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子ども・若者育成支援推進点検・評価会議 第２部会 

審議状況報告 

 

１ はじめに 

本部会では、我が国の子ども・若者育成施策の大綱（「子ども・若者ビジョン」（平成２

２年７月子ども・若者育成支援推進本部決定））において示されている子ども・若者の政策

決定過程への参加について、その意義・必要性などを整理するとともに、国内外の子ども・

若者の政策決定過程への参加に関する現状・取組などについての事例を収集し、それらを

踏まえ、具体的な政策決定過程への参加の在り方や、参加するために解決すべき課題など

を明らかにすることを目的として、平成２３年度から同２４年度までの２年間にわたり審

議を行ってきたところ、以下、審議状況の報告を行うものである。 

なお、我が国では一般的に、「政策決定過程への参加」といった場合、政治参加をイメ

ージする傾向があると思われるが、本部会においては、ヨーロッパで用いられているディ

シジョン・メイキング（decision making）には政治参加だけではなく、日常的に使う施

設や場所、商品、サービス、そして地域のまちづくりなど、子どもや若者にとって身近な

ものについての活動とそこでの意見表明、つまり「社会参加」を含んでいることを考慮し

て検討してきたことをあらかじめお断りしておく。 

 

（１）検討の背景 

上記大綱では、子ども・若者の社会形成や社会参加を支援するとして、「各種審議会や

懇談会等における委員の公募制の活用、インターネットを活用した意見の公募等により、

子ども・若者の意見表明機会の確保を図ります。」としている。また、「子ども・若者育成

支援施策や世代間合意が不可欠である分野の施策については、子ども・若者の意見も積極

的かつ適切に反映されるよう、各種審議会、懇談会等の委員構成に配慮します。」としてい

る。さらに、「今後の施策の推進体制等」においては、国の関係機関等の連携・協働の促進、

地域における取組の推進、関係施策の実施状況の点検・評価とともに、子ども・若者の意

見聴取等をその項目に掲げ、「子ども・若者自身も含めた国民の意見聴取を適切に行い、子

ども・若者育成支援施策の企画・立案・実施に当たって、その反映に努めます。地方公共

団体においても、子ども・若者の意見聴取の取組が進められるよう、事例の紹介を行いま

す。」としている。 

一方、現在の社会状況を見ると、平成１９年５月に成立した日本国憲法の改正手続に関

する法律に関連して、選挙年齢や成人年齢が１８歳に引き下げられることについて検討が

なされており、そのような状況下にあって、我が国の将来を担う子どもたちにも、早い段

階から、自分が社会の一員であり、主権者であるという自覚を持たせることが重要である

との指摘もなされている（総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書、平成２
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３年１２月参照）。 

 

（２）検討の目的 

上記大綱において示されている子ども・若者の政策決定過程への参加について、同大綱

の実施の推進の観点から、諸外国の取組や文献などを参考に、その意義・必要性などを理

論的に整理するとともに、我が国の現状・取組などについての事例を収集し、それらを踏

まえ、具体的な政策決定過程への参加の在り方や、参加するために解決すべき課題、例え

ば、子ども・若者の意見表明機会の確保や政策推進のための意見聴取等の適切な在り方、

その他具体的な政策決定過程への参加の在り方などを明らかにすることを目的とする。 

 

２ 基本的な考え方についての整理 

子ども・若者の政策決定過程への参加の在り方を検討するには、参加の意義や必要性等

についての基本的な考え方を整理する必要がある。 

例えば、「社会参加が必要である」ということを例にとってみると、１９８０年代まで

は、社会適応的な観点から、社会で青少年がそれぞれの役割をきちんと果たす必要がある

とする考え方が示されており、これによれば、社会参加は、民主的な自己形成を促すため

のものであり、家庭や地域における年齢相応の期待される活動に参加することが求められ

ることになる。 

１９９０年代以降は、子どもは、（固有の権利として）社会参加をする権利を有すると

いう考え方が唱えられるようになり、これによれば、社会参加は、意見を表明する権利を

満たすものであり、子どもの最善の利益が何かを決めるプロセスに参加することを主張す

るものであった。 

そして、現在、子ども・若者ビジョンが示しているのは、社会適応の観点や権利として

の観点とは異なる新たな観点、つまり、自らの力で未来の社会をよりよいものに変えてい

く「社会の能動的形成者」となる子どもや若者を育てるという観点である。政策決定過程

への参加についての意義・必要性については、この「社会の能動的形成者」を育てるとい

う観点からの検討が必要といえる。 

 

３ 政策決定過程に参加する意義や必要性 

本部会では、有識者の意見や国内外の取組の現状を踏まえ、子ども・若者の政策決定へ

の参加についてその意義や必要性について議論してきたところであるが、それらを総括し、

次の５項目に整理した。 

 

（１）社会を担う次世代を育成するという観点 

自治体の取組についてのヒアリングにおいて、子ども議会等に参加した若者が、自分た
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ちの政策を実現するために自治体職員と協議しあうなかで自信と責任が生まれたであると

か、地域のイベントで実行委員長を務めるなど地域におけるリーダーが育ち始めていると

いった効果が指摘されているほか、有識者のヒアリングにおいては、ヨーロッパなどには、

持続可能な開発の担い手として子どもを主役に位置付けるといった考え方があることや、

子どもたちに次代を担う国民になってもらうという問題意識があり、社会参加を進めてい

る国があるとの指摘があった。 

以上の審議等から、政策決定過程に参加することは、その経験を通して、広く社会に関

心を持ち、そして発言したり行動したりするような、次の社会をよりよくしていく若者を

育成することにつながる、つまり社会を担う次世代を育成するということをその意義とと

らえることが考えられる。 

 

（２）社会性・市民性を身に付けるという観点 

自治体のヒアリングにおいて、県の青少年問題協議会に中学生・高校生の「特命子ども

委員」を参加させるほか、子どもの地域の活動への主体的な参加を促進することにより、

子どもの社会性を育み、自立した大人になるための力を身に付けさせようという取組につ

いて紹介された。 

具体的には、子どもが、①自分たちが暮らしている社会でのできごとに意見を言ったり、

関わったりすることで、友人、家族、地域の人々等様々な他者と気持ちよく関わり合い、

共同生活を一緒にできる、②自分自身で目標を設定したり問題を発見したりして自分から

行動を起こせることや自分の行動に責任を持つ、そして③社会の役に立とうとする気持ち

を持つ、といったことができるようになるために参加の取組が進められている。 

以上のような取組に見られるように、政策決定過程への参加を通じて、子どもや若者が

社会人としての社会性・市民性を身に付け、自立した市民になるということをその意義と

とらえることが考えられる。 

 

（３）子どもや若者の意見でよりよい社会を築くという観点 

 自治体による子ども議会等の取組に関するヒアリングにおいては、未来を担う子どもか

ら市政に対する意見を聞くことや、若者の意見を取り入れたまちづくりを推進することを

目的としているとの説明があった。 

 また、有識者のヒアリングにおいては、『子どもの参画（CHILDREN’S 

PARTICIPATION）』を著わしたロジャー・ハート（Roger A. Hart）は、子どもの社会参

加を、地域を改善するとか、大人社会を変えるといった視点からとらえていたことなどに

ついて提示された。 

以上の審議等から、世代によって価値観や感性、生育環境が異なることから、政策決定

過程に子どもや若者の、他の世代とは異なる視点からの意見を取り入れることで、多様な
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人々が住みやすい社会にしていこうとすることをその意義ととらえることが考えられる。 

 

（４）地域社会の一員であることを自覚するという観点 

自治体の子ども議会等の取組に関するヒアリングにおいて、子どもたち自身が地域で生

きている一人であり、この地域のために責任があることを理解して、自分たちは何ができ

るかを考え、地域の中で役割を発見していくことが大事であり、そのような取組の効果と

して、「子どもたちが地域に関心を持つようになった。」、「子どもたちに自信と責任が生ま

れた。」との発言があった。 

また、有識者のヒアリングにおいて、社会参加に当たっては、若者が、自分の交友関係、

人間関係、自分というものの位置を確認する中で社会とのかかわりを見出していく、自分

の身の回りのことと社会や世界で起きていることをつなげるようなことをしてゆきながら

社会参加を考えていく視点が重要であるとの指摘があった。 

以上の審議等から、政策決定過程への参加により、子どもや若者自身が、地域で生きる

一員であり、地域のために責任があることを理解し、自分たちは何ができるか考え、地域

の中での役割を発見することにつながる、つまり子どもや若者が地域社会の一員であるこ

とを自覚するという観点からその意義をとらえることが考えられる。 

 

（５）住民参加を推進する一環として行うという観点 

 有識者のヒアリングにおいて、子どもや若者の社会参加が進んでいる国というのは、子

どもや若者に限らず全ての市民参加が進んでいるという背景があること、そのような中で

も、大人に比べると、例えば、投票ができないなど、参加すること、意見を言うことにつ

いてのチャンネルが限定されているので、それを補うために若者議会などが行われている

ことが示された。 

 また、自治体の取組についてのヒアリングにおいても、地域の人々が、若者について、

年齢に関係なく共に生きている生活者であることを認識する必要があるといったことや、

若者が地域社会の一員であり、若者の地域社会での居場所（活躍の場）を明らかにするこ

とが必要であるとの発言があった。 

以上のヒアリング等から、政策決定過程に参加するというのは、そもそも大人も含めた

住民参加の一環であるところ、特に、子どもや若者は参加のためのチャンネルが限られて

いるので、より参加への配慮が必要である人たちによる住民参加の一環であるということ

をその意義ととらえることが考えられる。 

 

４ 子ども・若者の政策決定過程への参加に関する取組の例 

子ども・若者の政策決定過程への参加については、様々な在り方が考えられる。 

例えば、我が国においても、内閣府による意見募集事業や、地方自治体においては、子
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どもによる会議を作ったりするなどの取組が行われているところである。また、諸外国に

おいては、自治体の意思決定に若者が当事者として参加したり、子どもや若者が自治体の

みならずあらゆる機関レベルでの参加を進めるための枠組みを作ったりするなど、国及び

自治体のレベルで、様々な取組が進められている。 

本報告においては、審議に当たりヒアリングを行った実際に国内外で行われている取組

について紹介する。 

 

【ソーシャルメディアの活用】 

（１）国の政策に対する電子メールによる意見聴取 

内閣府で行っている青少年意見募集事業は、インターネットを通じて、政府が特定の課

題等について青少年の声を直接聴く仕組みであり、子ども・若者育成支援施策の企画・立

案に役立てるとともに、青少年の社会参加意識の向上を図ることを目的とし、平成２１年

度から実施されている。 

これは、公募で選ばれた中学生以上３０歳未満の約３００名のユース特命報告員に対し、

例えば、「若者の旅行を盛り上げるためには、ＰＲの充実が重要だと考えられますが、政府

が行うＰＲとしては、どのようは方法が有効だと思いますか。理由も含めて具体的なアイ

ディアを提案してください。」「クレジットカードについて、若者がその特徴を把握し、正

しく、賢い利用を促進するために、どのような取組（広報、教育、その他施策）が効果的

だと思いますか。理由も含めてお書きください。」といった課題を出し、それについて、電

子メールにより意見を聴く形式で実施している。平成２２年度からは、関係府省庁から具

体的に課題を募集するとともに、報告結果が実際に政策立案に活用されるよう工夫されて

いる。その結果、関係府省庁の協力もあり、報告員の意見が、例えば、政策決定に大きな

影響を与える審議会の資料になるなど、従前以上に政策立案に広く活用されるようになっ

ている。 

 

（２）新しいメディア（Facebook）を活用した意見聴取（試行） 

本部会での審議に資するよう、情報通信技術の進展を受け利用が広がっているソーシャ

ルメディアを活用して、意見を聴くという企画を試行した。 

具体的には、 Facebook上で、クローズドなグループを作り、事前に登録された１５歳

～２９歳までの４７名に対して「子ども・若者の社会参加の促進～社会への参画・就労を

サポートするために何をなすべきか」というテーマを出し、２週間そのテーマについて意

見を述べてもらい、その結果を踏まえ、意見聴取の在り方等について検討を行った。 

上記（１）の青少年意見募集事業とは異なり、他の参加者が提出した意見をリアルタイ

ムに見ることができるため、参加者同士で意見交換が行われたり議論になったりすること

があること、議論の推移に応じて新たなデータや資料を提示する役割（ファシリテーター）
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を設けることで議論を深めることができること、また議論の深まりに応じて新たな問題提

起ができること、などの利点が考えられ、広くかつ深いレベルで意見を聴くことができる

ことが期待された。 

試行の結果、ファシリテーターの発言により、参加者同士の意見交換が進むことで議論

に深みが出るなど期待したとおりの効果も見られたが、参加者へのアンケート調査の結果

からは、タイムリーに参加しないと意見が言いにくい、人の目を気にして意見が言いづら

い、少数派の意見が出にくくなる可能性があるなどデメリットについての指摘も見られた。 

また、本部会の審議においては、Facebookを活用して意見聴取をする場合の留意事項に

ついて、次のような意見があった。 

 

○ 議論の目的を、情報共有のためか、アイディアを出してもらうのか、意見を収束する

ためなのか、意思決定をするためにやるのかというように明確にしておくことが必要。 

○ 事前に何についての話をするか、どのような人に話をしてもらうかを明確にしておく。

また参加者のタイプは違っても、議論のレベルがそろう工夫が必要。 

○ ファシリテーターによる介入は、議論の行方に強く影響することがあるので、特定の

結論に向けることにならないよう留意が必要。 

○ 意見を出しづらいという参加者もいたので、意見聴取と並行して、主催者あてのメー

ルで直接意見を言えるような仕組みをつくることも有用。 

○ 参加者が議論の状況を把握できるように、意見交換の進ちょく状況を見ながら、節目

で、これまで出た意見をまとめるといった作業が必要。 

○ 参加者は仕事の合間など限られた時間の中で意見を出していること、また、対面での

議論や意見交換の場における経験が豊富なファシリテーターにとっても、オンライン上

での議論において一定の方向に議論を誘導しないように配慮しつつ短時間で参加者の

意見を引き出していくのは困難なことであり、段階を踏んで議論を活発にしていくため

に一定の時間を要することから、十分な実施期間を設定することが必要。 

 

【参加の事例】 

（３）神奈川県による取組（子どもの社会性の育成、社会参画を進める取組） 

神奈川県青少年問題協議会においては、平成２２年及び同２３年の２年間、「地域で育

む子どもの社会性～子どもの社会参画をすすめるために～」というテーマで審議を行った。 

同審議会の最終報告においては、「大人がまず自ら行動し、子どもを巻き込む」「自分に

できることを見つけたり、作り出していく気持ちを育てる」「実際の社会に関わりながら社

会への関心や具体的な行動につなげていく」など１０項目からなる「地域で子どもの社会

性を育むために重要な１０の視点」を提言した。また、「子どもの社会参画をすすめるため

の実践例・ポイント集」冊子を作成し、地域活動・子育て支援団体や学校等に配布した。 
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 最終報告をまとめるに当たり、平成２３年度には、子どもの視点を反映させるという観

点から、中学生３名、高校生５名、計８名の「特命子ども委員」が協議会に参加した。 

 「特命子ども委員」の具体的な活動としては、協議会や企画調整部会（協議会のいわゆ

るワーキングチーム）の審議において意見を述べた他、最終報告に向けて「特命子ども委

員」によるワーキング会議を開催し意見交換を行ったり、平成２３年１２月に開催された、

一般の方が参加するフォーラムの運営方法や企画についてアイディアを出したり、フォー

ラム当日にはその進行を行ったりした。また、「地域で子どもの社会性を育むために重要な

１０の視点」の策定にもかかわった。 

 

（４）埼玉県熊谷市による取組（「夢・未来熊谷ジュニア議会」） 

 熊谷市では、未来の熊谷市を担う中学生の市政に対する意見を聴取することを主たる目

的として、「夢・未来熊谷ジュニア会議」を実施している。 

 熊谷市内１６の中学校から、それぞれの学校により選出された中学２年生の男女１名ず

つ、計３２名がジュニア議員となり、議会で質問を行い、市長はじめ副市長、教育長、担

当部長が答弁するというものであり、ジュニア議員から出た意見では、例えば、夏季の（植

物で日陰をつくる）グリーンカーテンを奨励するための補助金などが事業化されている。 

ジュニア議会に先立ち、ジュニア議員を対象に、相互交流と議会での質問案を練りあげ

ることを目的として、３時間程度のワークショップが２回行われている。１回目は、市の

総合振興計画や行政の仕事全般に関する講義を受講した後、ジュニア議員が考えてきた市

への質問を発表しあって意見交換を行い、２回目は、熊谷市のまちづくりに関する講義を

受講した後グループに分かれ、熊谷市やそれぞれの学校のことをテーマに意見交換を行っ

ている。 

 また、ワークショップで話し合われたことは、議案として提出され、決議されている。

例えば、平成２４年１月に行われた第６回ジュニア会議においては、「歩行者や自転車にや

さしい、交通事故が少ない安全な街をつくる決議」が提出され、決議されている。 

  

（５）山形県遊佐町による取組（少年町長・少年議員公選事業） 

 遊佐町では、町内に在住あるいは町内の学校に通学する中学生と高校生全員を有権者と

して選挙を行い、そこで選ばれた少年市長と少年議員が少年議会を構成し、与えられた予

算を用いて独自政策の実行や町への要望・政策提言を行うという取組を行っている。 

自分たちの代表を直接選び政策を実現していく過程を通じて、民主主義を体験、学習す

ることにより、社会の構成システムを学ぶこと、未来を担う若者の提言や意見を町が積極

的に取り上げることを通じて、若者の町政への参加を促すこと、事業にかかわるすべての

関係者が若者の町政に対する意見に学び、併せて若者たちが、社会システムや民主主義を

相互に学ぶことを目的としている。 
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 これまで具体化された主な政策としては、遊佐町イメージキャラクターの選定、特産品

の開発、空き店舗を利用した憩いの場づくりと特産品や軽食の販売、世代間交流を目的と

したイベントの開催、要望書や陳情書を町や関係機関に提出して街灯や水路転倒防止柵が

設置されたことなどが挙げられる。 

 これらの取組により、少年町長や少年議員については、自分たちの町を調査し、良いと

ころや課題を明らかにするなかで町に関心を持つようになり、また町当局と協議し合うな

かで自信と責任が生まれ、町のイベントで実行委員長を務めるなど、地域におけるリーダ

ーとなりつつあるといった効果が指摘されている。 

 

（６）神奈川県による取組（かながわ元気な学校づくり全県生徒代表総会） 

 神奈川県では、県内の中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の生徒代表者が

集まり、各学校におけるいじめや暴力、不登校を未然に防止するために、生徒自らが元気

な学校づくりに向けた取組を活性化させることを目的として、平成２４年３月かながわ元

気な学校づくり全県生徒代表総会を開催した。 

 県内の高校から応募のあった１７名の実行委員や当日のサポートメンバー４１人が企

画・運営を担い、「生徒実行委員会通信」を配信して当日の運営に向けた活動内容を紹介し

たり、総会への参加を呼び掛けたりした。当日は、（大人も含めて）約１４００人の参加が

あり、主催者等のあいさつ、生徒実行委員長からの基調提案、学校での取組についての事

例紹介のあと、参加者はグループに分かれて元気な学校づくりについて話し合いを行った。 

最後には、生徒実行委員が準備した「かながわ元気な学校づくり生徒宣言」（案）及び

「かながわ元気な学校づくり 統一スローガン」（案）について全体で検討・議論し、生徒

宣言が承認され、二つのスローガン（案）のうち、「広げよう！つながり、笑顔、コミュニ

ケーション みんなの一歩が全ての始まり」が採択された。 

 

（７）大槌町（岩手県）における取組（ＮＰＯ法人カタリバによる放課後学校） 

 岩手県大槌町においては、行政、町民、ＮＰＯが連携し、ＮＰＯ法人カタリバが主体と

なって、全壊した町の子どもたちを支えるための放課後の教育施設をつくり、学習スペー

スを確保し、様々な事情の子どもをケアするための居場所をつくるとともに、習熟度別の

補講、カウンセリングをするほか、さらに地域コミュニティの課題を設定し、解決策をさ

ぐるというグループワークを行っている。 

 グループワークは、個人やチームで「大槌町の課題」を設定し、調査し、解決手段を提

案、実行（若しくは取組に参加）するというもので、一例を挙げれば、テーマを高齢化と

防災とし、高齢化したコミュニティで、次に生まれる子どもたちにもきちんと伝承される

防災案をつくり、実践することを目指した活動がある。なぜ逃げ遅れる人が多かったのか

話し合い、仮説を立ててフェイスブックを利用して意見を収集し、４年に一度立替える「木
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碑」を制作するという計画を立て、住民を巻き込んだワークショップなどを開催し、地元

木材業者・建設業者などの協力を得て「木碑」制作が実現した。 

 なお、この取組においては、当初、町長に対する「復興計画に対する提言」を行うこと

をゴールにして調べ学習を行ったところ、状況を俯瞰してとらえ町政全体に関わる政策に

有効な意見を言うには高校生ではまだ知識や経験が不足していると考えられたことから、

身の回りで課題だと思っていることや、自分と同じ立場の周りの人の代弁者となれるよう

なリアリティのある提言を行うことに変更するなどの工夫をした。 

 

（８）福島県による取組（「ふくしま青少年育成プラン」、若者ふるさと再生支援事業） 

 福島県は、平成２２年３月に策定した「ふくしま青少年育成プラン」（福島県総合計画の

青少年健全育成の部門別計画で、平成２２年度から同２６年度までの５年計画）について、

東日本大震災の影響により青少年を取り巻く環境が大きく変化したことに対応する必要が

あることから、平成２４年度にその見直しを行った。 

新たなふくしま青少年育成プランは、平成２５年度から同３２年度までの８年間の中・

長期的な計画であり、基本方策として、青少年によるふくしま復興の支援、社会参加・参

画の促進などを挙げている。 

さらにプランの改訂を受け、若者ふるさと再生支援事業を行うこととしている。本事業

は、大学生ボランティアの企画・運営により「若者が考える福島の未来」をテーマに高校

生によるワークショップを行い、ワークショップで話し合った復興・再生に向けたアイデ

ィアを実践し、そしてワークショップの内容や実際の取組について発表をして、それを審

査・表彰し、冊子にまとめて県内に配布するというもので、若者が県の復興・再生に主体

的かつ積極的に関わることにより、若者の自立性や社会参加の意識を高め、若者の社会参

加を一層促進するとともに、若者が中心となった復興への取組を支援することとしている。 

 

（９）国際会議と並行開催された意見発表機会 

各国の首脳や閣僚等が参集する国際会議と並行して、参加各国の若者が与えられたテー

マに沿って議論し、その成果を当該国際会議で発表するという取組が行われている。 

本部会では、平成２３年１０月にベトナム（ハノイ）で開催された「ASEAN＋３ユー

スコーカス」に参加した若者のうち、３名から、同コーカスにおける若者の議論の模様に

ついてヒアリングを行った。「ASEAN＋３ユースコーカス」とは、平成１９年の第５回

ASEAN+３青少年担当大臣会合において、ユースコーカスの開催を決定したことを受け、

平成２１年にタイにおいて、第１回目が開催され、平成２３年には、第７回 ASEAN+３

青少年担当大臣会合と並行して、ベトナムで第２回目が開催されたものである。 

今回のテーマは「若者及び人材育成――ASEAN共同体の未来への投資」というもので、

目的は、若者が、ASEAN共同体の未来において、質の高い人材の重要性を認識し、ASEAN
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の共同体づくりに当たり、彼らの能力と可能性をもって貢献することを推し進めるという

ものである。議論は、教育、技能と事業、雇用、地域協力の４つのトピックについてグル

ープに分かれて行われた。４つのトピックで話し合われた議論の結果については、代表者

により、ASEAN+３青少年担当大臣会合において報告された。 

 

５ 政策決定過程への参加を進めるための留意事項 

 子どもや若者の政策決定過程への参加を進めるためには、その具体的な参加の方法、環

境整備の在り方等について検討する必要があるが、その際、次の事項について留意する必

要がある。 

 

（１） 年齢等に応じた課題設定や進め方 

 参加者が主体的・能動的に関与することを可能にするために、参加者の年齢や学校・学

年、また専門知識や社会経験等の多寡に応じて、どのような「政策」の決定過程への参加

なのか、どのような方法により行うのかについて判断していく必要がある。例えば、小学

生であれば身近な問題や自分が当事者であるような問題の方が導入として適当であろうが、

大学生や社会人となれば国の具体的な政策について議論することも可能であろう。また方

法においても、低年齢であればその意見をうまく引き出すことができる人を付けて小グル

ープで行い、年齢が上がればその関与の度合いを下げ、主体的な議論に委ねていくといっ

たことが考えられる。 

 

（２） 多様な機会の確保 

全ての子どもや若者がその思いや考えを正確に述べたり文章に記述したりできるわけ

ではない。また、子どもや若者の声を聴くために公募して参加者を募る取組みが行われて

いるが、公募に応じた参加者が多様な状況に置かれている子どもや若者の意見や考えを網

羅したり代表できるとは限らない。そのため、今後、より一層参加を進めていくためには、

公募に応じたり公衆の面前で発表したりすることが苦手な子どもや若者からもその思いや

考えを聴くことができるよう、話しやすいような公共空間を整備したり、そのような子ど

もや若者が多く集まっている場に出向いてその思いや考えを聴いたりすることが考えられ

る。 

 

（３） 代表による参加とその機会の活用 

 例えば、子ども議会において学校代表が発言する場合、代表として選ばれた者が事前に

校内で発表内容について意見集約などを行わず、個人の考えを発表するような場合は、そ

の学校に在籍する生徒の考えや意見を代表したとは扱えないであろう。そのため、意見発

表を行う前に学級内でまず小グループで話し合い、それを学級で集約し、さらに学校全体
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で集約したものを発表する、さらに学校代表が話し合った結果については持ち帰って報告

したり再び学級等で話し合ったりする、といった過程を経ることが考えられる。このよう

な過程を経ることは、社会参加を行うための方法や態度等を学ぶことにもなると考えられ

る。 

 

（４） 学習機会の提供 

 政策や事業についてより有益かつ現実的な意見を募るためには、事前に学習する機会を

提供することが有効と考えられる。例えば、地域の政策や事業について質問したり意見を

述べたりするような子ども議会を開催する場合は、事前に、当該自治体の行政、財政状況

やまちづくりについての説明をするなど具体的な情報を提供したり、参加者が意見交換を

行ったりするワークショップを行うことが有効であると考えられる。 

 

（５） 提案等への応答 

子どもや若者が政策決定過程で意見を提出することは重要であるが、それに対して、政

策決定権限を持っている者や、具体的にそのプロセスに携わっている者が、他の世代の市

民からのものと同様に応答したり、その結果をフィードバックしたりすることが大事であ

る。それにより、子どもや若者の参加意識を高めていくことができると考えられる。また、

そのプロセスの中での成功体験（自分たちの意見や働き掛けにより、何が変わったのか）

がそれに続く行動を取る上で重要であると考えられる。 

 

（６） 支援者の育成 

 子ども・若者の政策決定過程への参加を進めていくためには、例えばヨーロッパの国々

において、地域で育成支援をしているユースワーカーのように、地域で一緒になって活動

し、その社会参加を支援し、成長を促進するという役割を担う人材、子どもや若者と政策

決定過程をつなぐことを支援したり、コーディネートしたりするような人材を育成するこ

とが考えられる。 

 なお、この場合の人材とは、専従で担当する職員に限らず、保護者、学校の教員、関係

する行政機関の職員、民間企業の雇用者、ＮＰＯ法人など民間非営利団体の職員やボラン

ティア等、平素から子どもや若者と接する者が参加の支援者として育成されることも含ま

れる。 

 

６ おわりに 

 本報告では、国内外における子ども・若者の政策決定過程への参加に詳しい有識者、そ

して、実際に政策決定過程への参加に係る取組をしている自治体及び民間団体からヒアリ

ングを行い、子ども・若者の政策決定過程への参加に関する基本的な考え方、参加の意義
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や必要性を整理するとともに、実際に政策決定過程に参加するという取組を行う場合の留

意点などについて整理したところである。 

 一方、今後さらに政策決定過程への参加を進めていくという観点から、本部会審議過程

において、次のような課題等が指摘されており、これについても留意する必要がある。 

  

○  子どもや若者が政策決定過程に参加できるような仕組みを作ったり、様々な取組を

行ったりしたとしても、子どもや若者が自主的・積極的に参加してくるとは限らない

し、たとえ参加してきたとしても、自分の意見を適切に表現できる、若しくは、必ず

しも当該政策決定にふさわしい発言を行えるとは限らない。そのため、政策決定過程

に参加するための前提として、子どもや若者に自主的・積極的に参加しようという意

識、参加するための知識や態度、力と経験を身に付けさせるために、主体的・能動的

に生活や地域、社会の課題などを考え、その解決のための取組を行っていくような体

験を進めていく必要がある。また、このような取組が効果的に行われるよう調査研究

を進める必要がある。なお、このような取組は、シティズンシップ教育の中核をなす

ものと考えられるほか、環境教育、消費者教育、キャリア教育、福祉教育、持続発展

教育（ESD：Education for Sustainable Development）など様々な教育活動・学習活動

の一環として行われており、地域の実態や活動の担い手、さらには子どもの発達段階

等に応じてそれぞれの活動の中で積極的に推進されることが期待される。 

 

審議状況報告は以上であるが、国、地方公共団体、民間企業やＮＰＯ法人等各種団体に

おいて、そして地域の取組などにおいて、政策決定過程に子どもや若者が参加することに

ついて検討し、また実際に参加を進めるに当たって、本審議状況報告がその一助となるこ

とを期待している。 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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子ども・若者育成支援推進点検・評価会議第１部会及び第２部会 

の開催について 

 
平 成 2 3 年 ７ 月 2 6 日 
子ども・若者育成支援推進点検・評価会議決定 
平成 23年 10月 28日一部改正 
平成 24年 1月 31日一部改正 

 
 

１ 部会の開催 

 子ども・若者育成支援推進点検・評価会議の下に、以下に掲げる二つの部会を開催す

る。 

 

（１）第１部会 

子ども・若者ビジョン（以下、「ビジョン」という。）に基づく施策の実施状況

について、点検・評価を実施する。 

（２）第２部会 

ビジョンの実施の推進の観点から、ビジョンで定められた子ども・若者の意見聴取等につ

いて、その政策立案上の位置付けを明確化する。 

 

 

２ 構成 

（１）各部会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（２）各部会には、座長の指名により部会長及び部会長代理を置く。 

（３）部会長に事故があるときは、部会長代理がその職務を代理する。 

（４）部会長は、会議の議事を整理する。 

 

 

３ 議事要旨 

 部会長は、会議の終了後、速やかに、会議の議事要旨を作成し、これを公表する。 

 

 

４ 庶務 

 会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。 
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（別紙） 

 

各部会構成員 
 

 

 

第１部会 15 人（子ども・若者ビジョンに基づく施策の実施状況について、点検・評価） 

 

◎ 明石 要一 千葉大学教育学部教授 

 安藤 哲也 特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパンファウンダー、副代表理事  

 加藤 浩志 公益社団法人全国少年警察ボランティア協会副理事長 

 川﨑 二三彦 子どもの虹情報研修センター研究部長 

 川邉 讓 駿河台大学心理学部教授 

 貴戸 理恵 関西学院大学社会学部助教 

 國定 勇人 三条市長 

 古賀 正義 中央大学文学部教授 

 嶋﨑 政男 神田外語大学教授 

○ 高塚 雄介 明星大学大学院人文学研究科長 

 谷口 仁史 特定非営利活動法人 NPO スチューデント・サポート・フェイス代表理事  

 花井 圭子 日本労働組合総連合会総合政策局長 

 原田 謙介 特定非営利活動法人 YouthCreate 代表、学生団体 ivote 創設者 

 福田 里香 パナソニック株式会社渉外本部人事総務グループマネージャー 

 両角 達平 特定非営利活動法人 Rights 理事 

 

 

第２部会 ９人（子ども・若者ビジョンの実施の推進の観点から、ビジョンで定められた子ども・若

者の意見聴取等について、その政策立案上の位置付けを明確化） 

 

 明石 要一 千葉大学教育学部教授 

 今村 久美 特定非営利活動法人 NPO カタリバ代表 

 川邉 讓 駿河台大学心理学部教授 

 古賀 正義 中央大学文学部教授 

 佐藤 大吾 特定非営利活動法人ドットジェイピー理事長 

 丹羽 洋一 株式会社電通 デジタル・ソリューション・センター チーフ・プロデューサー  

 原田 謙介 特定非営利活動法人 YouthCreate 代表、学生団体 ivote 創設者 

〇 広田 照幸 日本大学文理学部教授 

◎ 宮本 みち子 放送大学教養学部教授 

 

※◎は部会長、○は部会長代理 
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審議経過 

 

第１回（平成 23 年９月 30 日） 

・議論の進め方について  

・子ども・若者の意見聴取等について  

・青少年意見募集事業について 

 

 

第２回（平成 23 年 11 月 22 日） 

・青少年意見募集事業について  

・新しいメディアの利用について  

・子ども・若者からのヒアリングについて  

・中間まとめ骨子案について 

 

 

第３回（平成 24 年３月７日） 

・青少年意見募集事業（第 2～4 回）結果（案）について  

・中間まとめ案について 

 

 

第４回（平成 24 年６月 15 日） 

・子ども・若者の意見聴取等に関する理論・具体的な取組について  

「子ども・若者の参加について」 田中治彦上智大学教授  

「『地域で育む子どもの社会性』に関する取組について」 皆川憲子神奈川

県青少年課副課長  

・今年度の開催計画等について 

 

 

第５回（平成 24 年９月 20 日） 

・地方公共団体ヒアリング 

埼玉県熊谷市 「夢・未来熊谷ジュニア議会」  

山形県遊佐町 「少年町長・少年議会」  

神奈川県 「かながわ元気な学校づくり全県生徒代表総会」  

・有識者ヒアリング 

岡 知史 上智大学総合人間科学部教授 
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第６回（平成 24 年 12 月 13 日） 

・「Facebook を活用した子ども・若者からの試行的意見聴取」の結果について 

長尾 彰 ファシリテーター（NPO 法人エデュケーショナルフューチャーセ

ンター代表理事）  

中川 綾 ファシリテーター（NPO 法人エデュケーショナルフューチャーセ

ンター副代表理事）  

・政策決定過程への参画に対する若者の意識（平成 24 年度「若者の考え方につ

いての調査」より）  

・有識者ヒアリングと意見交換 

津富 宏 静岡県立大学教授  

 

 

第７回（平成 25 年３月５日） 

・有識者ヒアリングと意見交換 

松端 克文 桃山学院大学社会学部教授 

今村委員 

・部会報告骨子（案） 

 

 

第８回（平成 25 年３月 28 日） 

・審議状況報告（案） 
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Facebook を活用した子ども・若者からの試行的意見聴取の結果概要 

 

１．試行内容 

  

（１）実施時期 

   平成 24 年９月 18 日（火）～平成 24 年 10 月２日（火） ２週間 

（２）テーマ 

「子ども・若者の社会参加の促進～社会への参画・就労をサポートするた

めに何をなすべきか～」 

（３）参加者 

   ・24 年度ユース特命報告員（※１）における Facebook 利用者（121 人）

のうち希望する者 47 名  

（高校生：９名、大学生等（※２）：12 名、社会人：23 名、 

家事従事：２名、家業の手伝い：１名） 

      ※１ 内閣府の青少年意見募集事業（http://www.youth-cao.go.jp/）にお

いて政策課題について意見を報告する者として、公募により選定され

た子ども・若者。平成 24 年度は 215 人が選定されている。 

※２ 「大学生等」の内訳は、大学生９名、大学院生２名、専門学校生 1 名 

   ・47 名のうち、発言をした者は 21 名 

     （高校生：４名、大学生：４名、大学院生：１名、社会人：10 名、

家事従事：３名、家業の手伝い：１名） 

（４）関係者 

・ファシリテーター：参加者間の議論の喚起、促進 

      長尾 彰 氏 （NPO 法人ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾌｭｰﾁｬｰｾﾝﾀｰ 代表理事） 

      中川 綾 氏 （NPO 法人ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾌｭｰﾁｬｰｾﾝﾀｰ 副代表理事） 

・アドバイザー：議論を深めるためのコメント提供 

      工藤 啓 氏 （NPO 法人「育て上げ」ネット 理事長） 

・内閣府：資料やデータの提示 

（５）実施方法と流れ 

  ・試行的意見聴取実施のため、内閣府事務局用に個人用アカウントを作成

（「Facebook ページ」ではない）。 

・作成した個人用アカウントにて試行的意見聴取の「グループ」を設け、

友達申請をしてもらった参加者を招待。 

・当該グループのプライバシーを「秘密」（グループの存在・参加メンバ

ー・投稿はメンバーだけに表示される）に設定。 

   ・ファシリテーターからのコメントに従い、 

①問題や課題となる事項の論点出し（１～４日目） 
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②当該問題や課題が発生する理由（７～10 日目） 

③当該問題や課題を解決する方策（11～15 日目） 

という流れで、意見交換。 

・参加者が意見提出をしやすくなるよう、試行と同時期に行われた青少年

問題調査研究会（８月 31 日、９月 25 日）（※３）と本部会第５回（９

月 20 日）の傍聴を参加者に対し呼びかけ、参加者同士が顔見知りにな

る機会を提供。 

    ※３ 今後の施策の企画立案・実施の参考とするために内閣府が開催する、青少 

年問題についての有識者による講演・意見交換の会。 

 

２．試行結果の考察  

  

（１）Facebook の活用に係る特徴 

 （肯定面） 

・他の参加者やファシリテーターのコメントにより、考えを整理して伝え

ることができる。 

   ・リアルタイムで様々な人の意見を見たり、必要に応じ資料やデータの提

供を求めることができ、それを意見の参考にすることができる。 

   ・空いた時間に関心のある部分について気軽に意見表明ができる。 

・双方向性が強く、短期間に活発な意見交換ができる。 

（否定面） 

・リアルタイムで議論が進むためタイムリーに参加できないと意見を表明

しづらくなるおそれがある。 

・他の参加者を意識するためにかえって意見を表明しづらいと感じる参加

者もいる。 

・積極的に意見を言う人の意見がどうしても強くなってしまい、少数派の

意見が出にくくなる可能性がある。 

・仕事や学業、家事で忙しい参加者は、多数のコメントに目を通したり考

えをまとめる時間を持つことが難しいおそれがある。 

・Facebook のコメントの画面が見づらいとの指摘がある。 

・Facebook を通じて個人情報が事務局や参加者に知られてしまう。 

 

（２）留意事項 

①意見聴取期間 

 ・参加者は仕事や学業、家事で忙しい中で他の参加者のコメントも見なが

ら意見提出を行うことから、そのために必要な時間が十分に取れるよう

な期間を設定する必要がある。 
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②テーマやサブテーマの設定 

  ・テーマ設定によっては、自由な議論が喚起できるものの議論がしづらい

との印象も与えかねないことから、わかりやすく議論のしやすいテーマ

やサブテーマを設定する必要がある。 

③Facebook 上で意見提出を行わない参加者の声の拾い上げ 

 ・Facebook での意見聴取と同時並行で、事務局にメールなどで直接声を

届ける仕組みを設けることや、対面での意見交換の場を設けることも有

用と考えられる。 

④ファシリテーターや事務局の役割 

  ・ファシリテーターや事務局が適切に介入をしないと議論が展開されない

局面がある。 

・内容がわかりやすいコメントは、その意図するところが子ども・若者に

伝わり議論の良い刺激となって、その後の展開を生む。他方、示唆に富

むが含みのあるコメントでは、その意図するところが子ども・若者に伝

わらずに議論が喚起されないおそれがある。 

・提供されたデータや資料を子ども・若者が十分に消化できない場合、議

論が喚起されないおそれがある。 

 ・Facebook のコメント欄が見づらいとの指摘もあることから、事務局が

意見の概要を適時、端的に見やすくまとめるなど、参加者が忙しい中で

も状況を把握できる工夫が望ましい。 

⑤その他 

・発言のあった時間帯は主に夕方から深夜であった。事務局などに問い合

わせがあった場合には、翌朝速やかに対応することで差し支えないと考

えられる（事務局が 24 時間張り付いている必要はない。）。 
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Facebook を活用した試行的意見聴取において 

参加者から寄せられた意見（概要） 
 

「子ども・若者の社会参加の促進～社会への参画・就労をサポートするために

何をなすべきか～」というテーマに対して参加者から寄せられた意見の概要は以

下の通り。カテゴリーは、意見聴取過程で参加者とファシリテーターにより整理

されたものを利用した1。  

 
○機会がないことが問題 

 

＜問題提起＞ 

・もっと直接的な政治への参加が出来るようになることが重要。デモでしか民意

を表せないような国ではダメなので、民意を表せるような方法が他にないか考

えなくてはいけない。（家事従事  女性）  
・行政・政治的な社会デザイン（予算決定／法律・条例策定など）に加わるチャ

ンスが少ない。超高齢化社会に突入している中、公的負担の「主人公」である

私たち（将来世代も含めて）が、もっと自分たちの頭／意思で、社会デザイン

の決定プロセスに参画すべき。（社会人  男性）  
・高校生にとって社会参画の機会はほとんどない。文書などで意見を提出するこ

とはできるが、選挙には参加できない。「未熟」という理由で意見を軽視され

ているような気がする。行政などにはもう少し子どもに対する認識を変えても

らえないものか。（高校生  男性）  
 
＜問題が起きた理由＞ 

・国民の間の過度な不信もあるのではないか。選挙やパブリックコメントなどの

制度があるが、例えば投票率を見る限りその権利を放棄している人が多い気が

する。できることはあるのに「どうせ何も変わらないでしょ。」という認識に

支配されて、せっかくの機会・権利を無駄にしている一面もある。（大学生  男
性） 

・若者の議会議員が少ないことが原因ではないか。例えば地方議会議員や国会議

員にもっと 20～30 代の人間がいれば、その人の政策や発言内容に興味を持て
る気がする。年配の方々の意見ばかりが反映されると、若者としては「どう

せ何も変わらないでしょ。」という認識に支配へと繋がるのではないか。（社

会人  男性） 
・日本人の文化として年配の方を敬うということが行き過ぎて、どんなに若者が

正当なことを言っても受け入れがたい部分があるのではないか。（家業の手伝

い  女性） 

                                                  
1  原則として意見の投稿があったカテゴリーに当該意見を記載しているが、他のカテゴリーに分類した
ほうが明らかによいと思われるものは事務局で再分類を行った。  
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・行政と関わるきっかけは実は行政側も探っている。行政と企画や講演会などを

一緒にやると、特に地方では重宝してくれるところも多い。しかし前例がない

ため、はじめの一歩が難しいことも事実。（社会人  女性）  
 
＜解決のためにできることは何か＞ 

・高校生や大学生の声を拾う場はもっとあってもいい。その際、ネットか実際の

場かに限らず、個人対政府・自治体という構図ではなく、学生たち対政府・自

治体という構図を設けた方がいい。“みんなでやってる感”を出すことで、知

識面や精神面の不安を解消する。（大学生  男性） 
・学校単位で意見を固めてそれを一つの票にしたり、各高校から代表者を選挙で

決めて輩出し各県毎に話し合いの場を設ける。（家事従事  女性） 
・若者と何か一緒にやりたいと考えている元気な首長さんは多いので、逆に若者

主導でいった方がうまくいく。（社会人  女性）  
・国会議員の男女比、年齢比を人口と同じ割合か、あるいは若い世代の国会議員

を増やせば、世代や男女差で起こるそれぞれの意見をより政治に反映すること

ができる。（高校生  女性）  
・地方議員については、地域にもよるが兼職している議員の多さが気になる。特

に地方ではとても専業ではやっていけないとも聞く。経済的な支援を増やせば

チャレンジする若者には心強い。（社会人  男性）  
 
○地域や人とのかかわりが少ないことが問題 

 
＜問題提起＞  
・地域との関わりが少ない。小さい事かもしれないが、挨拶からでも地域に社会

に関わって行く事、関わっているという意識を持つ事は大切。また、小さい時

から周りの大人 (近所の人も含めて )から色々と教わる事や子ども同士が交流
できる場所というのも若者が社会参画をしていく上で大切な通過点ではない

か。（家事従事  女性）  
・余裕はなくとも、きっかけさえあれば面白いことには参加してみたい人は多い。

しかし、ひとまず参加してみたいとは思ってもそこから真面目なフェーズにう

つるとなると二の足を踏む若者も多い。大都市は人がたくさんいるので、なん

となく若者が社会問題と向き合うきっかけは NPO、イベント等たくさんある
気がするが、なかなか地方では難しい。（社会人  女性）  

 
＜問題が起きた理由＞ 

・個人主義や個性が良い価値観とされ、他人との協調、助け合いが軽視されてい

ったことがひとつの原因ではないか。（大学生 男性） 

・総合職などの地域に関係ない働き方をしている人も多く、次から次へと居住地

が変わる場合は、参加したくとも参加した途端、会社の辞令で異動など、社会
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参加しにくい働き方をしている。看護士など夜勤などの新しい勤務体系で外に

働くことに力をいれ、シェアハウスやマンションなど新しいライフスタイルを

取り入れた結果、その建物内や居住契約の範囲内で話が終わってしまうことも

多い。（家業の手伝い 女性） 

 
＜解決のためにできることは何か＞ 

 
（※コメントなし）  
 
○意識がないことが問題 

 
＜問題提起＞  
・若者が待ちの体制でいる。何でも与えられるのを待つのではなく、自分から動

いて、得ていくようにならないと、なかなか社会に参画していくのは難しい。

行政や学校から与えられる『場』に慣れすぎたりせずに、自分たちからアクシ

ョンを出して行けば、どんどん無視できない存在になっていく。（社会人  女性） 
・課題だと感じていることは「学生の能動的な学習」。学校・先生方のサポート

体制があれば少しずつ、自ら前へ出てくる人が現れる。（高校生  男性）  
・そもそも社会参加に興味が持てない、興味を持つきっかけが少ないのではない

か。社会や社会問題に目を向ける意識を、子どもや若者が持てるきっかけづく

りを構築する必要がある。ただ、大学に行くと社会といった大きな視野に立っ

て物事を考える人が最近少ないと感じる。自分のことしか考えない人が多い気

がしていて、社会参画以前の問題なのかもしれない。（大学生  男性）  
・社会の枠組みを作る側と若者の両サイドにおいて「当事者意識」の欠如を度々

感じる。財界・政界など社会の核として枠組みを作っている人達のほとんどは

若者ではない。若者側は、枠組みを作った人が勝手にやった、私達の問題では

ない、彼らが何とかするだろう、と考えている。（社会人  男性）  
・若者が議論の無意味さを感じている。このフェイスブックを使った議論さえ、

こんなにも一生懸命時間を使って議論している人がいるのに、この議論の結果

を公表しただけで実際の社会に反映されなければ、議論をした意味が無い。（家

事従事 女性） 

・行政に関わる機会が少なさ、行政に対する興味の少なさが問題。主導的に変え

なければならないという意識が不足している。（高校生 女性） 

・社会参画に興味がない若者が多いことが問題。（大学生  男性）  
 
＜問題が起きた理由＞ 

・そもそも参画の機会を知らなかったという「情報の不足」や、能動的に参画し

ていこうとする「意識・意欲が欠けている事」が問題。地方・国政ともに若者

の議員が少なく、発言力も小さい事が、若者の政治への当事者意識の低下と参
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画意欲の低下を招くというロジック。（社会人  男性）  
・若者の意見があまり反映されないからなのではないか。（大学生  男性）  
・学校のシステム自体に限界があるからでしょうか。学生も教員も目先の評価を

気にしすぎてのびのび考えられていない。（社会人  女性）  
・核家族が増えて自分と同世代かもしくは親と数名の大人としか交流が持てない

がために、思考が狭くなっていることが問題の背景にあるのではないか。（大

学院生  女性）  
 
＜解決のためにできることは何か＞ 

・学生を社会参画へといざなう事業のような「経験の場」が増えていくと、関心

のある若者が増え、社会へ積極的に参画する若者が増えていく。（高校生  男性） 
・勉強だけでない学外のいろいろな活動をプラスに見る評価、まめに努力する回

数を加点する評価、やる気を目に見える形で表す評価など、子どものもってい

る発想をつぶさず自由にしていられる学校のシステムができたらよい。（社会

人 女性） 

・子どものうちから異世代交流の機会を多く持ち、自分の将来について現実的に

具体的に考えるようにすることが必要。（大学院生  女性） 
 
○議論の経験がないことが問題 

 

＜問題提起＞ 

・活発な意見交流がない。個人がお互いにお茶を片手にのんびりと話せる程度に

は、そうしたことが気軽な形で習慣化すればいい。（社会人  女性）  
 
＜問題が起きた理由＞ 

・ディベートなど、意見をしっかり言えるようになる教育が学校では全くされて

いない。（家事従事 女性） 

・ディベートの機会は明らかに少ない。小学校でやったディベートは、ただ先生

に言わされているだけ、中学でやったディベートは、台本を作って発表するも

の。これは、ディベートではなく、単なるまねごとではないか。教師が本当の

ディベートを理解していない点は問題ではないか。（高校生 女性） 

・教員の聞き下手の改善をしなければならない（家事従事  女性）（社会人  女性）  
・議論やディベートの授業では、やる気の差が激しいのが問題。参加するのを怖

がっている人をどう巻き込めるかが大切。（社会人 女性）  
・間違ったことを言いたくないという人や、馬鹿な発言を許さないという真面目

な雰囲気も「意見交換する習慣」から遠ざかる原因。（社会人  女性）  
・議論の場数は今も昔も変わらないのかもしれない。今と昔の違いは、何かの政

治的事象に対して自分の意見を持っているかどうかということか。真偽・出典

は不明だが、若者を対象にしたアンケートにおいて「わからない」という回答
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が増えていると聞いたことがある。（大学生 男性） 

・周囲の人間の“聞き下手”も要因。保護者や教師が子どもの意見や主張をうま

く扱えず、子ども側が「言ってもムダだな。」と考えてしまうことが非常に多

い。これがやがて議論や意見交流の無意味さへと連想させてしまう。大勢の前

での意見表明が難しいようであれば、せめて少人数間で議論する経験を持たせ

ることぐらいは必要。（社会人  男性）  
・“異なる境遇および世代との交流の少なさ”を挙げたい。いつも自分の身近な

人間とばかり話していると、概ね分かり合っている同士なので議論慣れは促進

されない。社会に出ると、基本的には境遇や世代が違う人とコミュニケーショ

ンを取っていかなければならない。（社会人  男性）  
 
＜解決のためにできることは何か＞ 

・しっかり自分の意見を大勢の前で言えるようになる教育を受けさせること、ク

ラスや学年全体での会議をして物事を決めるという生活を子どもたちに基礎

づけること、道徳の授業を再開し社会についてしっかり学ぶこと、教育カリキ

ュラムの改善で、議論や意見交換の経験が上がる。（家事従事 女性）  
・ダンスの必修化に伴って体育教師が自腹でダンス教室通う位なのだから、他の

教諭も自分のスキルを高めるための努力をしたらいい。そうしたところに補助

をすることで、多くの人が利用するのではないか。スキルアップの強制は必要。

（家事従事  女性） 
・学生自らも「こういうディベートや議論の授業のやり方にしたらどうか」と

いうように新しい方法を提案できる仕組みがあればより面白い。学生と教員

が一緒になって作っていける授業ができたら、教員と学生にとって本当に意

味のある授業ができてもっと楽しめる。（社会人 女性） 

・専門家の指導の下、教員にディベートを体験してもらい、どのように教育現場

に持ち込んだらいいのか専門家と話し合う。現場の先生方もきっと混乱してい

る。不安や授業への取り入れ方をアドバイスし、定期的な実践レポートを提出

することにより現場の抱える問題を把握し、サポートをする。先生方をサポー

トする環境を整えることや優秀な方にはなんらかのメリットを与えることも

意識改革にはいい。（家業の手伝い  女性）  
・皆が馬鹿だなと思うような発言の中にも、それが、今までになかった新しい発

見や意見である事で、後から、これは素晴らしい意見だ、となることもある。

新しい考え方や、見方は、怖がらずにどんどん発言出来るような社会作りが必

要。（家事従事  女性）  
・身近な大人が教育カウンセリングを会得することを推進すべき。正しい傾聴

の技法を身につけている人はそう多くない。聞く側の準備ができていると話

者も安心して発言ができるようになる。（社会人 男性） 

・教師の聞き下手の改善が必要。（家事従事  女性）（社会人  女性）  
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○余裕がないことが問題 

 
＜問題提起＞  
・いわゆる勝ち組の若者は、自分のキャリア形成が楽しく、それに突き進んでい

る人が多く、社会貢献したいという人も多い。一方で、地方の若者にはなかな

かそういった余裕がある人が少ない。首都圏の若者（学生）ほど裕福でない人

が多く、社会に参画しろと言ってもそんなに時間的・精神的余裕がないという

のが本音だろう。（社会人  女性）  
・就職先のなさ、先行きが不透明であるが故の若年層の向上心の低下。先行きの

不透明さの中には、雇用の安定の難しさ、年金の支給額の減額、結婚しても子

供が育てられる環境にないなどがあげられるのではないか。（大学院生 女性） 
・高齢化が進む中、選挙を通じた発言力は全年齢層で 20 代は最も弱く、働いて
も給料は低く、貯蓄もままならない、非正規雇用が一般化した今では仕事や家

さえも失いかねない現実がまかり通っている。生きるのに必要な時間や、金銭

的な余裕が確保されたら、自分の生活以外に社会に関わろうとする若い人も増

えていくのではないか。（社会人  男性）  
 
＜問題が起きた理由＞ 

・景気の悪さと政策の悪さが大きく影響。景気が悪いから一生懸命働くけれども、

消費税や住民税、社会保険料など、税金はどんどん上がる。非正規雇用は不安

定で、いつ切られるのかという精神的不安。社会に参加して１日潰れるなら、

日給一万のバイトしたほうが生活費を稼げる。このような悪循環があるのでは

ないか。（家事従事 女性） 

・景気の悪さや政策、世の中が全体的にどんよりとした雰囲気になっているのが

理由の一部。会社勤めならサービス残業などの過酷な労働環境、学生だったら

日々の勉強にいじめなど、相談したところでどうにもならないような問題が多

い。心のよりどころとなるもの、癒しとなるものが少ないのが原因。（高校生 

男性） 

・正式な場面で意見をするのに時間的に余裕がなく面倒。政治の世界が手軽に民

意を聞くことができるものに変えていく必要性がでてきている。この試行的意

見聴取に参加する前から、自分の意見を政治の世界に少しでも届けたいと思っ

ていた。でも、それは面倒だから放っておこうと思っていた。未成年なので、

投票権もない。（高校生 女性） 

・実際に自分で社会に参加しようとすると、そんな時間はないと感じてしまう。

自分の生活費を稼いだり、子供の世話だけで精一杯で、自分の時間を作ること

も難しい。（家事従事  女性）  
 
＜解決のためにできることは何か＞ 

・非正規雇用（に関する制度）を作るときや税金の引き上げをするときなどに、
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直接な民意が全く反映されない。このような大きな事を決めるときは、しっか

りと民意を反映させるために、選挙の投票のように、一人一人の投票よって、

社会の政策を決められるようにしないといけない。（家事従事 女性）  
・このインターネットを使用した、面倒さがない企画（Facebook を活用した

試行的意見聴取）のおかげで、自分の意見を発表できた。（高校生 女性） 

・もっと気軽で手軽に、家にいても社会に参加できる制度を作らないといけな

いと思う。（家事従事  女性）  
・手軽さは市民参画の実現にとても重要。この試行的意見聴取でさえ、フェイ

スブックの使い方もよく分からないしパソコン自体非常に苦手なので、絶対

大変だろうなと不安だったが、やってみたら時間を問わず、メール感覚で楽

にできた。（社会人  女性） 
 
○教育等の問題 

 

＜問題提起＞ 

・「机にしか向かわせない学校教育」は問題。大学生ともなれば学外に出て社会

と接する機会に溢れているが、大学という枠の中にいる限り、それに気づくこ

とがない。机に向かって用意された正解を探すのではなく、社会に向かって正

解のない問いに立ち向かっていく訓練を学校でもするべき。（大学生  男性）  
・市民が参加することで、市民だからこそ出せる斬新なアイディアを政策にプラ

スしていく場に、若者がどうやって社会参画すればよいか分からない。参画し

ても、それを効果的にするためにはどうすればよいかわからない人もたくさん

いる。ある政策を社会全体のなかに位置づけ、全体図を描く方法、それらを現

状のなかで読み解く能力、その政策に対して自分の主張が与える長期的な影響

を評価するための客観性などに対するトレーニングをどこでどうやっていく

べきなのかが課題。（社会人  女性）  
・学校教育の中で“社会参画”という意識が育てられていないことが問題。学校

は単に集団行動や勉強をする場ではなく、将来社会に参画するという意思の土

台を形成する期間と感じる。（社会人  男性）  
 
＜問題が起きた理由＞ 

・学校での教育が「リアルタイムで世の中はどう動いているのか。」という観点

で成立しておらず、またそれを深く掘り下げて追究できていないことが主因。

例えば、最近報道された記事について事実内容を整理して原因や背景を調べた

り、その内容が及ぼす影響を予想し合うなど、社会の動向に触れさせることが

大切。それによって社会の動きが自分の将来と関わっていることを意識させな

ければ、能動的に学ぼうとする気持ちが湧かない。（社会人 男性） 

・今の中学受験の増加に問題がある。小さい頃（小学校４年生あたり）から、子

どもの意思に関係なく親が塾にいれている現状がある。塾に行けば、塾から与
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えられた課題をこなすのみとなってしまい、その分、子どもの能動的学習の機

会は失われてしまう。しかも、志望校は親が決めている例も少なくなく、その

まま中学、高校とエスカレーターで進んでしまう。待ちの体制で、ただ与えら

れた課題をこなすだけの子どもが多い。（高校生 女性） 

・学校教育が受験教育に主眼をおいているのは、やはり最近の学歴社会の復活に

あるのではないか。インターネットが普及し就職活動もネットエントリーが当

たり前の時代。エントリー数が肥大化すれば全員を面接するわけにもいかず、

大学名のみで判断せざるを得ない。（高校生  男性）  
・「若者が待ちの体制でいる。」のは、中学→高校→大学と進学し、就職するとい

うある種決まりきった道を選択する人がほとんどだから。この道を選択しなけ

ればならないという社会的圧力のようなものを感じた。（社会人  男性）  
 
＜解決のためにできることは何か＞ 

・ゆとり教育では義務教育の段階から少しずつ、ディベートや自分で社会問題な

どの物事を考える訓練も、「総合」という科目で行った。小学校の時には週に

２時間もあったが「科目」としての役割は充分に果たされていなかった。この

「総合」において、小学校・中学校そして高等学校へもガイドラインを策定し

て、それに則って、社会問題へ考える機会や実際に社会参画の体験などの機会

を学校が「総合」の授業において実行していくことが、「自分で真剣に社会に

ついて考え、動いていく人材」の育成につながっていく。（高校生 男性） 

・塾の制度をもう少し縮小すれば、少しは能動的に動くことができる若者が増え   

る。（高校生 女性） 

・「能動的に動くことができる若者を育てる塾」があってもよい。そのような団

体を育成・支援するような施策があれば民間組織でも可能ではないか。（社会

人 男性） 
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本審議状況報告で取り上げた子ども・若者 

の政策決定過程への参加に関する取組事例 

 

 

○子どもの社会性の育成、社会参画を進める取組（神奈川県県民局青少年部青少年課） 

 http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p453784.html 

 

 

○夢・未来熊谷ジュニア議会（埼玉県熊谷市総合政策部広報広聴課） 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kakuka/sogo/kohokotyo/kodomogikai/ 

 

 

○少年町長・少年議員公選事業（山形県遊佐町教育委員会教育課社会教育係） 

http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hyouka/part2/k_5/pdf/s2-1.pdf 

  ※内閣府子ども・若者育成支援推進点検・評価会議第２部会（第５回）配布資料 

 

 

○かながわ元気な学校づくり全県生徒代表総会 

（神奈川県教育局支援教育部学校支援課） 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417555/ 

 

 

○大槌町（岩手県）における放課後学校（NPO 法人カタリバ） 

 http://katariba.or.jp/activity/collabo-school/ 

 

 

○ふくしま青少年育成プラン（福島県生活環境部青少年・男女共生課） 

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/160054_youth_plan-pub_comme_

03-all.pdf 

 

 

○国際会議と並行開催された意見発表機会 

 http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hyouka/part2/k_2/pdf/s3.pdf 

  ※内閣府子ども・若者育成支援推進点検・評価会議第２部会（第２回）配布資料 
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