を通じて主体的に取り組むことができる存在であることを自覚できる教育
の実現（谷口構成員）
・社会的な自尊感情を高めるため、多様な自然体験・社会体験を通して自己有用感をはぐくむ。（嶋崎
構成員）
・自尊感情という用語について吟味する必要がある（嶋崎構成員）

・子供・若者が、「生きる力」、自らの人生をデザインできる能力を備えるための支援をすべき。（福田構
成員）
－社会の能動的形成者となるために勘案すると
　具体的には、「社会に出て行ける基礎的な力」すなわち
　　・自分のアタマで考える力
　　・やりぬく力、胆力、忍耐力
　　・想像力（相手・第三者の立場を想像し、思いやる力・交渉する力）
　　・叱られる力（叱られることに耐えうる力）
など基本的あいさつ等も含め基礎的な力

・社会とのかかわり
を自覚しつつ、自尊
感情や自己肯定感
をはぐくみ、自立し
た個人としての自己
を確立
・自らの力で未来の
社会をよりよいもの
に変えていく力を身
に付ける

○当事者である
子供・若者の参
画
・子供・若者の育
成支援に同世代
の子供・若者自
身を活用すべき。
・子供・若者自身
が主体性を持ち、
互いに支援しな
がら、社会を形づ
くっていくことを支
援すべき。

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

３．自己を確立し社
会の能動的形成者
となるための支援

・子ども若者を、新たな社会を作っていく力とする（原田構成員）

・子供・若者の社会的事象への関心の喚起と同事象を多面的に理解する力の涵養
　　理由：18歳選挙権への対応策のひとつ。社会や政治に関心を持つだけでは不足であり、それの背
景要因を含めた理解を促進する必要がある。特に、国内情勢や身近な問題のみにとらわれることな
く、国際情勢をも視野に置く姿勢や力を涵養する必要がある。（川邉構成員）
・偏りのない政治教育・法教育の充実（追加）
　理由：同上（川邉構成員）

・主体性という点を強調したいと思います。（植山構成員）

・一度失敗しても這い上がることのできるトランポリン型社会の構築（花井構成員）
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（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・従来、学校あるいは保育を基点とする児童生徒への支援は制度的にも実践的にも整備されてきたと
いえる。特に、要保護児童対策などの対応は、虐待等の課題はあるものの、機関間連携や法的整備
もある程度進んでいる。もちろん、福祉領域では児童は18歳までや、法律上の参政権が18歳からとな
る、義務教育は15歳までであるなど、子ども・若者の境界線がまちまちで対応が困難な事象も多々あ
るが、それでも学校に属する層の子ども若者の対応は手厚い。それに比して、学校を離れたあるいは
安定した職場がないなど、基点となる場を持たない若者は政策的な対応の外側になりやすい。ポスト
青年期が語られ、若者である時間が一層長期化し、課題も複雑化していながら、若者対応の育成組織
や支援組織などは、NPOや一部行政等の努力頼みという現状は否めない。法的な裏づけを持った支
援ネットワーク組織作りが可能となるような機関の整備や、情報の共有化を可能にする支援体制づくり
が緊急の課題となっていると思う。特に、戦後の青年行政の政治的ななごりでほとんど手付かずの育
成組織作りは、イギリスのコネクションズなど欧米先進国を先例としつつ、イミグラントやGID、発達障
害などの新しい課題にも対応できるように包括的に整備していく必要がある。（古賀構成員）

・悩みを抱え込み深刻な状態に至るのを未然に防ぐため、「カウンセリング文化」を浸透させると共に、
いじめ被害等に関しては、学校外の相談窓口へのアクセスを保障する（谷口構成員）
・子ども・若者が自身やその他友人らが抱える悩みや問題を解決する際に公的な相談窓口や支援制
度等社会資源を活用できることを体験的に学ぶ機会を設ける（谷口構成員）
・教職員や保護者、家族、地域社会等見守る大人達が専門の相談窓口や支援制度等について一定
の理解を行い、自らアクセスするなどして子ども・若者が支援を受け易い環境を整える（谷口構成員）

・支援を要する問題を抱える子ども・若者に対する包括的取組を進めるとともに、開発的機能を充実さ
せ、問題の未然防止に努める。（嶋崎構成員）

・対応は ひっくるめて、各１事象・各１ケースに対して行う。（福田構成員）
　「担当分野別でなく総合的に」
　（例）
　・行政上、学齢、省庁の担当別等での対応となりがちであるが、１つの事象（ケース）について多数の
　 担当や法が関係する場合、課題解決がより難しくなる。
　・因数分解は支援者側ですべきであって、支援を必要とする当事者にさせてはいけない。

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

○ライフサイクル
を見通した重層
的な支援ネット
ワークの構築
・子供・若者の年
齢を縦断して継
続的に寄り添い、
社会的な自立に
至るまでの一貫し
た支援を行う「縦
のネットワーク」を
機能させるべき。
・支援対象の子
供・若者につい
て、核となる機
関・団体が中心と
なって継続的に
フォローし、また、
関係機関の専門
的な支援機能を
コーディネートす
る「横のネット
ワーク」を機能さ
せるべき。

・一人一人の置か
れた状況、発達段
階、性別等に応じて
抱えている問題が
異なることにも配慮
しつつきめ細やかな
支援
・社会全体で分野、
主体の壁を越えて
互いに連携、協力
することを通じて、
支え合いのネット
ワークから誰一人と
して排除されない
「一人ひとりを包摂
する社会」を実現

・地域での行政と若者に関わる団体同士の連携をより密にする（原田構成員）

・援助を必要とする子供・若者の早期発見と支援のためのネットワーク作り及び連携強化の推進（追
加）。
　理由：尊厳を尊重されない子供・若者に対する相談窓口（電話相談を含む）はかなり整備されている
と考えられるが、まだ、相互連携には改善の余地があると考えられる。（川邉構成員）
・要支援対象者の情報の一元管理の検討（追加）
　理由：同上（川邉構成員）

・子ども・若者の先輩世代を活用した「斜めのネットワーク」の必要性（松原構成員）

・総点検での論点が、より実現可能な形で明記できたらと思います。（植山構成員）

・家庭や地域における子育ての力が弱くなっている中での、子ども・子育てを社会全体で支える仕組み
の拡充（花井構成員）
・地域若者サポートステーションの充実（花井構成員）

４．子ども・若者一
人一人の状況に応
じた総合的な支援
を、社会全体で重
層的に実施
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（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・大人社会が子ども社会のモデルとなるかは、急激な社会変動の速度との兼ね合いで変化するといえ
る。また、モラルなどの点からの大人からの一方的な子ども若者批判も肯定できない。とはいえ、市民
性や公共性を持った大人が社会を構成している姿を日常的に見ることは、子ども若者にとって大切な
文化伝達となる。また、力を持つ大人世代の社会的責任として、困難な子ども若者の支援をする姿勢
が必要であることもいうまでもない。その点で、子ども若者の問題性を、メディア情報などからの一方的
なものだけでなく、複眼的にするような啓発活動を推進していきたいと思う。例えば、震災時のボラン
ティアなどで、若者の清々しい行動力を感じたなどの大人たちの声は大切である。この事例からも、社
会的課題を、大人と若者相互で解決するような機会をたくさん持てるような活動の支援が必要である。
また同時に、今日の若者への医療的福祉的な援助の必要性あるいは情報化社会を生きる世代に合っ
た形式の支援の必要性なども、大人世代に理解できるように啓発の活動が求められる。（古賀構成
員）
・子ども・若者の自立支援の過程で得られたエビデンス等を基に社会問題を放置するのではなく、大人
社会が自ら解決に向けた行動に移す（谷口構成員）
・子ども・若者が抱える問題は、大人社会が生み出すものとの自省に立ちつつ、代替案のない無責任
な批判やバッシングが横行する「一億総批評家」からの脱却を図る（谷口構成員）
・「一億総活躍社会」を目指す中で、社会的に必要なもの、足りないものは、「『協働』で創り出す！」と
いった明確な姿勢を示し、個々人の限界を補い合い、高め合える、「創造型」の社会を目指す（谷口構
成員）

・家庭教育を重視した生涯学習体系を再構築し、家庭への支援を強化する。（嶋崎構成員）

・現行大綱では、教員の資質能力の総合的な向上方策について触れられているが、教育に関わる機
能の多くは教職員が担ったままである。激しく変化する社会において、教職員の方々が自ら使命感を
持ち、意欲的に現場の課題に適切な対応をしていけるようにするためにも、教職員の支援といった観
点を大綱の理念に入れるべき。（今村構成員）

・大人もエイジフリーで自立・自律（福田構成員）

・大人自らがその責
任を自覚して子ど
も・若者のモデルと
なるよう努めるとと
もに、社会の改善に
取り組む

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

＜上記の他、新たな大綱の理念についての自由記述＞

・社会及び社会を構成する大人一人一人が子供・若者の育成の主体であるというメッセージを強調したい。（川邉構成員）

・理念を子ども・若者世代に伝える施策の必要性（松原構成員）

・問題が生じた後の子ども・若者支援の充実とともに、未然防止のための開発的・総括的な取組の必要性を感じる。
支援体制の強化という視点からの家庭支援を強化すべきと考える。（嶋崎構成員）

・平成24年度の公立学校教職員の総計は921,673人。その内、精神疾患による休職者数は4960人。全体の0.54%を占める。19年度以来、5年
ぶりに5000人を割り込むものの依然として高水準を保ったままである。学校の先生は求められる業務の質が年々困難化しており、またそれに
付随して業務量も増加している。しかしながら、互いの業務について相談し合う土壌がないため、生徒や保護者との問題を一人で抱え込んで
しまうケースも少なくない。 このことが教職員の心身に大きな負担をかけている。 教職員がやりがいを持って仕事に向かえるよう、教職員支援
の観点を大綱の理念に盛り込むことで、より質の高い教育の充実を図るようにしてはどうか。負担軽減の一案としては、外部専門家や機関等
と連携を図ることで、これまでは教職員ばかりが多く担っていた機能を社会全体で分配する視点を盛り込むべき。 また、子どもたちに関わるさ
まざまな問題を教職員が一人で抱え込むのではなく、相談・熟議を活発化する職員室改革も急務ではないかと考えている。（今村構成員）

５．大人社会の在り方
の見直し ・大人社会が、地域の子供・若者の健やかな育成に寄与するとの意識をもち、彼らと積極的に関わる

ための施策の一層の推進（追加）
　理由：モデルになったり、社会を改善したりするといった大所高所からの取り組みだけでなく、より子
供・若者に寄り添う形の取り組みも推進するという意思表示が重要であると考える。（川邉構成員）
・子供・若者を利用した経済活動の取り締まりの強化（追加）
　理由：援助交際、ＪＫ〇〇と称する商法、少年を特殊詐欺の末端共犯とする犯罪組織が多い。これら
からの誘惑に乗る子供・若者にも問題があるが、一方で、彼らを利用する一部の大人を社会は決して
許さないという姿勢を示すべきである。（川邉構成員）

・大人社会の見直しという点は、重要ですが、ともすると読み流されてしまうので、当事者としての意識
を高められるような文言が盛り込めたらと思います。（植山構成員）

・子どもの社会は大人の社会の反映であることの認識の共有化（花井構成員）

・そもそも、「子ども」と「若者」が同列に扱われて良いのか。（明石構成員）
・「子ども」と「若者」の定義を明確にする必要はないか。（明石構成員）
・より細やかな対応のためには、「子ども・若者」が対象となる場合もあれば、別々に考えるべきことも多いのはないか。（明石構成員）
・「子ども」と「若者」の権利や義務は別ではないか。　その結果、“未成年”の子どもと“成年”である「若者」の垣根が曖昧になっていないか。
（明石構成員）
・それによって、判断力のない子どもが放任され、自立すべき若者が甘やかされてはいないか。（明石構成員）
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（２）重点課題

（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・子ども若者の発達における家庭の大きな役割は言うまでもないが、しつけや養育等、家庭の健全な
教育を前提とした学校教育のプランニングや連携論には今日慎重である必要がある。家族の形態が
大きく変化し、ひとり親や離別、貧困家庭などが数多く散見され、むしろ学校などの公的機関が家庭を
下支えしなくてはならない、これまでと反転した状況が拡大しているといえる。例えば、高校中退者で
は、就労で手一杯な親たちの教育的な援助や励ましがなく、通学のための生活リズムが作れないもの
さえ多い。あるいは、引きこもりでは、高齢化する親が経済的にも支えきれないと悲鳴を上げる事例も
多い。それゆえ、アウトリーチによる家庭の現状の把握や支援が一層重要になっている。この点で、こ
れまでの家庭からの教育の委託を前提とした、「私教育と公教育の関係」の見直しが急務である。他
方、基本的な生活習慣の欠如や有用な言葉の習得など、家庭からの「広範な文化的資本」（学習の財
や身体化された行為など）を継承できない事例も多くなっている。親と子をともに育てるような「親子共
育プログラム」の導入も必要になっている。合わせて、当事者である子ども若者や保護者が、生の声を
素直に伝えられるよう、学校を含めた相談窓口を整備することも必要である。（古賀構成員）

・子ども・若者が抱える問題の深刻化、複合化の傾向を鑑みた関係機関の有機的連携を可能とする総
合的支援体制の確立（谷口構成員）
・子ども・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の確保（谷口構成員）
・文科行政と厚生労働行政の連動（合理的な相乗り・重なり）の促進による縦割り行政の排除と社会参
加・自立に至るまでの連続的な支援を可能とする支援体制の確保（谷口構成員）
・来ることを待つ消極的な姿勢から必要な支援を必要な子ども・若者に確実に届ける「アウトリーチ」型
施策の拡充（谷口構成員）
・最終的な「結果」に責任が持てる本来の意味での「専門性」を身につけた支援員の確保（谷口構成
員）
・社会問題の解決の過程で有能な人材を育成する戦略的な人材育成の展開（谷口構成員）
・社会問題の解決に向けた本来の意味でのPDCAサイクルを回すための事業評価基準の確立（谷口
構成員）
・関係機関間の連携と称した困難事例の「丸投げ」の防止や発展的な取組を促すためのインセンティ
ブメカニズムの構築と形式主義、平等主義からの脱却（谷口構成員）

・家庭支援を一層強化するためのネットワークの充実とコーディネーター役の明確化。（嶋崎構成員）
・幼児期から発達段階に応じた「心の健康教育」「ガイダンス機能の強化」を進めるため、自然体験・社
会体験を積むことのできる施設の充実を図るとともに、専門スタッフの力量向上を計画的に進める。
（嶋崎構成員）
・「生きる力」を備えた未来への飛躍を実現する人材を養成するために「多様な人々と向き合う機会の
創出」が必要（福田構成員）
　家庭、学校以外の人と交流する機会の実現
　・・・社会で働いている人など様々な素敵な大人たちとの交流等
・ＮＰＯ、企業で実施しているさまざまな取り組みの周知と参画強化、取り組みに対する支援の充実（福
田構成員）
　－「直接支援」と「間接支援」のバランス
　　間接支援は各団体が専門性を生かし実施している活動への支援を通じた支援
　－また、前述の１事象（ケース）対応を実際にしているＮＰＯ等を間接支援することにより、
　　縦割り担当分野別対応を１つの器で受ける変換機とすることができる

○家族に対する
支援の充実強化
・背景にある生育
環境の問題にア
プローチし、支援
する必要。
・ターゲットアプ
ローチのみならず
予防的アプロー
チとしての家族に
対する支援を拡
充する必要。

１．子ども・若者が
生き生きと、幸せに
生きていく力を身に
つけるための取組

・日ごろからの子供・若者の見守り体制の強化（追加）
（理由：予防的アプローチのさらに前段階、若しくは予防的アプローチを可能にするための基盤形成が
必要である。）（川邉構成員）

・子どもを取り巻く環境としての家族全体への支援を視野に、世代間伝達の防止のための支援体制
を。（植山構成員）

・多様な意見を認め合う社会の構築（花井構成員）
・就職後の困難に対応するための労働教育の実施（花井構成員）
・社会保障（社会保険）や税などの仕組みに関する理解を促進するための教育の実施（花井構成員）
・教育格差の解消（親ならびに本人の学歴がその後の長い人生を規定する要因となっている実態の改
善）（花井構成員）
・すべての学校教育の無償化の実現（当面は給付型奨学金の拡大）（花井構成員）
・雇用形態に拘わらず、結婚・出産を選択できる社会の実現（花井構成員）

・良好な家庭的環境
の確保、大人社会
の在り方の見直し
など、子ども・若者
を取り巻く状況の改
善
・豊かな人間性の育
成、基本的な生活
習慣の形成、体力
の向上、基礎学力
の保障
・子ども・若者の意
見表明機会の確保
・社会参加・体験活
動等の能動的な活
動の充実
・自らとは異なる文
化に接し、理解を深
めるための活動
・キャリア教育・職
業教育の充実

子ども・若者ビジョン
（22年7月）
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（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・困難を有する子ども若者への支援は、その原因を一次元的にとらえ、「原因探し」に終始する姿勢を
改めることから始める必要がある。「困難」の性質をきちんと「アセスメント」（心理学的な測定だけでな
く、聞き取りのような質的評価を含む）して、その手始めの働きかけをどこから始めるのか正確で客観
的に「インテーク」をすることが必要である。例えば、不登校や非行問題を抱える生徒を多数受け入れ
るチャレンジスクールなどの特色校では、まず新学期に精神科医等を含む専門家の聞き取りをし、ま
た出身中学校からの情報をえ、さらに最初の数か月を教員相互の観察期間にして場面場面で得られ
た情報の交換を行っているという。同じ困難を抱えている生徒についても、様々な角度から情報を集
め、思い込みや一方向からの生徒理解でなく、その社会背景まで踏み込んだ理解（ケース会議型の理
解）を、さまざまな専門家や援助者を加えてやる必要がある。その点で、相談の窓口となりやすい若者
サポートステーションやジョブカフェなどでも、同様に就労への移行を想定しつつ、こうしたインテークに
よる正確な問題理解へと子ども若者を導くことが有効である。また、こうした困難事例を、ハイリスクの
生徒だけでなく一般生徒にも伝え、問題を共有する努力も予防的開発的な生徒指導として大切であ
る。（古賀構成員）
・悩みを抱え込み深刻な状態に至るのを未然に防ぐため、「カウンセリング文化」を浸透させると共に、
いじめ被害等に関しては、学校外の相談窓口へのアクセスを保障する（谷口構成員）
・子ども・若者が自身が抱える問題を解決する際に公的な相談窓口や支援制度等社会資源を活用で
きることを体験的に学ぶ機会を設ける（谷口構成員）
・教職員や保護者、家族、地域社会等見守る大人達が専門の相談窓口や支援制度等について一定
の理解を行い、自らアクセスするなどして子ども・若者が支援を受け易い環境を整える（谷口構成員）

・個々の問題への対処にとどまらず、問題を巨視的にとらえた包括的取組が重要である。また、問題
の未然防止・対処という消極的取組から、社会体験・自然体験の充実や地域ネットワーク活動の活性
化という開発的取組を進める必要がある。（嶋崎構成員）

・全方位の福祉機関・ＮＰＯ・企業等支援実施機関をニーズに合わせてワンストップで最後まで責任を
持って紹介する窓口機能の設置・明確化（福田構成員）

・ニート、ひきこも
り、不登校、障害、
虐待等の犯罪被
害、定住外国人で
あることなど、それ
ぞれに必要な支援
・非行、犯罪に陥っ
た子ども・若者につ
いては、社会の一
員として立ち直るこ
とができるよう支援
・本人だけでなく、
家族に対する支援
・子どもの貧困問題
への積極的な取組

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

・日ごろからの子供・若者の見守り体制の強化（追加・再掲）
（理由：予防的アプローチのさらに前段階、若しくは予防的アプローチを可能にするための基盤形成が
必要である。）（川邉構成員）
・非行・犯罪に対応できる相談機関の充実及びその活用（追加）
（理由：非行犯罪関係の相談機関は少ない。かつて矯正協会が犯罪・非行の加害者及びその家族の
相談活動を行っていたが、今は行っていない。犯罪・非行領域の経験のある者による相談機関を作る
ことを推進したい。現有のものを活用するとすれば、警察の少年センターの活動の拡大、本年度新設
された法務少年地域支援センター（少年鑑別所法第131条）の活用などが考えられる。）（川邉構成員）

・予防的アプローチと共に、治療的な支援の機会をどこにいても得られる体制が必要。（植山構成員）

・家庭に対する支援の強化（花井構成員）
・ひとり親家庭への支援の充実（特に経済的支援。児童扶養手当の拡充）（花井構成員）
・児童養護施設の18歳退所後の居場所づくり（花井構成員）
・困難な状況下にある子ども・若者の発達を守るための食事（機会・栄養ともに）の保障（花井構成員）

２．困難を有する子ど
も・若者やその家族を
支援する取組

○家族に対する
支援の充実強化
（再掲）
・背景にある生育
環境の問題にア
プローチし、支援
する必要。
・ターゲットアプ
ローチのみならず
予防的アプロー
チとしての家族に
対する支援を拡
充する必要。
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（参考）総点検の総
論における関連す
る記述（26年7月）

新たな大綱における方向性

・従来、子ども若者の育成は、学校を中心とした公による教育に重きを置いてきた。しかし、ボランタ
リー経済学の知見に待つまでもなく、個々の達成感や社会関係資源を重視した育成の道筋がより重
要になっており、官だけでなく民による自由で自発的な支援の方向性が大切であるといえる。特に、学
校を起点とした企業なども含む地域支援ネットワークづくりや、オンブズマン制度を導入した権利侵害
への介入のネットワークづくりなど、NPOなども巻き込んだ連携システムが官中心の見方でない新しい
関係を創発することができるといえる。法整備や権限移譲などをより一層進めて、「新たな公共」の広
がりに合わせた支援の重層化を具体的に考えるべきである。例えば、いじめ問題などを事例にして、
学校と相談機関、オンブズ制度、矯正施設などと問題の性質や深まりとの相互関係を描いてみると、
「重層性」の具体的なイメージが伝わるので、こうした事例からの啓発は有効である。この点で、理念だ
けが先行し、現実的な支援の仕組みが柔軟に積みあがってこないのでは十分でないといえる。（古賀
構成員）
・若年層を中心としたボランティア等の顕著な減少と急速に進む高齢化の進展を前提とした担い手確
保のための対策の推進（谷口構成員）

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の一層の連携強化による「地域の学校」づくりを推進し、地域の安
全保持、地域住民の交流、地域問題の解決等の「総合センター」としての役割をもたせる。（嶋崎構成
員）

・同世代によるピアカウンセラー養成。
同じバックグラウンドや悩みを共有できる「ナナメの関係性」にある同世代の仲間(peer)と出会うこと
で、視野を広げる。プロのカウンセラーの養成を行いながら、地域社会で支え合う土壌を作る。また、
受益者が成長するにつれ、ピアカウンセラーとして後輩の育成に当たることで、成長の機会を得ること
にもつながる。（今村構成員）

３．地域における多
様な担い手の育成 ・町内会や自治会などの既存の地域コミュニティ以外のものとも積極的に連携（原田構成員）

・多様な担い手の育成に際して、多職種間をコーディネートする専門職等の養成が必要だと思います。
多職種が連携したが、責任の所在はあいまいで結果的に適切な支援が得られなかったということのな
い方向で。（植山構成員）

・子ども・若者支援の仕組みのワンストップ化（花井構成員）
・多忙すぎる教員の負担軽減（花井構成員）
・養護教諭の各学校への複数配置の推進（花井構成員）
・スクールカウンセラーのすべての小・中・高等学校への常勤配置化（花井構成員）

子ども・若者ビジョン
（22年7月）

○地域における
多様な担い手の
育成
・子供・若者の育
成支援を行う企
業や民間団体、
個人を総合的に
ネットワーク化。
・現場を担う民間
団体が把握する
子供・若者に関す
る情報を国や地
方公共団体も共
有しながら施策に
反映する仕組み
の構築。

・「新しい公共」の考
え方も踏まえ、家族
や地域の機能を補
完する多様な活動
を支援
・官民の取組のネッ
トワークの総合性を
確保
・子ども・若者自身
のネットワークの強
化
・「開かれた」学校づ
くりを推進
・子ども・若者に関
する権利侵害等の
問題を第三者的立
場から調整しつつ
解決する仕組みの
普及

・社会からドロップアウトする若者を増やさないためにも、子どもの時期にしっかりとした生活習慣と価値観を育むことが大切ではないか。（明
石構成員）
・「子ども社会」が「大人社会」に影響をうけているとすると、大人社会の健全化をめざすムーブメントが必要ではないか。（明石構成員）
・子どもに悪影響を与える社会的要因に関する新たな規制や、既存の規制強化が必要ではないか。（明石構成員）

＜上記の他、新たな大綱の重点課題についての自由記述＞

・担い手を育成する仕組み作りや組織団体への公的支援が必要。専門家としての報酬も想定されるべき。（松原構成委員）

・国が定める大綱には、現在「子ども子育てビジョン」、「子供・若者ビジョン」、「子どもの貧困対策に関する大綱」など、対象や内容が重なるも
のもいくつかある。支援の根拠が複数あると、重層的にいかなる支援でも可能となるかのようにも思えるが、実際にはすべてにかぶっている子
ども層への支援が強化されやすく、自己責任の要素が強い若者層への支援は後回しになりやすいという問題があるように思う。（古賀構成員）

・生まれ育った環境によって教育機会に格差が生まれ、その後の進路にまで大きく影響を与えている現実がある。また、困難の抱える子ども・
若者たちの中には、同質の文化圏の中でコミュニティーを形成し、その親密圏から抜け出せないまま大人に至る者も少なくない。環境によって
生まれる機会格差は、友達でも学校の先生でもない、ナナメの関係性にある同世代のピアカウンセラーとの出会いによって、新たな視野を広
げる機会を生まないか？　プロのカウンセラーの養成も必要だが、すべての子ども・若者たちに「ナナメの関係」にあるピアカウンセラーがいれ
ば、孤立化を防ぎ、ニートやひきこもり、不登校といったさまざま課題解決にもつながるのではないか。（今村構成員）

・昨今課題となっている「ＬＧＢＴ」に関し、子ども・若者の状況も深刻と聞くが、既に対応していればよいが、何か対応必要であれば加える。（福
田構成員）
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（３）状況認識

（４）構成

・「縦割り行政の問題」がこれまでもたびたび論じられてきたが、それを完全に解消することを待つ姿勢では、いつまでも
問題を解決できないのではないかと思う。むしろ縦割りが多少あっても、それを乗り越えるような具体的な課題解決への
ネットワークづくりを企画し実践し続けることが必要である。例えば、NPOが社会的課題として提起していることを、行政や
支援機関がくみ取って解決のネットワーク組織化すること、あるいはカネモノヒトの整備に貢献することなどのように、「課
題解決型組織づくり」という実務者的な発想が重要である。「顔の見える支援」や「敷居の低い支援」を望む困難を抱えた
若者にとっても、こうした小回りの利く、実効性の高い支援が求められており、「上から目線の支援」では、相談しない参加
しない若者を増やすばかりである。そうした点で、子ども若者の当事者目線をいかに保持して活動するのか、彼らの困難
の質に応じた活動の在り方を組織するのかが、重要である。かつてイギリスのコネクションズで、移民子弟の支援者・相
談員を拡充する方法がとられているということを聞いたことがあった。これは、移民子弟の本音にアクセスし、それに合わ
せた支援を設計する方法なのだという。当事者の声を聴き、それの理解できる支援者を増やすことによって、結果、子供・
若者の視点、立場に立って施策が構造化されることになるといえる。そのためにも、さまざまな立場に立つ子ども若者あ
るいは大人支援者の、各種活動への参加が不可欠であることを知るべきである。（古賀構成員）

・子供・若者支援の諸施策への参加を義務ではなく権利と捉え、参画・参加をポイント制度とし、ポイントが標準に満たな
い者に対しては、「権利の付与」として参画・参加の機会を与えるようにする。（嶋崎構成員）

（参考：総点検にお
ける記述）

・例えば、子供・若
者の発達段階ごと
に関係府省の施策
やその関係を明ら
かにするなど、大人
側、関係府省側の
論理ではなく、子
供・若者の視点、立
場に立って施策が
構造化されることが
望ましい。

・非正規雇用の常態化とそれに伴う中間層の安定雇用の減少を頭に置くことが重要であり、このような文鎮型（＝トップエ
リート＆マクドナルドプロレタリアートに2極化した階層構造）がグローバルな市場の中で拡大していることを構造的に理解
することが必要である。このような階層性は、容易な貧困層やダイバーシティ層の格差・排除を可能にしてしまう。所得の
格差が再生産するのも、こうした雇用構造の影響が大きいといえる。若者が「弱者」に転落するのは、結果、フリーターや
ニートへと向かってしまうのは、こうした階層構造の産物である。であるとすれば、これに飲み込まれて、自己肯定感を喪
失したり、犯罪など一層の負の連鎖に巻き込まれないように、子どもの早期のうちから、「抵抗への資源」を身につけてい
く必要がある。例えば、大人世代を含めた社会関係のネットワークへの参加を密にすること（例えば、職場体験やボラン
ティア活動などへの参加）、あるいは薬物依存やネット依存など負の体験の回避を進める予防教育に参加すること、さら
には地域活動への参加・参画によるネットなどを使ったアクティビティのやり方を学ぶことなどによって、社会を変えるため
の、あるいは社会に飲み込まれないための、ライフキャリアの広がりやワークキャリアの基盤への手ごたえをえる必要が
ある。（古賀構成員）

＜新たな大綱の構成についての自由記述＞

＜新たな大綱の作成に当たっての状況認識についての自由記述＞

・選挙権年齢が１８歳以上へと引き下がることと連動した、シティズンシップ教育などについて（原田構成員）

・社会及び社会の構成員である大人一人一人が子供・若者の健やかな育成を担う主体であるという意識を強化する必要
性の強調と、強化のための施策を示すべきだと考える。（川邉構成員）

・地域格差の問題も大きいので検討課題だと思います。（植山構成員）

・虐待件数の増加（夫婦間、親子間）（花井構成員）
・子どもの生活リズムの不規則化（ゲーム、テレビ、24時間営業の店舗） （花井構成員）
・携帯やネットにおける有害情報の氾濫（花井構成員）
・累犯者の増加（実態的に刑務所が福祉の最後の砦に）（花井構成員）
・低賃金・不安定雇用労働者の増加（花井構成員）
・正社員の長時間労働の深刻化（花井構成員）
・男性の働き方の見直し、長時間労働の是正の必要性（家庭や子育てにおける父親の存在が極めて希薄化している。父
親の参画が最も必要）（花井構成員）
・行方不明児童の増加（花井構成員）
・外国人の子どもの増加（花井構成員）

・個々の問題を包括的に検討し、広い視野から解決策を見出そうとする虚心坦懐な姿勢が求められる。とくに「養育格差」
の視点から家庭・保護者支援の総合的システムの構築が重要と考える。また、様々な施策が実行され、その成果も感得
できるが、その「網」から漏れてしまう者への複層的な支援策が必要である。（嶋崎構成員）

・全国の中学生の98 %が高校に進学している中、年間5万人以上の高校生が中退し、68000人以上が進路未決定で卒業
している。そうした若者がその後正規雇用につくことは困難で、経済的な困窮状態に陥ることが多いと言われている。学
校を離れてしまうと困難やリスクを抱えた若者がどこにいるのか、社会から見えなくなり、その発見と対策にかかる福祉コ
ストは増大する。高校生活を終了するまでに、「生き抜く力」をどう養うか、支援者（教職員など）支援の視点も盛り込んで
いくことが望ましい。（今村構成員）

（参考：現大綱にお
ける状況認識）

・グローバリズムの
進展による多様な
価値観を持つ人と
の共生
・情報化の更なる進
展による情報、情報
機器を使いこなす
能力習得の必要
・非正規労働の増
大等による若者の
将来への不安感
・フリーター、ニート
の数が高止まり
・経済的格差の拡
大と世代をまたがる
固定化
・児童虐待の被害
者等、居場所がな
い子供・若者
・家庭や地域におけ
る養育力の低下
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