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     青少年の育成に関する有識者懇談会（第１４回） 

 

１．日  時  平成１５年３月１３日（木）１５：０４～１７：４５ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者  

       相原 佳子  弁護士 

       天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

       北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

       玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

       後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

       杉山 千佳  子育て環境研究所代表 

       中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

  座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

       広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

  座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

       前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

       松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

４．議  題 

（１）開会 

（２）懇談会報告書（案）について 

  （３）その他 

  （４）閉会 

５．配付資料 

  会議資料 

  青少年の育成に関する有識者懇談会報告書（案） 

  参考資料 

  青少年の育成に関する有識者懇談会（第１３回）議事概要 
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                             午後 ３時０４分開会 

○本田座長 それではお揃いのようでございますから始めさせていただきます。 

  本日は第14回の懇談会でございますが、議事に入る前に資料の確認をしたいと思います。

どうぞよろしく。 

○椋野参事官  それでは資料の確認をさせていただきます。 

  議事次第の１枚紙をめくっていただきますと配付資料一覧がございます。資料は報告書

（案）と資料編というちょっと分厚いものと、それから参考で前回の議事概要でございま

す。それから最後に１枚、今後の懇談会の日程についてというものがついております。 

  以上、お手元にお揃いでしょうか。 

○本田座長 よろしゅうございますか。お揃いですね。 

  それでは、本日は報告書案についてご審議いただくわけですが、本日で一通りの議論を

終える予定でございます。そこで、まとめに向けてご議論いただくということになります。 

 事務局の方から少しご説明をいただきましょう。 

○椋野参事官  それでは、資料の報告書（案）に沿ってご説明をさせていただきます。 

  今回懇談会に新しく提出する部分は、目次を見ていただきたいのですけれども、そのⅤ

の「基本的な対応の方向」というところでございます。それ以外の部分は一応前回ご議論

をいただき、その後いただいた意見も踏まえて修正をしたものでございます。Ⅴの基本的

な対応の方向も一度事前にお配りをしてご意見をいただき、それを踏まえて修正をしたも

のをご用意させていただいておりますけれども、説明もしておりませんし、議論もいただ

いていませんので、できればきょうは、このⅤを中心にご議論いただければと思っており

ます。 

 それから、文章につきまして、一文が長いとか、主語にたくさん修飾語がついて非常に

読みづらいというご指摘は前からいただいておりまして、申し訳ないんですが、まだ直っ

ていないところがございます。内容にわたる修正を優先させていただきましたので、そう

いう文章的な手直しについては、さらにこれからやっていきます。もしお気づきの点があ

れば、後で事務局にでもご指摘いただければありがたいと思いますけれども、この場での

ご議論は文章的な直しというより、内容にわたるところを優先していただければありがた

いと存じます。修正が間に合わなかった点についてはおわび申し上げます。 

 それでは、報告書（案）についてご説明させていただきます。 

 基本的な考え方あたりはほとんど大きな直しはございません。場のところについてでご
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ざいますけれども、１点は７ページ、これは学校のところですけれども、教員の健康不安

というものをデータがございましたので、つけ加えております。 

  それから、場のところで８ページの下の方、地域のところでございますけれども、これ

は福川委員からご意見がございまして、地域社会が衰退しているというようなことを郊外

地域、それから都心部、地方都市に分けて記述を追加いたしました。 

  それから９ページにかけてでございます。９ページの下の方の近所との付き合いの減少

のところに、上の方は都市部が中心でしたので、過疎地域で子どもが少なくて近所に友達

がいない場合もあるというようなことをちょっと加えました。 

  それから10ページ、情報のところは従来型のテレビとか新聞、本についての記述がない

というご指摘を前回いただいておりましたので、それを加えております。 

  大体、場のところで大きく変更したところはそういうところでございます。 

  それから、年齢期ごとの課題は、乳幼児期、学童期、思春期については、ご指摘いただ

いた点を直したものでございますので、特にご説明は省略をいたします。 

  それで、青年期、29ページからのところでございますけれども、青年期の? の職業的自

立が、30ページにかけてありますが、その30ページの学歴と就業状況のところに、学歴の

低い方が就業が難しいという話がありますが、それが特に女性に顕著であるというような

データがございましたので、それをつけ加えました。これは後藤委員からジェンダーの視

点が足りないのではないかというご指摘をいただきましたので、データを見て男女明らか

に違うようなものはできるだけ入れておこうという考え方で、ここにそういう記述を加え

ております。 

  その関連で、その下で職業選択の指導の一番下のパラグラフで、特に高卒女性の就業状

況の厳しさの背景には、というような４行を加えさせていただきました。性による状況の

差に着目した指導助言が求められると、ここまで言っていいかどうかというのはちょっと

ご意見があるところかと思います。 

  それから32ページに行きまして、親からの自立の支援のところでございますけれども、

親からの自立の支援のところに、親の収入が子の階層意識を決めるというような記述を前

入れておりましたけれども、よく見ましたところ、それは女性にはありましたけれども、

男性にはありませんでしたので、女性にあるというのは恐らく経時で比較はしていません

が、新しいことではないのではないかと思いましたので、その記述は落としました。 

  それから、親からの自立の支援の２段落目で、「また」からの２行、社会的ひきこもり
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を、前は実態としては書いていたんですけど、支援のあり方について社会的ひきこもりの

支援のことを何も書いていませんでしたので、いわば一般的な支援で社会的ひきこもりの

自立支援にもなるかのような誤解があるかと思いましたので、特別な支援がそれは必要な

んだということを一応、社会関係調整などということで２行加えております。 

  それから33ページに行きまして、公共への参画のところでございますけれども、その一

番下の段落、「また、若者の公共への関心を高め自立を促すためには、欧米諸国のように

法的成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを検討するのも一案である」というような

くだりを加えております。ただ、これはいろいろな意見のあることですので、多角的な国

民的議論を行うことが適当であるというような言いぶりにしております。 

  以上が前回にもご議論をいただいたところでございます。大きな変更点だけご説明を申

し上げました。 

  34ページから今回初めてご議論をいただくところでございます。 

  「基本的な対応の方向」ですけれども、実は対応の基本方向というようなタイトルに事

前に送付したものにはしてあったのですけれども、対応の基本方向といいますと、年齢期

ごとの課題に対する対応がここに全部書かれているような誤解が生まれるというご指摘を

いただきましたので、そういう形にはなっておりませんので、基本的な対応の方向性を出

すところだということでタイトルを変えました。当初からお願い申し上げているとおり、

政府でつくるプランのいわば総論部分にしたいということですので、網羅的にすべての対

応策を書き並べるという形にはもちろん時間の制限もございましてなっておりませんので、

ここは基本的な対応、その方向性を出していただくところだというふうな整理にしており

ます。それでタイトルもそういうふうに変えました。 

  その下に説明書きが７，８行ありますけれども、そこで、ここに書いてある基本的な対

応というのは政府の対応なのか、それに限らないのかというところをはっきり「政府のみ

ならず、社会の大人すべてによって取り組まれるべきことである」と、これは社会風土の

醸成みたいな話も入っておりますので、当然それをはっきりと書いておきました。 

  対応の方向、５本出ておりますけれども、１本目の率直に語り合える社会風土の醸成、

これは前回も大分ご議論のあったところでございます。タテマエとホンネが青少年の育成

ということになると、どうも乖離しがちだということから入り、個性の多様性と環境・条

件の差と。青少年一人一人違うという場合も個性が違う、個性の多様性という議論と、そ

れから環境や条件に差があるという議論とやや対応を考えても違うと思います。当初お配
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りした案ではこれを一つに書いておりましたので、個性の多様性というふうにお読みにな

った委員から、それをはっきり打ち出すような修正意見が出ておりましたけれども、それ

は二つ分けて書いた方がそういう誤解がないだろうと思いまして、多様性の議論と環境・

条件の差というふうに分けて書きました。 

 特に、前回ご議論になったのはこの環境・条件の差のところですけれども、その差を認

めることが差別につながるとの考え方が広がって議論を避ける傾向が特に強まってきたと、

34ページの下あたりからですけれども。確かに安易に差を認めることは差別感を生み出す

懸念があるけれども、ただこの差が軽視されると、やはり問題の本質を見失うと。すべて

親のせいや学校のせいにしがちになってしまうということで、ここははっきりと打ち出そ

うというトーンを出しております。 

  最後に、今必要なのは率直に語り合える社会風土を醸成することであるというようなこ

とで、そのために何をやるかですけれども、印象論のみでなく、客観的で広範な事実に即

した議論が可能となるように、的確な事実認識を共有していくと。行政のみならず研究機

関、メディア等で調査研究を推進し、統計データ、調査結果の公表、蓄積、正確な情報提

供に努めると。これが率直な議論をするための方法ということでございます。 

  「この観点から、特に」という３行、事前に送付したものにさらに追加いたしました。

これは前々から政府のデータをいろんな分析をしたいけれども、それができないというこ

とをいただいておりましたので、あわせてここに追加をいたしました。 

  それから２番目の柱として、青少年観の転換でございます。基本的考え方からずっと報

告書、ここでの懇談会の議論で貫かれているのが、やはりこれからより自立を求められる

時代になったということでございますけども、青少年の育成方策でそういう自立という点

の転換が十分になされていなかったのではないかと。それは、もともと戦争直後荒廃した

社会環境の中で青少年を守るということから始まっておりますので、そういう歴史的流れ

をちょっと入れまして、これからはむしろ保護、教育の期間として青少年期が伸びている

ということが問題になっているので、社会的自立を達成させる。そのためには守られ、与

えられ、導かれるだけでなく、自分の意見を持って自己を表現し、他者を理解し、他者に

働きかけ、家庭や社会のためにみずから行動するという、そういう能動性を尊重し、促進

すると。この両面あるという青少年観を打ち出そうということで、そのために具体的に何

をするかということは意識啓発になるわけですけれども、下の方に児童の権利に関する条

約の理念の再認識ですとか、それから意識啓発の方途として、例えば新たな児童憲章の制
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定の検討というようなことが入っております。 

  ３本目の社会的自立の支援でございますけども、ここでも大人になることの意味が変化

したというところで、このあたり少し事前送付のもの分かりにくいというご意見をいただ

きましたので、少し丁寧に書きました。ライフコースが、あるいはライフスタイルが単一

で自明のものではなくなったというあたりを、少し分かりやすく説明を加えました。 

  次のページにまいりまして、特に単純労働市場の就業が厳しくなり、それが学歴から来

ているというようなこと、その固定化の懸念というような話を入れまして、それから日本

では経済的に自立できない者が親に依存をしているというような問題点も入れております。

そういう問題に対して青年期の包括的な自立支援方策を確立するというのが次の小見出し

の部分でございます。 

  職業的自立、親からの自立、それから公共の参画、この三つ関連をしておりますので、

総合的に支援方策を行うと。具体的なイメージを出すという意味で、その下に幾つか例を

入れております。年齢期ごとの課題で述べたものも再度、キャリア・コンサルタントです

とか、インターンシップですとかも入れておりますし、それから同じように自立のおくれ

を問題としている諸外国で行われている、例えばアメリカにおけるコミュニティカレッジ

ですとか、ドイツのデュアルシステム、これは分かりにくい言葉は下に注を入れるという

方式を今回ご意見をいただきまして入れております。そういうコミュニティカレッジやデ

ュアルシステムも参考にしてはどうかという、そのまま入れるというより、どういう点が

その二つについても参考になるかというような書きぶりを加えております。 

  それから38ページで、総合的な自立支援方策としてイギリスのコネクションズと呼ばれ

る総合相談サービスを、これもイメージを持つための一つの参考例として入れております。

いずれにせよ政府において従来少なかった青年期の社会的自立促進のための具体的方策を

早急に検討し、包括的自立支援方策を確立すると。社会全体でやることの中で、特に政府

がやるべきことは政府においてというふうに明確に入れております。 

  それからその次、これは座長からもご意見をいただいたところですけども、少子化がど

ういう影響を及ぼしているかという流れで、大人による支援だけでなく、若者同士あるい

は斜めのサポーターというような言葉も前に出ていたかと思いますが、年齢の近い、やや

上の世代からの支援というのが意味があるのではないかということで、次に相互支援の促

進ということを入れております。 

  それから、その次が青年期の自立支援は大切なわけですけれども、青年期になってやる
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のではなく、その前からそれに向けての支援が大切だということで、乳幼児期からの連続

性ある社会的自立の促進、そもそもやっぱり基礎をなすのは他者を自分とは異なる、しか

し自分と同じく尊重すべき人間として認識し、共感する能力であると。これは、年齢期ご

との課題にいろいろなこれと関連することを書いておりますので、それをもう一度ここで

その部分が非常に重要なのだという意味で繰り返しております。 

  それから39ページでございますけれども、こういう社会的自立を促進するためにはやっ

ぱり地域社会というものが非常に重要だと。地域社会が成立しにくくなっているのはハー

ドの面の問題もあるのだということで、実は学童期ののびのびとした時間・空間の創出と

いうところに書いておりましたところを、こちらに地域社会を成立させるための都市計画

ですとか、農山漁村整備の話をこちらに移しました。福川委員が前回おっしゃっていたご

意見も踏まえてこちらに移行させたものでございます。 

  四つ目の柱が、特に困難を抱える青少年の支援、前回大分ご議論のあったところでござ

います。なぜこういう特に困難を抱える青少年の支援が、特に今日重要になってきたか。

それはやはり一旦不利な立場に置かれた者が、いろんな社会の変動の中で自力で困難を克

服することが前よりも一層難しくなったという認識を入れまして、そして諸外国でも同じ

ような状況があると。そういう意味では、問題状況がより深刻になる前に必要な取り組み

を行っていく必要があるというのが一つ目の小見出しでございます。 

  二つ目の小見出しとして、じゃ具体的に社会的な不適応を起こしやすい状況というのは

どういうものかというのを40ページにかけてデータに基づいて書いております。低学歴、

無職、不安定就労、あるいは虐待、性犯罪の被害者、貧困家庭、一人親家庭、非血縁親子

関係等と書いておりますけれども、ただ、もちろんこれが誤解があってはならないという

ことで、大半は健全に成長していると。むしろ逆境をバネにして今日の日本社会を指導す

る大人に成長した人たちも少なくないということを入れて、ただ現実を直視すると、やっ

ぱり青少年が社会的不適応を起こしやすい一定の状況があると。ここは前回も慎重に書く

べきだということで、かなり書きぶりは工夫したつもりでございますけれども、そういう

ような書きぶりで、慎重な書きぶりをしつつ、どういう場合がやはり社会的不適応を起こ

しやすいかというところを入れております。 

 こういう方々に対する支援が次のところでございまして、スタートラインにおいて既に

不利な状況に置かれた、そういう方々については特別な支援が必要だと。その支援の内容

としては、周囲の人々の理解ですとか、あるいは専門家の助言、それから社会保障給付                                                                                  
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等々ありますけれども、その一番下からの３行、しかし、これらに携わる人についてはと。

事前送付版には入れておりませんでしたけれども、前々から人材の話が玄田委員からも出

されておりましたし、それから相原委員からのレポートのときにもたしかご指摘のあった

点でございましたので、ここに人材確保の重要性を追加いたしました。特に率直に語られ

にくかったために必要性について理解が広がらなかったということもあるのではないかと

いうようなことも入れております。次のページ、41ページの５行目あたりまで人材確保と

いう観点から、それから家庭ということの重要性にかんがみ、里親、養親の重要性の再認

識というのを特記をしております。 

 いろんな支援があるけれども、やはり、こういう青少年の支援の中で最も将来への希望

を開くのは教育を通じた職業への展望ということで、そこについてやや詳しく、年齢期ご

との課題で書いたことも、再度もう一度書いております。 

  それからさらに、その下が支援自体がまた差別につながらないようにということで、支

援に当たって留意する事項を入れております。 

  それから42ページの上の方の、成熟した意識の形成が求められるという意味が少し分か

りにくいというご意見もあったので、少し書き直してみましたけれども、こういう困難な

状況を冷静に正しく認識すると同時に、違いを認識することが偏見差別につながることの

ない、そういう意識を成熟した意識というと、いうような書きぶりにしております。 

  最後、５本目が施策の総合的な推進でございます。分野を超えた施策推進の必要性があ

るということで、特にそれが今日必要になってきたというような例を入れております。 

 小見出しのところの最後の２行、その際、男女共同参画、障害者に関する施策など関連

分野との連携も望まれると。男女共同参画というかジェンダーの視点が必要だということ

で、ここにこれを入れました。 

 それから、障害児についての記述が少ないということを網野委員もおっしゃっておりま

したけれども、それはそういう関連分野との連携を十分やるということで障害者の施策も

ここに入れておきました。 

  その次、大人一人一人の取り組み、政府だけではなく、あるいは親や学校だけの問題で

はないということをまた繰り返しまして、そういう大人一人一人が取り組む場合の留意点

を２点挙げております。 

 １点目は前から書いておりました無関心・放任とか、保護・過干渉のバランスの話でご

ざいます。それは青少年個々人が置かれている環境条件が多様であるから、それに留意す
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るという意味ですけれども、２点目として、これは座長からご意見をいただいた点ですけ

れども、個々に青少年は違うのだけれども、そうはいっても、やはり先行世代とは明らか

に違う、世代としての違いがあると。それはやはりメディア環境、コミュニケーション環

境の激変がもたらしたという違いがあるだろうということで、そういう違い、つまり家庭

でも一人で部屋で過ごしているというような、場のところでも分析ありましたけれども、

一人で過ごしているようで、実はインターネットで外国の人とつながっていたりするよう

な、そういうようなコミュニケーションの劇的な変化を踏まえて、一体そういう異なる世

代に対して、どういう働きかけが有効なのかという点も留意すべきだというのを２点目の

留意点として入れております。 

  最後、基本となる計画の作成として、これは政府において、この報告書を踏まえて基本

となる計画を作成するという話を入れております。 

  それから、三、四行目ですけれども、その際に青少年自身の意見を聴取し、参考にする

必要があると。これは前回の議論でございました。これを入れております。 

  最後の方は、書き切れていない課題や対応、方策いろいろあって、それは決して重要で

ないという意味ではないので、プランを政府がつくる場合はそういう個別の施策について

もきちんと書くようにということを念のための付言として入れております。 

  補論についても若干直しがありますけれども、専門的なところをより正確に分かりやす

くという点が多いものでございますので、特にご説明は省略させていただきます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま丁寧にご説明いただきましたけれども、特に34ページ以降でござい

ますね。基本的な対応の方向についてご議論をいただきたいと思います。それ以外のこと

に関しても、どうしてもというご意見もございますでしょうけれども、それは後でちょっ

と時間を取りますので、そこでお出しいただきまして、ここの基本的な対応の方向につい

て、まずさまざまなご提言、ご意見あるいはご質問を頂戴したいと思います。いかがでご

ざいましょう。 

 細かい部分は別として、基本的にはお目通しいただけていると思いますので、どうぞ。  

はい、どうぞ。 

○広田委員  ちょっと２点あるんですけれども、一つは38から39ページの地域とか社会環

境の話になるのかもしれませんし、36ページの自立の支援の方の総論的な話になるかもし

れませんが、以前この懇談会に出ていたプログラム化しない時間や空間の中で自立を確保
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しないといけないというふうなのがあって、対応方策全体が何かどんどんプログラム化し

ていく方向であるので、少しそこら辺を何かどこかの部分に反映させていく必要があるん

じゃないかというのが１点。居住環境みたいな話なのか、それとも対応全体のコンセプト

なのか分かりませんけれども。 

  それからもう一つ、支援に慎重な配慮が必要だという41ページの方のところで、これも

児童虐待を巡る議論のところで、議論が出たと思うんですが、介入と不介入のバランスの

話になりますけれども、単に差別感をあおるという問題と並んで家族のプライバシーとか

個人の自由みたいなものに個別対応が関わるという、家族のプライバシーや個人の自由と

のバランスをとる必要があるという、そういう論点も出ていたと思うので、そこら辺もで

きれば入れてほしいということです。 

○本田座長 はい、ありがとうございます。確かにあいまいな時間と空間とか、何とも言

えないむにゃむにゃとしたお兄さんとか、先生とか、何とか名づけがたい役割の大人の参

加者などというのがむしろ支援の中心にあるべきではないかというご議論は何回か出てい

たかと思いますけれども、整理してまいりますと、確かに大変きちんとした整理がなされ

てしまいますので、例えばそのようなことは、よく読むと入ってはいるのですが、もう少

し前面に出した方がよいということでしょうか。 

○広田委員  介入と不介入の部分、バランスを考えないといけないとかですね、最後の辺

には出てくるんですが、個々の対応方策をこうしたらどうかとか、これも考えられるとい

うところで、もう少し違った形の提示ができるのではないかというふうに考えますけども。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○天野委員  今の話と絡んでいるんですが、僕は38ページのところに入れるのがいいかと

思ったんですが、まとめが年齢期ごとに分けてまとめてますよね。だからどうしても答申

の内容も年齢期ごとという印象が入ってくるんだけれども、例えば僕らの遊び場ではあら

ゆる年代層の人間がいるんですね。それは乳幼児から小学生、中学生、高校生、学校に行

っていない子もいれば、じいちゃん、ばあちゃんまでいるわけです。そういう何ていうん

だろう、年代層に分けない考え方というのが非常に実は肝心じゃないかなと。管理されな

い空間、大人が使い方を指定しない時間という、今広田さんおっしゃったようなところも

あるし、何ていうんだろう、もっともっと雑多な空間と言ったらいいのかな。そういうこ

との中で知っていくことというのはたくさんあるから、これは多分地域の中にそういうも

のを創出していくというふうにしていくのがいいんだろうとは思うんだけれども、年齢期
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を超えた、世代も超えたコミュニティの場の醸成みたいなもの、それが僕は「子どもを中

心とした」というふうに入れるのがいいとは思うんだけれども、そうすると大体遊び場っ

ぽくなってくるんですが、やっぱり地域と行政との連携によってそういうような場をつく

り上げていく必要があるというような、あるいは地域のそういうような動きを行政がバッ

クアップしていくシステムが必要だということだとか、そういうようなことが書かれてい

る方がいいかなという感じはここではしました。そういうような場が絶対に必要だという

ふうに感じます。 

○本田座長 それはそれで大変ごもっともなご意見なんですが、最後のところは年齢期ご

とに特段分けてあるわけではないのですね。 

○椋野参事官  確かに社会的自立の支援のところは従来支援策の少なかった青年期を特別

に出して、そうはいってもその前からの年齢期という書き方で、そういう意味で二つの年

齢期に分けておりますけれども、それ以外は特に年齢期で分けた書き方にはなっていない

つもりでございます。 

  それから、地域社会の重要性については、まさに39ページの上に社会的自立促進のため

の環境整備で、地域の重要性ということを入れております。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○後藤委員 今のところなんですけど、例えば35ページからつながって青少年観の転換と

いうところがございますよね。そこでかなり自立の支援が必要だとあります。結局、今ま

で守られとか、与えられ、導かれというようなプログラミングみたいなところがあります

から、そういうところに今おっしゃったようなあいまいさとか、つまり、あいまいさとい

うのは、子どもたちの自主性ないしは選択の幅を与えるということですので、そこら辺に

入れるとかなり据わりがいいのかなと思います。あともう一つ可能性としては、43ページ

の最後の計画の作成なんですが、あまり計画をきちっと策定することがちょっとかなり提

言として、それがいいのかどうか分からないんですが、計画のつくり方においての新たな

青年観に基づいた計画の策定というようなところでも入るのかなという気はしますので、

そういうところで入れると、かなり明確な認識が確認できるのではないかと思いました。 

○本田座長 それは分かります。ただいまのご指摘は割と分かりやすいですね。 

  他にいかがでございますか、ご意見。 

○樋口座長代理  今後藤委員のご指摘あった計画の作成ということですね。政府はよく計

画という言葉を使うんですが、例えば経済計画とかというのはやめたわけですね。経済ビ
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ジョンというふうになったりしていっているわけで、ここで言う計画というのは、例えば

いついつ何を政府がやりますというような、タイムスケジュールを提起するということで

しょうか。もしそうじゃなければ基本となる政策ということでよろしいのか。基本計画っ

てよく出てくるものですが、どうなるものと考えたらよろしいか。計画というと何となく

皆さん、違和感を持つ方が多いのかなということなんですが。 

○椋野参事官  何年に何をするというところまでの計画ではございません。イメージして

いるのはそこまでの計画ではございませんけれども、５年なり10年なりの長期的な一定の

幅を持った期間で何をすると。ビジョンと言った方がいいのかもしれませんけれども、そ

んなイメージのものでございまして、ここにいろいろご議論いただいたことはもちろん入

りますが、それ以外に関わる施策は各論を含めて書き込んであるというようなものではな

いかと思っております。 

○樋口座長代理  やっぱり計画という言葉は必要なんですか、それは。言葉を変えること

は可能なんですか。それとももう……。 

○椋野参事官  従来、プラン（仮称）というような使い方をしておりましたけれども、そ

れも仮称でしたし、プランよりは基本となる計画の方がイメージしている内容に合うのか

なと思ってそうしましたけど、これも別に決まった用語ではございませんので。 

○本田座長 例えばアクションプランではないという意味ですね。ビジョンプランという

か、何かそっち側ですという意味で計画という言葉がどうかということですね。そうする

と、何かもう少し分かりやすい言い方はないか。 

  ただいまの樋口先生のご意見は、政策ですと、もっとビジョンプランに近いということ

でしょうか。 

○樋口座長代理  そうですね。ここで皆さんのご意見を伺った方がいいかと思うんですが、

計画というと、何となくすごいリジッドな、このテーマがテーマだけにそうじゃないとい

うことを今まで言ってきたんで、ニュアンスは違うと思うんですが、これは政府の問題だ

ということだと思うんですが、別の用語があればその方がいいかなと。 

○本田座長 いかがでございましょうか、ただいまのような……はい。 

○後藤委員  多分今後の実行性との絡みもあって、全くアクションを起こすようなことを

促進しないような言葉でもよくないのではないかと思います。何かかえって今樋口先生お

っしゃったように、かなり茫漠としているがゆえに、計画とかアクションプランに近いよ

うな形の言葉づかいをしないと、かえって何も起こらない可能性も危惧されて、多分経済
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政策の場合というのは、もともとアクションを何か起こされるということが前提でいろい

ろな言葉が使われているんだと思うんですね。私は計画というときに、かなり具体的なも

のを出してくれることを今後期待するという趣旨だとこれを読んだものですから、そうい

う意味でちょっと私もどうしたらいいか分かりませんけれども、私はどちらかというと、

かなりもっと具体的なものを提案してほしいと思いました。これよりも茫漠としたもので、

総合的なものだと結局あまり意味がないかなということで、そこまでくみ取っていただけ

るようないい言葉があれば、その方が望ましいかなという気はいたします。 

○本田座長 ただいまのことを巡ってちょっとご意見承りたいと思いますが、いかがお考

えでしょうか。もう少しアクションプランが起こるような、言葉は別として、そういう言

い方の方がいいのではないかというのが一つ出ておりますし、それからビジョンみたいな

ものを出しておく。今までの語り方からいうと、そういう形でまとめた方がというご意見

と、仮にこれ別に対局的にあるわけではないのですが、仮に対局に置くとして、どちらに

近く皆さんお考えになりますでしょうか。松下先生はいかがでしょう。 

 はい。 

○松下委員  私はどちらかと言えば、アクションプランに近い方が。実際、今課題がいろ

いろある中で、これをどうしていったらいいかという、それへの対応につながるものであ

ってほしいというふうに思います。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○前田委員  私は計画というと、次はどんな実践かなというのをすぐ感じちゃうんですね。

実践をやると、それはどうかという評価につながって、評価すると、やっぱり反省を考え

るという、これは職業意識が非常に身についているもんですから。私のイメージとしては、

この報告書がどちらかというと７対３ぐらい、計画７、そして３ぐらいはある程度具体的

な実践事例を盛り込んでいかないと、基本的な計画だというと、恐らく見ただけで計画倒

れになるんじゃないかなと。恐らく内閣府を中心としてこれを各省庁に見せて、そして官

房長官かどなたかこの中を見て具体的にやってくれということになると、実際にその省庁

の担当官が考えなきゃなんないけど、これ読んでみると、何だか自分の課や省はどこをど

うやればいいか分からないということだから、例えばこういうものがあるというような幾

つかの実践というかな、それがあって、全体的には７対３ぐらいがいいかなという感じが

いたします。 

○本田座長 そうすると、より具体的な部分を入れるということ、幾つか入れるというこ
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とでございますか。それは例でも何でもいいけれどもということ。ただし、その具体的な

ものを先ほどのあいまい性との関係で申しますと、具体的なものを提示するけれども、そ

の具体的なものが非常にリジッドであってはならないという形になるんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○相原委員  非常に矛盾するところにいるなというのは理解されるんですけれども、私の

今意見としましても正直言って茫漠としたところしか言えないというのが本当のところで、

これまでにどちらかと言えば、現状の認識というか、分析的なところを専門の委員とか委

員会以外の各諸先生から伺ったというところがありまして、いわゆる政策と言ってしまっ

ていいのか分かりませんけれども、具体的なところまでになると、多分恐らくそこで、ま

たかなりの議論を要するし、経済的な面の配慮も含めてあるかと思うんですね。ですから

非常に悩ましいところではあるんですが、かといって今前田先生がおっしゃったようなと

ころで、単なる総論中の総論で終わってしまっても意味がないというところがありまして、

それでいてあまり縛りをかけるなという委員の要望もありましたので、ですからちょっと

そこら辺のところで今結論出せなくて申し訳ないんですけれども、せっかくですので、出

せるかどうかは別にして、ここまでは出してほしいとかというのがあれば今の場で言って

いただきたい。私はもうちょっと後の少年犯罪の部分において、非常に今回配慮して書か

れているなというふうに思っていて、後で機会があったときだけ申し上げたいと思うんで

すが、今の段階で少なくとも例えば児童虐待の分野だとか何とか今動いていますし、改正

の問題もあるでしょうから、ここで出すべき問題なのかどうかというのと、それからもう

一つの次元をどこにするかをちょっと設定していただいて、各委員に意見を聞いていただ

きたいなと思います。 

○本田座長 そうすると、例えばこの基本となる計画の作成という、計画という言葉を巡

ってこれがアクションプランかどうかというところから、具体性に近づけるかどうかとい

う問題は出てきているわけですね。基本となる計画の作成という、これは総まとめみたい

なものでございますか。ここの対応の基本的な方向の最終的なまとめと見てよろしいわけ

ですか、この段落は。 

○椋野参事官  基本的な対応の方向として５本出していただいていて、それぞれ政府だけ

ではなくやることもありますという中で、５本目の施策を総合的に推進するために政府で

は総合的な育成に関わる基本的な計画をつくりなさいというご提言というまとめ方をいた

しましたので、５本をこれで全部まとめたという意味ではないつもりです。 
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○本田座長 まとめたという意味ではなくて、むしろ政府に向けての提言というのはここ

に、最後に一つまとめておいたということですね。 

  はい。 

○広田委員  計画というのは、私は何かエンゼルプランとか、ああいうふうな割と今まで

のものにつないで、トータルにそれなりの方向をきちんと出していくというふうなイメー

ジで考えているんですが、そこでもう少し具体的な例をたくさん入れていくと、分かりや

すくなるのは確かですけれども、むしろそれはここで出すのは青少年の新しい像を出して、

それを踏まえて基本的な考え方は何かというのを出すのがメインだったと思うので、それ

を軸にして具体的なものはここから先で考えてくださいというのがよろしいんじゃないか

と。もし具体例を入れようというんであれば、プログラム化されない時間や空間の例はぜ

ひ入れてほしいと思いますが。 

○天野委員  自分のところの話をしてもあれなんだけども、やっぱり遊び場というのはそ

ういうところだと僕は思っているんですね。子どもが遊び場を選ぶか選ばないかも子ども

の判断次第ですし、そこに来て何かをやらなきゃいけないというプログラムは一切ないわ

けですね。子どもが試したければ試す、試さなければ試さない。そこでさまざまなことが

子どもの主体性の中で行われているというような状況の中で。さっき年齢層によってと言

ったのは、38ページのところの一番下の乳幼児期からの連続性のある社会的自立の促進と

なったときに、それぞれの年齢期ごとにある課題というふうに書かれますよね。だから今

までの多分政府の政策というのは、それぞれの年齢期ごとにある課題と書いた時期が、そ

れぞれの年齢期に対応できるようなプログラムのつくり方をしてきているわけですね。だ

からその課題にこたえられるような個別の取り組みというような形で考えているんだけれ

ども、やっぱりものすごく年齢層が幅広くそこに集合していることで、勝手に獲得してい

くものがいっぱいあるわけですよね。それぞれの年齢期ごとには確かにそれぞれの年齢期

ごとの課題があるのかもしれないんだけれども、そうじゃなくて個別の課題というのもた

くさんあって、要するに同じ年齢の子でもこの子にとってはこれは重要だけれども、この

子にとっては重要ではないということだとか、そのようなものが例えば同じ年齢層の子ば

かり集まっていると、どうしてもあれができる、これができないというような比較の対象

になりがちなところを、例えば幼児と高校生が一緒にいたら、片方ができて片方ができな

いなんてことは当たり前の話なんですね。そういうようなできるできないの評価ではない

ようなことというのも年齢層が違う人間ががぼっといるというだけでも圧倒的に入り方が
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違うし、だからそういうようなプログラム化できないような状況というのが僕はすごく重

要だというふうに思っているんですよ。大人はやっぱり何でもそういうのをプログラムし

ようとするんだけど、僕らは場を設定しているということなわけだけれども、だからそれ

は非常に僕は効果が高いというふうに実は思っているんです。今の都市の環境とか何かで

は場を確保するのがまずできないという状況があるので、例えばそういうことは一つの方

策としてはかなりやっぱり効果が高いと。これは大人と子どもが出会うチャンスとしても

非常に効果が高いんですね。今まで指導すべき対象としてしか見ていなかった子どもと、

指導することばっかりしかしなかった大人としか出会うチャンスがなかった大人と子ども

が、そうじゃない顔つきで出会うことができる環境というものも非常に現実的には少なく

て。そういう意味での何ていうかな、プログラム化されない、大人の意思によってプログ

ラム化するわけではないというような、大人の意思でそれを評価するわけではない、子ど

もがそれを自己評価として変えていけるというような、そういうようなところというのは、

僕はこの報告書の中では大事にしたいなというふうには思っています。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○北村委員  先ほど座長の方からのお話にもありましたけれども、事務局のお話だったか

な、これは行政担当の方に向けたものであるのと同時に、社会全体に対するメッセージだ

というご指摘がありましたよね。としますと、まず全体の分量もそうですし、文章があま

りにというか、とても各方面に配慮してあるので、何々である、しかし何々である、とは

いえ何々であるという具合に非常に目配りがきき過ぎちゃってて、何が言いたいねんみた

いな感じがちょっと印象としてあるわけなんですね。私思うんですが、ここで私自身も勉

強しましたし、皆さんいろんな意見が出てきて、これをこういったことに非常に関心のあ

る方が読むと、メッセージというのは的確に受けとめられると思うんですけれども、そう

でなくて、簡便に読みたい人にとっては非常に分かりにくいところがある。それは実は、

ここの会でこの件については、さあ黒か白かというところまで話を持っていかなかった結

果でもあると思うんですね。黒か白かという話を出すのがいいことかどうかというのはま

た別の問題ですし、言ってみれば、考え方はいろいろありますよというのを提示すること

でよろしかったのかという反省が私の中にも少しあります。恐らくたくさんの書物である

とか、メディア報道なんかで今こういった問題についての考え方というのは、その気にな

って調べれば百の見方というのを得ることはできるわけですよね。ここにはいろいろな専

門家の方がお集まりになってその話をして、だからどうなんだというところが、率直に言
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って非常に欠けているという気がするんですよ。ですからこれを考えるヒントとして、参

考書として位置づけるのか、それとも、というわけだからこれしましょうねというところ

に持っていくのかということのコンセンサスがね、さっき相原さんもおっしゃったのは多

分そんなようなことではないかと思うんですけれども、私にも見えない。事務局の方では

この一等最初のたたずまいとしてはどういったものをデザインしておられたのか。済みま

せん、今になって伺って大変申し訳ないんですが。 

○本田座長 お話しいただいたんで、申し訳ないんですが、もうちょっと繰り返していた

だきます。 

○椋野参事官  政府だけではなく、社会全体に向けてという説明は先ほど申し上げました

けれども、それは最後のⅤの基本的な対応の方向というのは、政府がやるべきことだけを

書いているのではないという趣旨でございます。報告書を誰に読んでもらうかという議論

でずっとそれは何度もあったかと思いますけれども、基本的にはプランというか、基本的

な計画というかありますが、政府が青少年の育成に関わるビジョンなりプランなりをつく

るための特に総論、基本的な考え方というものが必ずしも今まで明確になかったので、総

論的なもの、それから方向性を出していただきたいということでご参集いただいたのが当

初の趣旨でございます。もちろんそういうプランの作成にも役立ち、国民の方が読んでも

すぐに分かるものがあれば一番ではございますけれども、敢えてどちらかといえば、今回

は一般の方をメインとはしていないということで進めさせていただきました。そうはいっ

ても、せっかくこれだけご議論いただき、まとめたものですので、一般の方に広く読んで

いただくような方途は、本にまとめるなり、あるいはこれをそのまま本にしても読んでい

ただけない方もちろんたくさんいらっしゃいますので、概要版なり、もっと分かりやすく

するパンフレットなり、それは別途考えさせていただきたいというふうに思っております。 

 ５本の柱は、いろいろご議論いただいて、これをやりなさいというものをいただいたと

いうふうには思っております。 

○本田座長 ターゲットは誰かという議論も前にございまして、結局そのときも繰り返し

てターゲットは政府に向けての基本的な理念の提供であるということはご説明いただきま

したから、その線でまとめられていればいいのではないかということと、それから一般ピ

ープルに向けては何かまた別途やりましょうということも事務局は示唆していらっしゃい

ますので、リーフレットをつくるなり、本をつくるなり、委員が１人１冊ずつ単行本を書

くなり、いろいろおもしろいお話はございますから、それはまた改めてご相談申し上げて
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もよろしいかと思っておりますが。 

○樋口座長代理  椋野さんはお立場上はっきりおっしゃらなかったのかもしれませんが、

やっぱり内閣府という特性が私はあるんじゃないかなというふうに思うんですね。個別施

策というのはそれぞれの省庁が担当する。内閣府であるゆえにコーディネーションを、や

っぱり全体としてまとめていくと。個別にやられちゃ困る、一定の方向を向いてほしいと

いうような、それに対する指針を今回出すというようなことだろうということで、もっと

具体的にということになると、今度は担当の役所との関連が出てくるという、そこの難し

さというか、そういうものがあって、それでもやれというようなことであれば考える必要

もあるとは思いますが。 

 もう一点、計画という言葉に私がこだわったのは、この後展開する上で事務局として、

計画という言葉の方がやりやすいというようなことがあるのかどうかですね。計画と言え

ば、その次に出てくるのは予算措置の話が、大綱をつくるにしてもそういったところに結

びつきやすいというようなことがあるんで、計画という言葉の方が望ましいということな

のか。そうじゃない、アクションプランでも構わないし、あるいは施策とか対策とかとい

う言葉でも構わないというようなことなのか、どうか。ちょっと事務局の立場をご説明い

ただくとありがたい。 

○山本政策統括官  私も参加は２回目なんですが、これは皆さん方、有識者の皆さん方か

らの懇談会の提言としていただきますので、したがって今のフレーズというのは政府に対

して、基本となる計画を作成することが必要ですよということをご提言いただくというこ

となんですね。ですから我々この懇談会を開いた趣旨も、政府を挙げて各省庁横断的にこ

の青少年のいろんな問題に対応していく必要があるだろうということからご意見を伺うと、

こういう趣旨でございました。したがって、やっぱり基本的な計画というのをつくる必要

があるよねというご提言をいただく方がいわばインパクトがあるというか、分かりやすい

というのか、端的であるという感じはいたしますね。もちろん今おっしゃいましたように、

計画といっても、いわゆるいろんな保育所を何箇所つくるとか、ヘルパーを何人おきます

とかいうようなのとはちょっとやっぱり分野が違いますから、具体的な施策であってもそ

ういう社会経済的な分野でのいわゆる年次計画的なものとは若干違うかもしれませんし、

そういう意味では、より理念的なビジョン的なものもその計画の中に入ってくるであろう

というような気はいたします。ですから私ども受け取る方としましては、そういう施策と

かというような言葉だけよりも、基本的な計画をつくってくれと言って投げかけられる方
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がハードルが高いという感じで、正直申し上げましてインパクトがあるかなと思います。 

  それから、先ほど北村委員の方からも非常に真摯なお言葉をいただいたわけですよね。

それで結局詰めて詰めて多くの先生方の大方の意見が一致をしたところはそれをできるだ

け書いていくと。それが当然懇談会のご意見をいただくということであれば、その方が望

ましいなという具合に思っていろいろ作業をしてきたと思います。そういう意味では、例

えば５本の柱なり、そういったものはアウトラインとしてはご了解というか、一致を見て

いるのかなと思います。ただ、それぞれのポイントなり記述については、まだまだいっぱ

いご意見もあります。したがって留保をつけたり、ただし書きをつけたりですね、そこは

必ずしも一本化していなくても、こんな意見もあるよと、そんな意見ばっかりではないよ

というようなことで付言されていたり、そういったものは、またそれはそれで非常に価値

がございますので、私どももそういったものもまたいただくということです。そして政府

として検討していくというようなことになるのかなと思います。ですからおっしゃいまし

たように、完全に詰め切ったようなことばかりではないかもしれませんですね。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○杉山委員  私の場合、例えば民間の運動やＮＰＯの活動と、それからこういった場と両

方行ったり来たりしながら見ている経験上、施策というのはすごく用意周到で完璧だなと

いうふうにいつも思っていて、そうなると打つ手が早いなというのをすごく感じるときが

あるんですね。あっ、これがいいというふうに見つけるのも早いし、それを制度に乗せよ

うというのも早くて、それが本当にいいことなのかというとき、これは子どもの育ちとも

同じかなと思うんですが、民が育つのを待つとか、地域が育つのを待つとか、そういうＮ

ＰＯが育つのを待つとか、そういうこともあると思うんですが、そういう意味で取り組み

をするときに本当に行政がやるべきことなのかとか、行政としてやるべきは何かというよ

うな検証というのも、あいまいさを残すとかいろいろなことを言われるときの一つとして、

これは必要だからやろうといって、ぱっと予算をつけちゃうというのではなくて、ちょっ

と遠回りをするような見方というのもどこかに配慮をしていただけたらありがたいかなと

いうふうに思います。一方、一刻も早くこれは行政としてやるべきだという部分というの

もあろうと思うので、そこはもしかして、この中でちょっと多少示唆的に「例えば」とか

と言って入れてもいいのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○本田座長 ただいまの杉山委員のご発言ですと、いたずらに具体例をたくさん入れない
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方がいいという、単純な言い方をすればそういうことにもなりますよね。入れるとすれば、

衆目の一致するところ緊急課題であると思われるものが仮にあるとすれば、例として入れ

ることはよいけれども、やたらに具体的なものを並べない方がむしろよいと。基本的な理

念的なものを出していくという、このまとめ方、大雑把に言えばこういう方向でよいとい

うご意見になりますね。 

○杉山委員  はい。 

○本田座長 広田先生何か、よろしゅうございます。 

  中村先生。 

○中村委員  ちょっとタイミングを逸してしまったんですけれども、こちらの会が始まる

前に広田先生にもちょっと申し上げたんですけれども、直近の会合を欠席してしまって申

し訳なかったんですが、全体として私も、総意として革新的なものができて大変方向性と

していいものが出てきたんじゃないかというふうに感じました。ただやはりこれはかなり

抽象度の高いレベルでの議論であると。それはビジョンとか指針ということであれば、も

ちろんそれで結構なわけでして、私としては、これはこれとしてもう一段、青少年の前に

これが実際に施策として立ちあらわれてくるまでの間には、そこには非常に距離があるの

で、その間を結びつける何か、それを担保するようなものが一つ文章として入っていると

よろしいんじゃないかと。それは先ほど来ご議論になっていらっしゃる計画という言葉で

それをあらわすということが、ちょっと私はこういった懇談会と実際の施策との関係がよ

く分からないで申し上げておりますけれども、それがそういう担保となるものなのか。そ

れとももう少し明確に、例えばこういった指針に従って、プランに関して、また別途こう

いった政策会議のようなものが必要であるというようなことを記述するのがよろしいのか、

ちょっとそこは分からないのですけれども、そういうふうに感じました。逆に申しますと、

このレベルのお話の中であまり具体的な例を入れて一つ一つの施策を縛ることは、かえっ

て現場の自由度を狭める危険もあるんじゃないかと思います。 

○本田座長 多分先ほどの相原先生のと大体共通いたしますね、ただいまのご意見は。 

 はい、どうぞ。 

○後藤委員  それとも関係するんですが、この５本の柱の最後に計画があるものですから、

先ほど座長がおっしゃったように、最後の計画に集約される形で４本プラス１みたいな形

で捉えられる可能性も少しあるのではないかということがありまして、せっかく「はじめ

に」があるので「おわりに」ということで、何かそこに、今の中村委員のご意見を踏まえ
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て、今までの議論がありましたので、かなりこの中にしては留保事項が少ないような書き

方の「はじめに」というのがございますので、ちょっと難しいかとも思うんですが、５行

ぐらいでもいいので、何となく最後に５本の柱なんだということを明確にする意味もあっ

て、最後に「おわりに」とするとよいのではないでしょうか。こういうことが行われれば

子どもたちは幸せになるだろうとか、何かわけ分かんないんですが、そういうこと、希望

みたいなことがございますよね。私たちがなぜここで14回集まってきたのかというのは、

やはり子どもたちが幸せになってほしいと。それは今の幸せと今後の幸せというので、不

十分かもしれないけれども、こういう基本方針でやっていけば、例えば明るい未来がある

というような、そういう終わり方をしてもいいのではないかなと思います。そこに何を盛

り込むか、私もかなり難しいと思うんですが、何となくこの報告書をばっと読んでみると、

私もすごく今までにない形の基本方針がこれだけ明確になったものというのは、個別にあ

っても総合的にはないと思っています。また、先ほどから留保事項がありますけれども、

私なんかも読みますと、あっそうか、こういう意見もあるんだと、全く私が思いつかなか

ったような対立的な意見があるということが分かり、やはりそれぞれがこれから個人でも

のを考えていくときのかなりの参考にもなるというふうに思っています。そういう意味で

は、ちょっと計画というのが最後にぽっとそこで終わるということのインパクトの強さが

ある反面、誤解がされる可能性があるということをちょっと感じました。 

○本田座長 確かになるべくデータに即して考えようということをしましたから、白黒の

決着をその場その場でつけないという前提で動いているところも基本的にはあったわけで

す。白黒の決着をつけるためには、それぞれが違うデータを持ち寄ってけんかをするとい

うか、ディスカッションということをする。そして、どちらのデータがより正当性がある

かみたいなことをやっていくという研究会レベルの話になって、それでも結論は出ないか

もしれないというようなことですから、両面絶えずあるということをむしろ確認し合った

ことが一つの意味かというふうに思いますので、確かに何か明快に言い切っていないとい

うことはあるのですが、明確に言い切れないところが逆に一つの意味であろうと。そうい

う意味でこの一つの柱が結論のような形で出てきているということは大変意味があるし、

柱の立て方に関してはそれほどご異議がないのではないかと、合意は形成されているので

はないかと思うんです。ちょっと確かに、最後のところの計画のところでみんながちょっ

と引っ掛かったのは、何かこれが結論のように見えたりするので、これ以外に結びか何か

があるともう少し分かりやすいということ、それはちょっとあるかもしれませんね。 
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  それから、計画という言葉に関しては多分それぞれがいろいろなイメージをお持ちにな

るのだろうと思いまして、多分樋口先生のようなお方は非常に明確な計画という言葉に対

して何かお持ちなのかなと思います。実は私どもは今国立大学の法人化に向けて中期目標

と中期計画というのを嫌というほど書かされているのですが、私どもが必死になって書き

ましたものを例えば企業の方なんかがご覧になると、これはどっちもビジョンプランだと

言われるんです。私たちが計画と言って書いているものはビジョンプランの少し丁寧なも

のに過ぎなくて、アクションプランではないと言うんですね。私たちは、でもそれ以上

細々としたアクションプランを書いたら 300枚ぐらい書かなければならないので、20ペー

ジで書けと言われると、どうしてもそういう抽象的なまとめ方になってしまう。それで考

えると、この計画というのはそれなりにちゃんと分かるという気が私などはしたりするの

ですが、この計画という言葉も計画という言葉でいいんじゃないかなと、ちょっと私は思

っておりますけれども、それに関していかがでございましょう。もう少し的確な言葉があ

ったら変えた方がいいとお考えでしょうか。 

  はい。 

○天野委員  ごめんなさい。今の的確な言葉がということに対する答えという話じゃない

んですが、ここに書いてあることが要するに新しい青少年観とか、試行錯誤という、僕な

んかもすごくいいなと思うようなことがいっぱい書いてあるんだけれども、それをどうや

って持ったらいいのかということ自体が多分僕の感覚だとイメージかつかないんじゃない

かというふうに思っているんですね。何かその辺のところがちょっと心配なところで、要

するに過去やってきた青少年事業というのは、やっぱり大人がプログラムしてある種の目

的に沿って、その目的に従ったプログラムというものをつくって、やっぱりそういう青少

年の育成のためにやっていたというような形でやられているので、新しい青少年観をもっ

て新しいプログラムをどう立てるかというヒントがどこにもないということになったとき

に、どのようなイメージが立つんだろうかというのが、ちょっと僕は心配です。僕がやっ

ぱり実践しながら全国各地でいろいろな人と話をしている限りでは、そこが持てなくてみ

んな困っているということをすごく強く感じているんですよ。だから例えば僕らがやって

いる遊び場とか、たまり場みたいなところですよね。そういうようなフリースクールとい

うよりももうちょっと、スクールというより、もうちょっとばふっとしたたまり場みたい

なところをやりだしているところはたくさんあるわけだけれども、そういうのはある種の

冒険的な取り組みだったりとか、行政がやっているところだと、川西市とかではオンブズ
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パーソン制度を取り入れたりとか、川崎市の方でもそういうようなことをやったりとか、

だから方向性としての施策というよりも、こういう取り組みがあるよというようなものを

幾つか紹介するということは、今からだとできるのかどうか分からないんだけれども、た

だ価値の転換というのはこういうふうに図っているところがあるんだよというような、従

来のものとは違ってこういうようなやり方をやっているところがあるよということが幾つ

か出ていると、実はヒントにはなるかもしれないとは思うんですよ。だから方向性として

出ているということじゃなくて、ここではこんなやり方をやっているよというような事例

紹介みたいなぐらいの感じだとどうなのかなというふうに思うんだけど、これかなり、特

に今までの青少年育成ということにのっとってやってきた人たちからすると、この発想の

転換を図るというなのは驚異的な出来事だと僕には感じられるんですが。 

○本田座長 そのためにもう一つ下位グループというんでしょうか、例えばこの次に具体

的な検討の場を設けるというような、さきの中村先生のご発言がありましたが、いかがで

しょう。 

○中村委員  どういった方法が適切なのか、ちょっとまだ具体的なイメージで申し上げた

わけではないんですけれども、何か実現に向けてこのビジョンなりを施策に移す、どのよ

うに施策に生かされたかというようなことを見ていくようなことが一つの組織としてある

と、それが先ほど申し上げた担保というようものになるんじゃないかなというつもりで申

し上げました。 

○本田座長 ですから書くとすれば、具体的なことを書くよりも、そのようなものが必要

であるということを一行書けば、それでカバーできるというか、そこが一つ意味を持つの

ではないかというご意見になりますね。 

○中村委員  はい、そうです。 

○本田座長 はい。そうですね。 

○北村委員  ちょっと漠然とした印象論で申し訳ないんですけれども、一等最初に青少年

という言葉の定義がありましたよね。それから、あと全体のただずまいとして子どもたち

が今を幸せに過ごして一人前になるという二つの見方も設定されたと思うんですが、一つ

に私の青少年という言葉に対するイメージが固定化しているのかもしれませんけど、この

流れを見ていくと、どうしても思春期から後の子どもを一丁前にするためにというニュア

ンスが強いような気がするんです。 

○本田座長 最後のところですね。 
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○北村委員  全体です、この基本的対応の方向。注意してよく読めば、要するにこれは小

さい子のことを指しているんだなという部分もあるんですが、構成が青少年観の転換であ

りますとか、その後すぐ社会的自立が来たりということになると、私の関心が今そこにあ

るせいかもしれませんが、十代の若者をきちんとひとり立ちさせようねというメッセージ

性が何となく強いような気がするんですが、この辺皆さんの印象なんですけどね、いかが

なもんでしょうか。何となく想像の中から……。 

○本田座長 つまり基本的な対応の方向についてか、それとも全体を通しておっしゃって

いらっしゃいますか。 

○北村委員  すみません、基本的な対応の方向です。 

○本田座長 そこですね。そこは確かにちょっと自立というか、子ども時代の最後の段階

にちょっとウエイトがかかっているなという印象を私も持ちました。そのことですね。 

○北村委員  はい、そうです。 

○本田座長 はい。 

○広田委員  何回目かでしたっけ、学童期について懇談会で議論したときに、基本的には

学童期よりも、むしろそこから思春期へ上がっていくときの接続の問題であったり、それ

以降の問題が深刻なんじゃないか。そこをきちんとやってくれとかいうふうなご報告もあ

って、そういう意味では満遍なくすべてに対応しないといけないというわけでもなくて、

今必要な、対応すべきトピックが何かということでは、うまくメリハリがついた形になっ

ているとも言えるんじゃないかと思うんですけどね。 

○本田座長 私は、たしか、今までとは違って、最後になったら青少年がいかにも青少年

らしく論じられている、つまり子どもを含まない形の青少年らしく論じられていますけれ

ども、でもここが今現在非常に大きな問題なので、ここに焦点を合わせているのもいいこ

とかもしれませんねというようなコメントをさしあげた記憶があるので、印象としては私

もそう思ったのですが、やっぱりここでウエイトを置くのはそこなのかなという気はして

おりますが。 

 それで一度、もう一回さかのぼって乳幼児期からの連続性というのが一度出てきている

ということかと思います。 

  はい、どうぞ。 

○広田委員  この懇談会のコンセプトとして、やっぱり余計なことを子どもにしないとい

うこともあったので、やっぱりそういう意味では無理やり書く必要もない部分もあると。 



25 

○本田座長 今必要なことに焦点を合わせたということかもしれないと思いますが。 

  はい。 

○後藤委員  ただやっぱり書きぶりみたいなところで、例えば38ページに乳幼児期から連

続性のある社会的自立の促進というのが途中で出てきているので、例えばそれを36ページ

の最初に持ってくるとか、とにかく青少年といっても、始まるのはもちろん生まれたとき

からだというようなイメージで読める可能性もあるかというふうには思うんですね。一つ

は今支援が必要なのは青年なんだけれども、青年だけやればいいということでもないわけ

ですから、連続性というのを生かすというか、強調することも同時には必要ではないかと

思います。やはり問題行動については、例えば育児施設が３歳、もっと若いですね。生ま

れる前からも含めてですけれども、そこまで含めていいかどうかは別として、早い段階で

大体状況が決まってしまうというような、そういう調査もありますので、そういう意味で

は、社会的自立の支援が青少年になってから始まるというような印象がない方がいいとい

うところは、一文ぐらいで書いていただくと少しいいのかなという気はします。 

○樋口座長代理  ですから、そのとおりに書いてあるんじゃないかなというふうに思うん

ですね。もしあれでしたら、場所を変えるというご指摘……。 

○本田座長 これを前に持ってくる。 

○後藤委員  そうです。場所を変えると。ただ、書いてあることは書いてあるんですが、

今多分、北村委員のおっしゃるのは、最初から全部読んでも青少年という言葉に対して従

来の印象がかなり強い場合には、そこで青少年というのも常に読みかえていく作業がどう

しても難しいんじゃないかと。私もよくは書けていると思いますが、社会的自立の支援で

青年期の青少年とか最初にぽっと出てきてしまうので、やっぱりそうじゃないというとこ

ろも。だから私は別に内容についてどうこうと言っているわけではなくて、若干一文とか

一語とかをつけ加えるだけでまた印象が違う可能性があるというようなことを一応申し上

げたつもりで、ただ具体的にどうかというわけではありません。 

○本田座長 今いわゆる子ども時代にそれぞれたくさん問題はあるわけですけれども、大

人になりにくいとか、いわゆる職業生活にうまく入っていけないとか、大人に移行すると

きに非常に問題が目立つ。そこに少し焦点を当てて最後のまとめをしていこうということ

で入っていて、ただしそのためには乳幼児期からの連続性が必要ですよと出ているので、

これでも悪くはないようには思うのですが、何か違う読み方をしやすいでしょうか。 

○後藤委員  私はそうじゃないんですが、ちょっとご意見を聞いていると、そういうふう
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に読まれる可能性があるのかなという、私自身は別にそういうふうに読みませんでしたけ

れども、そういう方がもし半分もいらしたらあまりよくないかなと。 

○本田座長 福田大臣も間違えて読むかもしれないとか。 

○後藤委員  そうそう、だから何となくそういうふうに思っただけですので。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○北村委員  私の読み方が浅いのかもしれませんが、今いわゆるティーンエイジャーの問

題に社会が非常に神経質になっているので、これは需要にこたえるものではあるんですが、

せっかちな人から対症療法的なものとして読まれると嫌だなという感じがするんですね。

Ⅴの基本的な対応の方向のところで、一等最初に今の充実と将来の一人前の大人の方向と

いうのをうたっているので、それは分かるといえば分かるんだけども、何か青少年という

言葉のせいかな、どうしても浮かんでくるのはにきび面なんですよね。だから何ていうん

でしょうか、そこのところ、もう一度どこかで、ワンセンテンスでいいんで、丁寧に書い

ていただければというのが私のお願いです。 

○本田座長 言葉の用い方というのが一番最初の２ページのところに、とりあえず説明し

てございますんですよね。ゼロ歳からおおむね30歳未満の者を指すとか何とかいろいろ言

われているので、それをリフレインする。もう一回最後でちょっと繰り返す。ここで言っ

ているのは、にきび面にウエイトをかけているけれども、下からのことも考えているとい

うようなニュアンスを出した方がいいということでしょうか。 

○北村委員  すみません。さっき座長がおっしゃったように、子どもから大人への入り口

までを網羅するものではあるが、特に困難が感じられることについて、それはそのときだ

けの問題ではなく、今の子どもにとっての今の充実と将来の一人前の大人へという両方か

らみたいな、これは全体を俯瞰しているものだということを、私のようなそこつ者のため

にあと一言入れていただければ。 

○本田座長 はい、それは入れてもよいかもしれませんね、ちょっとした。 

○樋口座長代理  ちょっと細かい点で、37ページのコミュニティカレッジについての表現

なんですが、脚注にあるのも確かにアメリカのコミュニティカレッジの特徴なんですが、

ただすべてが２年制とは限らないんですね。例えばあるプログラムだけを取るとかという

ようなことが許されるわけですね。ですから、これの説明だと、何となく短大というイメ

ージが強いんですが、日本の短大とはやっぱり違って社会にオープンになっている。必要

なものだけプログラムを取ればいいというような、そういうことも可能で入学試験がある
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わけじゃないですし、ということだと思うんですね。この脚注と、もう一つその上に３行、

コミュニティカレッジについては学校を離れた不安定就労層云々と書いてあるんですが、

就職につながる職業教育というのが、これだと既に就職している人でもコミュニティカレ

ッジを受けて、さらにキャリアアップしようというような人たちもいるので、仕事上役立

つという話になるんでしょうか。あるいは場合によっては、よくあるのはヒューレットパ

ッカードだとか、そういったところはコミュニティカレッジに派遣するということをやっ

たり、社員自身が自分の技能をもう一度リフレッシュするという形で、リトレーニングす

るという形でこういったところを使うということがあるので、これは必ずしも学校を離れ

たとか、就職につながるということを言わなくても、自治体と企業が協力して仕事上役立

つ職業教育、役立たない職業教育あるのかどうか知りませんが、あるとすれば、それをそ

ういうふうにご指摘なさった方が適切じゃないかなというふうに思いますが。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○広田委員  その場合、日本で私が持っているコミュニティカレッジのイメージというの

は、80年代以降何かアメリカの高等教育が構造変動して不規則就業者というのか、それこ

そ社会人がどんどん入っていってコミュニティカレッジの性格が変わりましたけど、その

場合コミュニティカレッジが問題なのか、それとも人のキャリアパターンあるいはキャリ

アと就学とのパターンがアメリカではもうここ20年ぐらいで大きく変わったわけですが、

そこの問題なのかと考えて、何かコミュニティカレッジを参考にするというときに、自治

体とその企業が何らかの制度をつくるとかいっても、日本のキャリアの構造と全然合わな

いんじゃないかというふうに私なんか思うんですがね。 

○樋口座長代理  日本でももう既に幾つかの自治体ではこれ始まっているんですね。実態

として山形県のある市が企業と協力して、コミュニティカレッジとは呼んでいませんが、

そういった技能形成に関与する。もう既に始まっているんで、そういうことは日本でも今

後起こってくるだろうというふうに思いますので。 

○広田委員  だから資格を発行するという意味ではないということ。 

○樋口座長代理  必ずしもそうじゃないです。 

○広田委員  ああ、そういうことですね。はい、分かりました。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○杉山委員  ちょっと細かいんですが、35ページのところの真ん中のあたりの行政、研究

機関、メディア等において、調査研究を推進し、統計データや調査結果の公表と蓄積、正
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確な情報提供に努めることが求められるというふうにあるんですが、これに含めて子ども

にも理解できるような情報提供のあり方の検討というのも入れていただけたらなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○本田座長 ここで実態に即して素直に語り合える社会風土を醸成するために、印象論と

か経験則だけではなくて、データに即して語りましょうと。それが可能になるようにデー

タをたくさんつくって提供しましょうというわけですけど、それを、そのデータを子ども

も分かるということですか。 

○杉山委員  多少配慮を。 

○本田座長  多少配慮するということ。 

  はい。 

○松下委員  先ほど来の基本的な対応の方向に関して、北村委員のおっしゃったようなこ

とも含めまして、この「対応」の５項目はどういう順番に並んでいるのかというのをちょ

っと思ったんですけれども。最重要事項からこうなっているのかどうかということで、ち

ょっとそういうふうに思いますと、素直に語り合える風土の醸成よりも青少年観の転換と

かというのを、私たちの考えをこれからは少し変えていかなければいけないということが

先ではないかと思います。それでその次に素直にそれが語り合えるとか。特に考えなきゃ

いけないことがあると。それで総合的ということになりますと、社会的自立というのもち

ょっと前に行きますと少し様子が変わるかななんていうことを思いましたけれども、この

順番に関してはいかがなことでこうなってきたんでしょうか。 

○本田座長 そうですね。そのような考え方もあるのかもしれません。ちょっとご説明あ

りますか。 

○椋野参事官  特に重要性という順ではございません。率直に語り合える社会風土の醸成

というのが一番前提というか、全般的というか、最後の施策の総合的推進、特に政府が計

画をつくりなさいというのはかなり狭く具体的になりますので、少なくとも重要性の順で

はありませんが、割と広いものから絞り込むイメージかなと思って並べておりますけれど

も、当初からずっとこういうふうに並べておりましたので、中身が変わってきたりしてい

ますので、もう一度ご議論いただいてもそれはよろしいかと思います。 

○本田座長 はい。 

○松下委員  この報告書は今までにないと先ほど来出ていましたけど、確かに本当に新し
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い方向性を出していると思うんですね。ですけれども、今椋野さんのおっしゃってくださ

ったことでこういうように集約されていっているということは分かるんですが、何か一番

最初に素直に語り合える風土をというふうになりますと、何か青少年の育成に関するとい

うところの、青少年というものをどう思うのかといったようなのが先にきた方がいいのか

ななんていうふうに感じたわけでございます。 

○本田座長 青少年問題、子ども問題だからとりわけ素直に語り合えることが重要だ、建

前で語らないでということで出てきたんだと思いますけれども、確かにおっしゃるような

読み方になる可能性もございますね。３、４とか、そういう流れはそれでよろしいわけで

すよね、自立から困難に行って。 

○樋口座長代理  新しいですよ、この「率直」にと。なかなか政府のでこういうのが出て

くるのは。 

○本田座長 出てくるのは珍しいだろうと思いますね。 

  はい、どうぞ。 

○相原委員  今の点につきましては、松下先生がおっしゃられるような意味もあるんです

けど、ちょっと私は、５の施策の総合的な推進の42ページなんですけれども、その中で３

つに分けて、分野を超えた施策推進の必要性、その次がここに施策というよりは大人に対

するというのがここに出てくるんですよね。最後に基本となる計画の作成という、この３

つがいわゆる並列的と理解していいでしょうか。施策のことが出てきまして、そして大人

一人一人の取組というのが、ここで一般の人に対するのが出てくるんですが、題名が施策

の総合的な推進というのでくくられているので、ここにこの項目がいいのかというのが一

つと、それから大人一人一人の取組の内容なんですが、正直言って先ほどの率直な風土と

かというのに比べると、中身的にあまりえっというのはあるのかなということがちょっと

ありまして、最後のところなんですが、「現在の青少年世代がもつ先行世代との明らかな

相違」としているのが、下から３行目から次のページ、特に43ページのところで青少年の

定義との話も関わるんですが、青少年がいきなり「彼らのコミュニケーションは、個人的

でありながら家族、地域を飛び越えて世界的ともいえる」というところまで言い切ってい

る。確かにそういうのはあるとは思うんですが、最後の最後に来て、こういう青少年観が

ぱっと来ているというのが正直言って違和感を感じたんですね。前に各論のところで青少

年のメディアのところとか、それから携帯とかのところでそういう世界観に直結している

というのがあればいいんですけど、ここに来て急に何か非常にグローバルなものを青少年
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が持っているよというのが出てきて、ちょっとそれが最後の方のまとめに近いような部分

にあるものですから、ちょっと場所がいいのかなという感じを受けました。 

  以上です。 

○本田座長 コミュニケーションだから、まさにそのとおりですね。私もどっかに入れた

いと思ったんですが、ここがいいかどうかは分からないということはあります。 

  それから、この施策の総合的な推進のところに並んでいる３つの小項目、これに対して

分野を超えた施策推進の必要性は、これはこれで分かると。それから最後の基本となる計

画の作成もこれはこれで分かると。大人一人一人の取組がちょっと違和感があるというこ

とでしょうか、ただいまのご発言。 

○相原委員  大人に対するというか、いわゆる施策とか政府とかではなくて、一般的な親

や学校や政府だけの責任だけではないというところで、それは一つ必要かなとは思うんで

すが、施策の総合的な推進の中の１項目としてこの場所でいいのかどうか。もし、多くの

方が異論なければいいんですけど、場所としてちょっと違和感を感じたものですから。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○広田委員  今のお話の２番目の点だと思うんですが、42ページの無関心・放任と過保

護・過干渉のいずれもだめだとかというのは非常に昔から何十年来言われているよくある

話で、この報告書でいうと、介入をしないといけない部分、保護しないといけない部分と、

それからいわば突き放して自由にさせないといけない部分という、最初の方のコンセプト 

から引いてきた方が話としてははっきりつながっているんじゃないかと思うんですけどね。 

○椋野参事官  すみません。今のところは無関心・放任、過保護・過干渉と、その後の介

入・不介入と、この順番を逆にしろというご指摘ですか。 

○広田委員  いやいや、だから介入・不介入がそういうふうな論理になっていると思うの

で、いや、むしろ青少年像の二重性みたいなものをベースにして考えると。 

○椋野参事官  すみません。もう一度確認でよろしいですか。その後の一般的な警鐘が逆

に働いてしまう危険性の記述が続いているのですけれども、それはそれでよろしいんでし

ょうか。 

○広田委員  いや、だから、そこら辺全体を書き直すと。 

○本田座長 はい。 

○後藤委員  やはりここで総合的な施策を推進するのは別に国だけではなくて一人一人だ

ってことがありますから、ちょっと内容が違えば、大人一人一人の取組の必要性とか、例
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えばこの下にありますような政府だけの責任ではないとか、何かそういうようなタイトル

にして、何も国がやってくれるのをただ座して待つというのではないというイメージで多

分ここにこれが置かれているのかと思いますから、そういう意味で若干その言葉というか

書きぶりなり……。 

○本田座長 内容と言葉を少し変えて、大人の問題もここに入れておいてもよい。むしろ

その方がよいということですね。 

○後藤委員  その方が結局あとで施策をつくるときに、いろいろな意見も子どもからだけ

ではなくて、さまざまな立場の大人からも聞くということになります。そしてそれがさっ

き杉山委員もおっしゃっていたような、やるべきこととやらないことの線引きというのに

もつながっていく可能性もありますから、これは内容的には少し変えなきゃいけないにし

ても、コンセプトとしてはこれで残しておく必要があると私は思います。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○天野委員  僕もちょっとさっきからそれを思っていたんですが、施策のことというのは

つまり政府に対しての提言という形になるので、これだと国民に対しての提言だと思うん

ですね。だからさっき杉山さんがおっしゃったことはかなり重要なことだと思っているん

だけれども、やっぱり政府がというか、行政が先に手を出していいことと、してはいけな

いことがあるということは、子どもに対して大人がしていいことと、やっちゃいけないこ

とがあるというのと僕は同じだと思っているんですね。だから大人が必要以上に子どもに

手を出すなというのはちゃんとここでははっきり言う必要があるのと同じように、行政も

必要以上に手を出すなということ、むしろ住民からの動きというのを十分待たなければで

きないことが山のようにあるということをここでは書いた方がいいのかなというような、

つまり行政主導でやらなければならない、できない制度改革ということと、住民から出て

きた動きを行政はどのようにキャッチしてそれを予算化していくのかというね。予算化し

ていくような体制をどうつくるのかということこそ課題だったりしているわけですよね。

それは役所がつくっている施策に乗っているのか、乗っていないのかよく分からないんだ

けれども、住民がみずからの必要として、子ども等との関係の中で必要として捉えて興し

てきたさまざまな事業に対しては、行政の施策に乗っていないから予算化できませんとい

う話じゃなくて、むしろそういうようなものの中にこそもっともっと子どもに密着したよ

うな視点とか提案というのがあるわけだから、そういうようなものをどういうふうに捉え

て政策に変えていくことができるかという、そういう柔軟な構造をどのようにつくれるか
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というようなね、それは省庁に呼びかけだったりとか、住民とともに何かを動かしていく

ということについての提言だったりとか、その場合の気をつけて当たるべきことというの

は何なのかということだとか、何かそういうことの方が重要だったりするかなという気は

するんですが。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○北村委員  この５のところの３つの項目なんですけれども、それぞれ内容的には理解で

きるんですが、提言性の高いものと、総論的な心構え的なものがごちゃごちゃになってい

る。それが恐らく混乱のもとだと思うんですね。先ほど何をターゲットにと私が言ったの

は多分ここから由来しているのかもしれませんが、行政なのか一般ピープルに向けて言う

のかというのは、ちょっとここでごちゃっとしている。だからさっきどなたか「おわり

に」ということをくっつけたらいかがかというご提案あったと思うんですけれども、総論

的なものというのは「おわりに」に出しちゃうみたいな格好にして、ここではもうちょっ

と何ていうんですかね、内容まで細かく言わないにしても、方向性を明確に出した提言と

いうか、あるいはそれは終わりと逆かもしれませんけれども、心構え的なものと提言的な

ものをちょっと区別した方がいいように思います。 

○本田座長 それはただ、先ほど後藤さんがおっしゃったのは、例えば大人一人一人の取

組の必要性とかっていう形で出して、行政も大人一人一人も、それぞれの個々人が意識を

改革し、取り組むことが必要なのだということを行政側もきちんと認識すべきであるとい

う意味ではここに入れてもよい、むしろ入れた方がよいのではないかというご意見だった

のですが、中は少し修正するとして、それでもこういう心構え的に聞こえる。そこでこの

小見出しももう少し考えた方がいいのかもしれませんけれども、ということじゃないでし

ょうか。後藤先生、そういうことですね。 

○後藤委員  そうです。やはり今までどうしても施策は国等がつくりということで、今の

天野さんのご意見もそうだと思うんですが、これはもちろん提言というのが無条件に並ん

でいても、それは結局は私たち一人一人が子どもに責任を持ったことを前提とする施策だ

と思いますので、多分ちょっと書きぶりの問題だというふうにも思いますし、今盛られて

いる内容自体は前とか後ろに持っていくか、そうではなくて、もう少し大人一人一人が責

任を持つような施策という形でもいいのかもしれませんね。一人一人がもっとより主体的

に関われるような施策をするとか、それはまた介入しすぎだということがあるのかもしれ

ないですが、確かにおっしゃるように、施策の総合的な推進というときに、先ほど統括官
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もおっしゃったように、ここでやらなきゃだめだというような促進の方向というか、イン

パクトを強めるためにはここに書くことは、前提はあるにせよ、政府とか、そういうとこ

ろが行うことに比較的関連づけた方がいいかもしれないという気もします。 

○松下委員  今の後藤委員のご意見に賛成というか、この最後の５は施策の推進なので、

政府に対する提言に絞り、そのときに官民を超えた取組とかということで政府だけじゃな

い、行政だけじゃないという視野をもって計画を作成したりしてほしいというスタンスが

いいのではないかと。それで、ここの一人一人の取り組みというところの内容には、むし

ろ社会的な自立を支援するという方に入っている方がいいような要素もあるような気がい

たします。ですから、ここに分けていただいて支援の方に入る部分と、それから政府が視

野を持っていただきたいというのに分けたらどうかなと思います。 

○後藤委員  お二人からあったような、待つという姿勢の必要性みたいなところも少し盛

り込まれれば、今の充実した提言になるかと思います。 

○前田委員  今のはそれでいいと思うんですけどね、そうするとやっぱり基本的な対応の

方向の１番は青少年観の転換と。 

○本田座長 １番と２番を変えた方がいいということですね。 

○前田委員  そうそう。そうすると、読み手の人もそうか、そういう考え方で今までの考

え方と違うからということで、じゃ例えば自立の支援というのはこうなって、そして施策

があって、施策の前にじゃ素直に語り合う、そういう雰囲気をみんなでつくりましょうと

いう方がおさまりがいいような感じがします。 

○本田座長 流れとして分かりやすいと。 

○前田委員  はい。 

○本田座長 それは大体よろしいですか。お考えがあったら、おっしゃって。 

○椋野参事官  今のご提案は、青少年観の転換を１に持ってくる、社会的自立の支援が２

番目、特に困難を抱える青少年の支援が３番で、社会風土の醸成ということですね。ちょ

っと迷いましたのは、率直に語り合える社会風土の醸成というのは、特に困難を抱える青

少年の支援とやや関わりのあるところというか、それを前置きにしておいて率直に言いま

すよということで問題になる、今まであまり言ってこなかったことに入るという流れがあ

るもんですから、ちょっと迷ったのですけど、そこは。 

○樋口座長代理 事務局でしていただいたら。 

○椋野参事官  はい。 
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○本田座長 そうですね、最終的には整理していただきましょう。 

  それでは他にございませんか。34ページ以降で、もうございませんでしたら34ページ以

前、本日のところではないところでご意見承りますが、本日の基本的な対応の方向は大体

皆様言い尽くしていらっしゃいます。まだ。はい。 

○天野委員  ちょっと確認なんですけどね、確認というか、僕はやっぱり新しい青年観に

基づいた施策をどういうふうにイメージするのかがね、みんな非常にしづらいだろうと実

際に思っているところなんですね。例えば37ページというところでコミュニティカレッジ

とか、具体的なものは出ているんですよ、言葉としては。もう既にこの文章の中に。要す

るに取り組みとしていろんなものがありますよというようなことというのが出ているんで

す。だからこういう形でいいと思うんだけれども、こういう発想を持ってやることでこう

いうような開き方ができますよということを入れるのであれば入れるとか、もうちょっと

ね。これは海外の事例だから入れていい、国内の事例は入れないと考えているのか、その

辺がちょっとよく分からないんだけれども、ドイツ、スウェーデン、ニュージーランドで

はこういうような取り組みをやっていますとかね、そういうようなことを書いてあるから、

じゃ転換をするというのはどういうことか。でもこれも全部大人のつくったプログラムな

んですよね、言ってみたらね。だから僕はもう一つ言うと、大人は何がしかセッティング

はするけれども、とにかくプログラムしないということが重要だと僕は思っているので、

要するにプログラムしないものをどっかにきちんと明記するということ、子どもが生み出

すんだということをね、そういうことをやっぱりちゃんとやらないと、試行錯誤ができな

いんです、これ。簡単に。その視点が具体例としては全く欠けているというか、理念とし

ては出ているんだけれども、どうやってやったらいいのかというあたりのことを本当にみ

んなが思いつくのかどうかというところが僕は非常に心配なんです。 

○樋口座長代理  中村委員がおっしゃったように、次のステップとしてそれは考えていく

のでいいんじゃないでしょうか。それを始めると… 

○天野委員  そうすると、ここのコミュニティカレッジとか、そういうのも削除すること

になるのか、具体例としてね。 

○後藤委員  レベルだと思うんですが、例えば37ページのコミュニティカレッジの具体性

と、38ページの例えば幼児期からの社会的自立の促進、そこのところにも例えば具体的に

はということで４行ぐらい書いてございますよね。もちろんコミュニティカレッジほどの

具体性はないけれども、これもかなり具体的な例であり、各ところに具体的な例は書かれ
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ているかと思うんですよね。 

 おっしゃることはすごくよく分かるんですが、私は基本的にそれを考えるのは個人田と

思います。よく私もいろいろ講演するときに、じゃどうしたらいいんですかと聞かれるん

ですよ。でもそれは私が言うことではないし、それは政府が言うことでもなく、それは何

か大人の責任として一人一人が試行錯誤しながらやっていくということじゃないかという

ふうに思います。それで、35ページの青少年観の転換のところで、子どもの権利条約とい

うのは載っていますし、そこで子どもの自立性とか子どもに選択をさせるとか、待つとか、

そういうことは十分に読み込めるし、読み込まなきゃいけないというふうには私は思って

います。 

○本田座長 はい。 

○杉山委員  例えば子育て支援の場でノンプログラムのプログラムというのが結構出てい

るんですね。それは本当に何もないプログラムなんだけど、実はすごく丁寧に大人が配慮

したプログラムなんであるという、それを一個具体例として、例えば乳幼児期からの連続

性ある社会的自立の促進の中のどこかに入れるのはどうでしょうか。だからノンプログラ

ムということの大切さというのを天野さんはどこかに入れたいのではというふうに思うの

で、そのプログラムもあっていいのではないのかなというふうに思いました。 

  以上です。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○広田委員  確かにプログラム化しないものというのをイメージするのは非常に難しいと

思うんですが、それでちょっと中村さんと話をして思いついたんですけども、今の時期大

変ですけど、例えば補論でもう１項目立てて、自立に向けての新しいプログラム化しない

場や時間の試みみたいなので、中村委員と福川委員と天野委員と杉山委員あたりに少し事

例を出していただいて、１項目立てるとかいうのはどうなんでしょうかね。 

○本田座長 それも結構です。ただ、私なんかノンプログラムって全然珍しくないという

ところもあるんですよ。システムの中でそういうことを行われているところもあるので、

びっくりするほど珍しくはないんですね。でも、一般の方は珍しいかもしれないから、そ

れを補論で１項目立てることは反対はしませんということでしょうか。 

○椋野参事官  すみません。スケジュール的にきついので本当に早急にご協力いただける

のであればもちろん事務局としてはやります。 

○本田座長 そうですね、１週間とかね。 
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○後藤委員  補論となるとかなり書き込まないといけないと思うので、ちょっと無理な感

じもします。この他の補論についてはかなり長い議論もしましたし、データも揃えたとい

うことなので、あまり補論でやるとかなり作業量が多くなるし、入れないというわけでは

ないので、どこかに入れる方向の方がより建設的ではないでしょうか。私も少年非行や犯

罪についてはかなりいろいろとやりとりが大変でした。その前にも事務局と広田先生との

やりとりとかあったということですので、それと同程度の補論をこれから作成するという

のは事実上不可能で、他のところへの目配りみたいなものが欠ける可能性もありますので、

例えば「おわりに」とかのところに少し書いて、あまり大変ではない、例えば印象論でも

いいような形で書いた方がかえっていいのかなという気はします。 

○樋口座長代理  もし可能であれば、具体的に言ってもらったらどうですか。ここにどう

いう形で入れろというものを、出してもらうとやりやすいんじゃないですか。 

○本田座長 例えば、戸外の遊び場の確保という言葉が38ページにありますよね。でもそ

んなのではとても足りなくて、もう少し何か入れるとか、どこに入れればより効果的であ

るとか。そんなに長いことではなくて、ほんの数行でもない、１行ぐらいですよね、入れ

るとしたら。そのくらいでご意見があったら、ここにこの１行を絶対に入れてほしいとい

うご要望として今お出しくだされば、椋野さんの方で考えていただきますが、いかがでご

ざいましょう。 

  それから、次の具体化するためにもう一つ違うグループをつくって検討するという、そ

れは必要だろうと思いますが、ここで出している事柄とか、今言われている事柄というの

は、例えば教育とか何とか、そのレベルの人にとってそう珍しくもないところもあるわけ

ですね。ノンプログラムなんていうのは、これは全然珍しくもないわけです。それから遊

び場の中で何が養われるかということも、それほどびっくりするようなことではなく、よ

く言われていることではあるわけですね。でも政策というか、提案の中にぜひそれを入れ

たいということであれば、１行ぐらいの文言でどこかに挿入するということでいかがでご

ざいましょうか。 

○天野委員  遊び場だけ言えば、そこらじゅうに公園はあるんですよ。 

○本田座長 いや、そうではなくて、天野さんのおっしゃるような意味の遊び場論もここ

20年くらい論じられていることではあるわけですよね。 

○天野委員  20年ぐらい論じられてても実際にはないから、こんなに例えば世田谷には民

間のね……。 
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○本田座長  はい、分かりました。世田谷の羽根木パーク。 

○天野委員  百何十団体も視察が来るわけです。それで今全国各地でそういうようなこと

をやろうとしている住民たちが増えてきているわけです。これ住民が動いているというこ

とが重要なんだと僕は思うのね。親たちがその地域の中で動いているということが重要だ

し、あとプレーリーダーと言われるような今までみたいではない価値をもって子どもを見

ている人間がまた重要だと思うんだけれども、あと年齢層を大人が区切ってないからいく

つでも来られるとかね、おじいちゃん、おばあちゃんから子どもまで、幼児までというね、

そういうような柔軟性が理念的にというか理想、それはいつでも成り立つんだけど、多分

そんなには成り立ってこなかった。そういうところで見えてきているさまざまな出来事と

いうのは、見てもらわないとなかなか分からないことがいっぱいあるんだけれども、だけ

ど僕はむしろ10代のティーンエイジャーにこそ必要だと思っているわけで 

す。要するに、そういう遊び場はね。彼らはどういうふうに変わってきたかという……。 

○樋口座長代理  ですから、それを具体的にどういう形でここに入れたらより効果的にそ

れが示せるかというのを、提案してもらうと分かりやすいんじゃないかなと。 

○本田座長 この１行を入れてほしいというご提案があれば、今お出しくださいというこ

とです。 

○天野委員  いや、だからね、確かに１行という話では書き切れるものではないんだけれ

ど。ただ何ていうんだろう、さっきから言っているように、プログラムを大人が立てない

という形の中でのもののイメージが、本当に全国に行ってもそこはつかめないでいるんで

すよ。そういう人たちに対して、例えばこういうようなものがある、例えば僕たちみたい

なたまり場みたいなことをやってきた人たちもいるわけだし、そういうような実際にもう

動き出しているところがあるときに、ヒントのような形でそういうものを見せるのは僕は

むしろ大事かなと思うわけね。それをどこに入れるのがいいのかということを、僕は入れ

た方がいいと思うんだけれども、どういうところに入れたらいいかというのはちょっと僕

も今なかなか難しいなと思いながら見ているんですが。 

○椋野参事官  今資料集には基本的にはデータしか入っていないのですけれども、例えば

事例を資料集に入れるとかというのではいかがでしょうか。それで本文に言葉を入れると

いうのであれば、例えば乳幼児期からの連続性ある社会的自立の促進のところに、戸外の

遊び場の確保とありますけど、ここに冒険遊び場なり、あるいはノンプラグラム・プログ

ラムを簡単に入れて、それで資料をいただければ事例の方につけるということでいかがで
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しょうか。 

○本田座長 それはいいかもしれませんね。事例がぱっとお出しいただけますか。 

○天野委員  分かりました。 

○本田座長 はい、それならいいかもしれませんね。 

  それでは、34ページ以前のご意見があれば。どうしてもというのがあったら伺いましょ

う。 

  はい。 

○前田委員  全体的に見て、報告書が私自身のイメージとは大きくかけ離れている点は、

厚すぎる、読みにくいということで、誰がいつどこで読むんだろうかということを考えま

すと、やはりどうかなと思います。内容について両論あることは否定しませんけれども、

誤解を招く文言がいかがかなということと、用語の使い方はやはりきちんと使った方がい

いんじゃないかなということで、実はこれはご論議していただかくなくても結構ですので、

付箋で示したところに赤を入れてありますので、事務局で判断して書いて合わせて削って

いただきたいと思います。 

  例えば一つだけ例を出しますと、６ページですけれども、学校での学習時間の減少と書

いてありますけれども、平成14年度に全面実施された新学習指導要領により、現在の義務

教育課程の年間授業時数はと書くというようなね、そういうことでないと、ちょっと誤解

されるかなということありますので、この修正案は置いておきますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

  それでは他に。 

○樋口座長代理  事務局に言われたので言いますが、30ページの職業選択の指導の下の４

行で、特に高校卒女性の就職状況云々とありますね。ここが事実とすると、何々すべきだ

というようなべき論と二つあるわけですが、非常にジェンダー論で難しいのは、事実につ

いてはこれはそのままでありますから、これは価値観も入っていない。べき論については、

性による状況の差に着目した指導助言が求められると。これについては、かなり意見が分

かれるんじゃないかなというふうに思いまして、特に男女共同参画審議会ですか、今は。

そういう場では、こうあるべきではないというような意見もかなり強いんじゃないかなと

いうふうに思っていまして、これちょっと議論した方がよろしいんじゃないかと思います。 
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○本田座長 それではただいまの樋口委員からのご提言でございますけれども、これを一

つ課題として今皆さんにお考えいただくということでございますね。性によって明らかに

違いが現象としてあるとして、性による特別の状況の違いに着目した指導助言というのが、

ジェンダー論的に見て正当性を持つかどうかとでもいうようなことでしょうか。例えばこ

れはこういう表現で書くべきではないとすぐにご判断の方もおいでになろうかと思います

けど、いかがですか。どうぞ。 

○後藤委員  私は性という言葉を使わないでジェンダーの方がいいとは思いましたが、そ

れを置くにせよ、この答申としては基本的には現実を踏まえて、差に注目しているわけで

すね。幾ら男女共同参画とかいろいろやっていても、差があるのは事実ですから。差に着

目した指導助言という書き方が、ちょっと問題なのかもしれません。差に着目するんじゃ

なくて、差があること、つまり受け入れ先に差があることを前提とした指導助言みたいな

方がよいでしょうか。ジェンダー差に着目するんじゃなくて、ジェンダー差に基づいて職

業を選択しているのは子どもたちじゃなくて企業側であったり、大人側であると。どちら

かというと差に着目するというか、差があることを前提としてと、そこまでじゃないです

ね。ちょっと言葉ぶりや書きぶりは難しいですけど、そういうことは書いてもいいんじゃ

ないかと思うのですが。 

○樋口座長代理  ちょっとよろしいですか。もしそういう趣旨であれば、性による状況の

差と言わないで、やっぱり個人の違い。個々人はみんな違った状況にあるわけで、それに

基づいた指導助言というのが適切じゃないかなと。男だからこう、女だからこうというよ

うなことはかなり抵抗のあることではないでしょうか。女性の方だっていろんな方がいら

っしゃいますし、男性だっていらっしゃいますのでね。 

○後藤委員  それは分かりますよ。ただ、ここだと例えば高卒女性の厳しさがあることは

事実で、例えば個性や性じゃだめですか。 

○樋口座長代理  念のために失業率を見れば若年については男性の方が高いということも

あります。だから失業率がどこまで就職の困難度を示すか分かりませんが、事実としては

そういうこともあります。 

○後藤委員  そうすると例えば男性と女性で別途統計をとっているわけですよね。そうい

うことは政策としても全くニュートラルな政策、すごい踏み込むかどうかは別として。 

○樋口座長代理  説明すると長くなるんですが、失業率というのは個人の調査に基づいて

の統計ですね。これについては男女に聞いてもいいわけですが、企業側についての例えば
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ハローワークにおける求人を男性、女性別には出せないですから。 

○後藤委員  それはもちろん、分かりますけど、そうではなくて、でも実際上の現実とい

うのはやっぱりあるわけですよね。 

○樋口座長代理  ですから現状としてある事実を指摘するということでは問題ないと思う

んですが。 

○後藤委員  じゃ事実問題があるのであれば削除しても構わないとは思いますが、ジェン

ダーの視点があると申し上げたのは、現実認識というのがあって、現実に違う取り扱いが

されているのは事実だと私は思っていますので、それを何らかの形、ここで反映するかど

うかは別として、事実として反映していただいても結構かなと。ですからもし問題がある

のであれば「性について」という以下は削っても構わないとは思います。 

○本田座長 はい、どうぞ。北村さんが先でした。 

○北村委員  建前の上では均等法その他で性別採用をしてはいけないということになって

いますが、実際にはあるという、実態はあるわけですね。樋口先生がおっしゃったように、

実際は高卒男子の方が難しいんだよということになると、このセンテンスそのものの前提

がちょっと危うくなってくることもあります。そうなってきましたら、ここは男女ともに

それぞれの困難さを抱えているわけで、しかし、私、それをいきなり個人のところに持っ

てくるのもどうだろうかと思います。やっぱり男性と女性と状況が違うことは明らかです

から、それぞれのジェンダーによる不利な点をカバーするよう配慮しといったような両性

について使えるような言い方をした方が男子生徒も救済するように思えるんですが、いか

がでしょうか。 

○相原委員  今の北村委員の御発言で結論としてはいいと思うんですけど、ちょっと理解

不可能だったのが、その前の新しい職種の開拓、若者の職業イメージの転換などというふ

うなことで、結局具体的にじゃ何をどうするのというのを正直言ってここの４行でよく分

からなかった。つまり現実問題の今の不況の厳しい状況で若くても年とってても、今は全

体的に非常に厳しいわけで、離婚した女性なんていうのは惨めなものの最たる状況にある

わけですよね。そこにこの４行を置くことの意味というのが、特に青少年の育成という視

点のこの中で、この４行の趣旨がちょっと分かりません。そんなに必要なのか。特に高校

の女子がそんなに問題としてあるのかということを大前提として感じてしまったんですけ

ど。 

 以上です。 
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○本田座長 ここでは高卒女子の仕事であった事務職が非常に正職員としては採用されな

くなったという文脈の中で、それなら新しい職種を開拓したりして指導しましょうという

ことにつながっているわけですね。ただ、それは具体的ではなさすぎるということですか。 

○相原委員  現実的に新しい職種の開拓というと、じゃ一体どういうものなのか、補助職

じゃなくて新しい職種の開拓という、夢の世界みたいな、そういう逃げみたいにしか私に

は感じられない。それだったらあまりここで提言という形で用いるまでの価値があるのか

どうか、個人差に応じた職業指導なんていうのはある意味で大前提の話ではないかと思う

わけです。 

○本田座長 玄田さん。 

○玄田委員  すみません。私も30ページの４行は要らないと思いまして、２つ前のパラグ

ラフで「企業などを経験しているキャリア・コンサルタントの導入や個々の実情に応じた

きめ細かいカウンセリングを行うなど学校による職業指導の充実が必要である」とするの

でいいのではないですか。最初の方にキャリア・カウンセリングという言葉があって、今

そういう用語がないもんだからキャリア・コンサルタントになったと思うんですけど、も

う一つカウンセリングというのは多分個々人の実情によって必要だから、そこに入れれば

いいと思う。確かに女性に何か新しく自分の職業を開拓しろというのは、ちょっと問題意

識としてはずれている気がしますけどね。 

○本田座長  はい。 

○前田委員  そこのところはよろしいですか。あわせて性に関するところで、27ページの

性教育のところですけれども、ここを敢えて「性教育」という見出しにするよりも、例え

ば「自他の心身を傷つけず、豊かな人間関係につながる性的知識の習得」というようなタ

イトルにして、その後の３行目に「性的主体性を強化する」ということを削除してほしい

と思います。この文言にはさまざまな認識があって議論しているところですから、学校の

性教育について今いろいろなところで賛否両論がありますので、敢えてここに出す必要は

ないというように思います。誤解を招くおそれがあるということでお考えいただきたいと

思います。 

  以上です。 

○本田座長 性教育の上の方の段落ですか。この辺ですね。真ん中辺。性的主体性を強化

するという、この辺ですね。今お手が挙がりました、杉山さん。 

○杉山委員  すみません。学校でどういう議論がなされているのか、ちょっとご説明いた
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だけますでしょうか。 

○前田委員  性教育についていろいろなやり方あるけれども、昨今この最近でもいわゆる

小学校一、二年生に性器の名前を教えたり、それから研究授業でわざわざコンドーム持っ

てつけ方を教えたりという、そういうことに対しては非常にそこまでやる必要があるのか

というような問題もありますし、それから性の主体的な判断というのが避妊を肯定するよ

うに捉えられがちであると。だからやはり学校としては発達段階に応じた性教育は必要で

あるけれども、むやみやたらに性器なり、いわゆる性器教育をやるということはいかがか

なということで議論が分かれています。究極的には私は小・中学校、高校もそうですけれ

ども、性教育イコール人権教育、平和教育、人間教育であるという広い視点から自他の心

身を傷つけず豊かな人間関係につながる性的知識ということでよいと思います。今の中学

生までも何で出会い系サイトで自分の体を売っても悪いのかと、自分の勝手でしょうと言

うのでしょうか。産むも産まないのも自分の勝手でしょうというような風潮になりがちで

あると。最後はそうかもしれないけれども、やはり命の大切さであるとか、そういうもの

を教えていく中でやっておくというと、この性的主体性を強化するというような言葉自体

が誤解を招くおそれがあると思います。それを敢えてこういう表現にするということは私

はいかがかなというように思います。 

○本田座長 はい。 

○広田委員  この単語だけ取り上げると何か誤解の余地もあるようですけど、その前にず

っと性的主体性というのは説明がありますよね。明確に断ることもできるというのがあっ

て、それで資料の４－３－12の表を見ると、女子が非常に受け身的な状況に置かれている

というデータもありますし、そういう文脈で何か誤解されてしまう、本当に誤解されるの

かなというのがあって、どうなんでしょうか。 

○本田座長 はい、どうぞ。 

○北村委員  前田先生、誤解とおっしゃったということは、全体のトーンとしては先生も

ご同意いただいているというふうに私は理解するんですね。そうすると表現とか文言のレ

ベルの問題であるというふうに思います。実際いろいろな状況で性的交渉の結果、被害を

被るのは圧倒的に女生徒であるということを考えると、なおかつエイズ、その他の性病等

が非常に若い人の間で蔓延していることを考えると、これはかなり、私は緊急な措置であ

るという認識を持っておりまして、誤解を与えないような表現というのを考えていただく

ことで、私としてはむしろ若い人たちの知識を備えた上での主体性というものを残したい
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というふうに思います。 

○本田座長 はい。 

○前田委員  その辺は重々承知して分かっているんですけども、それでもなおかつ実際に

見ると、せっかく私たちなりが考えていることとは違った方向に、そういう言葉とか、そ

ういうところが先走って行っちゃうことに対して私は心配だなということです。だから趣

旨は当然流れを見れば分かるんですけども、敢えてこの言葉を入れなきゃならない理由は

私はないんじゃないかと思います。 

○樋口座長代理  まずタイトルについては、私はご指摘のようにすればよろしいんじゃな

いかと。その点は皆さんいかがかということですね。 

○椋野参事官  ちょっと小見出しとしては長過ぎるというのが……。 

○前田委員  「豊かな人間関係につながる性的知識の習得」でもいいです。要するに……。 

○後藤委員  多分性教育という言葉が学校教育に限定される可能性があるというご懸念じ

ゃないかなとも聞いたんですが。そうではないんでしょうか。そうでなかったら、ちょっ

と可能なタイトルを考えればいいという話でもないんでしょうか。 

○樋口座長代理  前の形容詞が非常に主張としては大切だということだと思うんですね、

タイトルとして。その他は私もそうなのかというように思うんですが。 

○前田委員  要するに性教育と一言で言うと、どこまでをどうする性教育かという問題に

なるので、性教育というのは性の知識を教えたり何かだけではなくて、これがつながって

いるよという意味であればよろしいということなんですね。せっかく修飾語が長くて文章

をつくっているのに、ここだけぽんといきなり性教育というのは違和感もあるなという感

じがします。 

○椋野参事官  では、? のタイトルが「性に関し適切に行動を選択できる力の習得」です

ね、これでいかがでしょうか。先生おっしゃった、文が長いのは重々承知しておりますけ

れども、小見出しとしてはちょっとやっぱり異例に長い気がしますので。 

○前田委員  長いし、性教育だけじゃ短いということですね。その辺はお考えいただいて。 

○椋野参事官  今ご提案したのは性に関し適切に行動を選択できる力の習得という? の全

体のタイトルがそれなんですけど、それをもう一回ここで繰り返すのではいかがかと思い

ますが、どうでしょうか。あるいはもう少し考えることでも。 

○本田座長 はい。 

○北村委員  確かに、文章中の性的主体性という言葉も何か前田先生のご懸念も分かるよ
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うな気がして、「あるんだもん」と言われてしまったら、それっきりだという気もします

ので、何ていうんですかね、性的関係においてもきちんと主体性を確保できる個人のあり

方みたいな言い方にすればご理解いただけるんじゃないかと思います。 

○本田座長 このこと自体は大切だからやっぱりちゃんと書きたい。ただしちょっと性的

主体性という言葉自体が、異なった捉えられ方でイメージをはらむから少しここを考えた

方がいいと。主体性というのは重要である。性的関係において重要であるというところで

すね。 

○北村委員  はい。 

○後藤委員  今のは基本的に内容的には問題がなくて言葉の問題という理解でよろしいで

しょうか。今のところ、主体性について、性的主体的というのが誤解を招くのでというこ

とで。ただ、前田先生がおっしゃったような人権教育であるということは、もちろん主体

性を強化する、尊重するということでもあると思います。それは自分の勝手ではなくて、

他者への配慮であるとか、他者というのは次へ産み出す命のことも書いてございますので、

そういう意味ではもし本当に性的主体性というのが誤解を招くのであれば、今北村委員が

おっしゃったような形でリフリーズして変えてもいいと思いますが、とにかく教育の主体

は自分で選択できる能力を養うことですから、やっぱりここの部分、教育というのはもし

かしたらあれかもしれないですけれども、そういうことを教えましょうということが主眼

だと。だから教えることにはこういう内容が要りますよというようなことだと私は理解を

していたので、そういうニュアンスが入るといいなというふうに思いますけれども。 

○本田座長 このこと自体はですから大切なのでやっぱりちゃんと残すと。ただし性的主

体性という言葉に関しては、もう少し違う形で説明をして分かるようにするということで

すね。はい、これでここの辺よろしゅうございますか。はい。 

○天野委員  同じところなんですが、次のページの28ページの若者の性感染症について書

いてあるところが４行なんですよね。人工妊娠中絶、これ前のときにもどうかなと思った

んだけども、そんなに増やせないと思うんだけど、教育に当たっては安易な性行為を予防

するための配慮も必要であるということもあるけれど、相談できるところをもっと増やす

というのかな、十代の子どもたちが気楽にと言ったら変だけど、もっと相談できる場所を

増やすというのは、これは政策の中では非常に重要かなという気がするので、これはかな

り重要な出来事になっているなというふうに思いますので、その辺の一筆を加えていただ

けるとと思います。正しい知識を教育する機会を充実すると同時に、いつでも子どもらが
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相談できるようなところをつくる必要があるというような、そういうような感じですかね。 

○本田座長 性に関するカウンセリングみたいなこと。 

○天野委員  そうですね。 

○本田座長 それはそうかもしれませんね。 

  それでは、ちょっと先ほどの職業のところでしたか。30ページにちょっと戻していただ

きます。先ほど玄田委員からですか、職業選択と指導のところの７行ぐらいまででよいの

ではないかというご提言があったのですが、その後ばさっと落としてしまうのか、あるい

は少し文章を修正しながら残すべきところがあるのかということをちょっとご検討いただ

きたいんです。例えば学校を卒業してしまった若者などに対する云々というのがございま

したりいたしまして、ここは前のとちょっと違ったコンセプトが入っているのかなと思い

ます。ちょっとご説明をいただけますか。 

○椋野参事官  今ご議論になっている４行、特に「高卒女性の就業状況の」、この４行は

その上にある学校での職業指導の話と、それから「同時に」から始まる２行の学校を卒業

してしまった若者に対する職業指導と、その２つを受けて、特に女性の場合厳しさに着目

したというような書きぶりになっておりますので、先ほどの玄田委員のご提案で学校の中

にカウンセリングを入れたらということで足りるかどうか。学校後のところにもそういう

トーンを入れるのか、それとも、今の２行で十分なのか、あるいは現状だけでも女性の厳

しさを入れる必要があるかどうか、そこはジェンダーの視点がどのぐらい必要かというこ

とによるかと思います。もう一度確認をさせていただければ結構です。 

○相原委員  ちょっと前後というか、途中になった話ですけれども、ここに４行なってい

るのは高校卒女性の就業状況の厳しさというふうに書き始まってこの４行があるので、今

おっしゃったような高卒の男子に関しての方がもっと厳しかったり、それからこの補助職

がどうのこうのという、そういう割と細かい話になっていますよね、ここの部分。そして

新しい職種の開拓というような流れはちょっとここでは逆に飛躍しすぎだろうというよう

な感じで、４行が私は適当ではないと思ったわけなんですが、結局職業選択の指導の中に

いわゆるジェンダー論ではないですけど、一般的な女性の仕事の職種の狭さ、男子のとこ

ろに入ってはいってますけど、そういう物の見方を入れる必要があるのかどうかという次

元が違う話になろうかと思うんですよね。つまりその段階で、青少年の教育の段階で小さ

いときから自分の仕事に関するイメージを働かせて、女の子はちょっと厳しいよと、現実

の先ほどのホンネとタテマエ論ではないですけど、男女共同参画といいながらも女性には
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やっぱり厳しい状況があるよというところを、どこまで意識して教育指導するかというこ

とを入れるのなら入れていただきたいと、そういうことです。 

○本田座長 はい。 

○後藤委員  確かにいろいろとジェンダーといってもやっぱり男性も女性も厳しいわけで、

男性が厳しいのは男性なりの理由もあるわけですから、そういう意味ではさっき北村委員

がおっしゃったようなことを、ちょっと表現は忘れてしまいましたが、少し書くと、今相

原委員がおっしゃったようなことも含めて、そういうようなことを少し１行ぐらい入れて

この４行を変えるというような形にすれば、今の議論も踏まえられていいんじゃないかと

思います。あと玄田委員のご提案もとても分かるんですけど、カウンセリングというのは

何か別に学校だけじゃなくて学校外でもいるような気もしなくはないんですが。 

○本田座長 そうですね。ここで企業などを経験しているキャリア・コンサルタントを導

入するなど学校による職業指導の充実が必要であるとなっていて、学校を卒業してしまっ

た者……。 

○後藤委員  相談というのはいつもできるような、それが学校であっても、学校に行かな

くても多分カウンセリングとか、そういう相談業務なども、先ほどの性に関してもそうで

すし、結局学校とか場を超えてしまうと、なかなか相談できないという趣旨にもとれます

ので、学校を卒業してしまうと、どこに相談に行っていいか分からないと、ハローワーク

があってもですね。個別的な相談が果たしてどこまでできるかということでの懸念であれ

ば、そういう、ちょっとよく分かりませんが、カウンセリングについては何か両方関係し

ているのかなという気もいたします。 

○本田座長 例えばキャリア・カウンセリングは学校を卒業してしまった者に対しても開

かれているべきであるとかって、ただ学校の仕事が過重になって、前田先生あたりがご心

配かなという気もするのですけれども、後藤さんがおっしゃるのはそういうことですよね。 

○樋口座長代理  ここの文章ではなくて、その下に、同時に学校を卒業後の……とありま

すね。 

○本田座長 ですから、これを何か上手に絡めてしまう……。 

○樋口座長代理  別に学校がなくたっていいわけ。 

○後藤委員  どちらに入れても構わないんです。相談業務というのは必要だなと思います

から、絡められれば両方絡めて……。 

○本田座長 ですから学校を卒業した若者に対してもキャリア・カウンセリングは必要で
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あり云々でもいい。 

○後藤委員  指導助言の充実も必要とされているというので、指導助言を受けるためには

多分、今玄田委員がおっしゃったような、カウンセリングという言葉が入っていれば、あ

あ同じこともしなきゃいけないんだなというのが分かるんじゃないかとは思います。それ

プラス北村委員がおっしゃったような、先ほどいいフレーズだなと思って聞き流してしま

ったんですが、ここに入れるかどうかは私もちょっと分からないのですが、あまり他に入

れるところがなければ、ちょっと１行ぐらい入れていただければと思います。私としては、

男女共同参画というのが一語あるだけなので、もし差し支えなければ、ここでジェンダー

という言葉だけでも入れていただくと個人的にうれしいなと思います。 

○本田座長 男女ともに就業状況の厳しさは同様であるが、中でも何とかということでし

たかしら。北村さん、何かおっしゃいましたよね、さっき。 

○北村委員  社会の現実と男女それぞれのジェンダーの実態に配慮した何たらと言った記

憶があるんですが。相原先生がおっしゃったことというのはもっともだと思うんですよね。

実は就職率が悪いからこれを上げるためにという対症療法的なことではなくて、仕事をす

るということを考えたときに、男性と女性では実社会の状況が違うわけですから、現実に。

それについての職業教育みたいなものが必要だというニュアンスがどっかに入ったらあり

がたいです。 

○玄田委員  ２行のところですけど、「学校を卒業してしまった若者」のところ、卒業も

しくは中退の方がいいんじゃないかな。中退のところがありましたけれども、今むしろ職

業指導とかが求められているのは中退でね、「学校を卒業、または中退してしまった若者

に対する」でいいのではないでしょうか、さっきの話は。その次に、学校にとどまらない

支援と職業選択の充実ぐらいにしておいた方がいいんじゃないかなと。 

○本田座長 じゃ先ほどのところは全部落としてしまうのではなくて、今のようなところ

で文章を少し修正しつつ入れるということですね。 

○椋野参事官  それで１点、なるべく分かりにくいカタカナ用語はよそうというのがあっ

たかと思うのですが、ジェンダーという言葉を使うことについては、注を入れれば合意い

ただけるのかどうかをちょっと確認をしたいと思いまして、なかなか分かっていただけな

い言葉のようです。 

○本田座長 ジェンダーというのは難しい。どういう注を入れますかね。難しいですね。 

  例えば入れた方がいいかなと思っていらっしゃる……後藤委員はもちろんそうです。北
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村さんも入れられたら入れたい。そうすると注をつけるとしたら、どういう注がつきます。 

○北村委員  全体を含めてですか。 

○本田座長 ここにジェンダーというのを入れられそうになっていますよね、今。入れよ

うとすればここに入れられるだろうと。入れるとすればここだろうというのがさっきの後

藤さんのご意見であったわけですね。だから北村さんもここでジェンダーという言葉を使

って修正意見をお出しになったので、そのジェンダーに対してどのような注をつければみ

んなが納得するでしょうかということなんです。 

○北村委員  それはあれですよね。ジェンダーが一般的に言われている定義の問題ではな

くて、ここに入れ込む場合の色づけということですか。 

○本田座長 一般的な定義と全く違う色づけをするわけではないですよね。 

○樋口座長代理  例えば読売新聞では、ジェンダーという言葉を使って記事を書いている

かどうかとか。 

○北村委員  書いてますね。それで実はこれはすごい頭痛の種なんです。生得的な性では

なくて文化的、社会的に付与された性的性格というふうな言い方をしているんですが、使

う場合には場面によって例えば体のことについて言う場合とか、職業について言うことな

んかで若干幅がありますが、基本的にはそういう説明をするようにはしています。だから、

そういうごく一般的な注でいいのか。例えばこれ非常に理解しにくい概念でもありますの

で、例えばというような、注の段階で許されるかどうか分かりませんけれども、イメージ

的にご理解いただくためにはそういう手法もあるかなというふうに思いますね。 

○玄田委員  ここでジェンダーについて何を女子の学生に教えたいかを具体的に言ってほ

しい。 

○本田座長 いえ、女子の学生に教えるというよりも、ジェンダーによる職業的な問題な

どを少しここで触れるというので… 

○玄田委員  差があるということを職業指導の中に入れるわけですよね、今の趣旨は。ジ

ェンダーに差があることを何を具体的に指導しようと言っているわけですか。 

○北村委員  ジェンダーを指導するというんじゃなくて、ジェンダーによるギャップがあ

るということを前提にして対応することが必要だということ。 

○玄田委員  前提にして何を。それは企業に対して、ジェンダーによる差に対して一定の

是正をしてほしいというのは分かるけど、個々の学生に対してジェンダーには差があると

いうことで何を具体的に指導しろと言っているの。 
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○北村委員  そうですね。すごく具体的なんですけれども、私のイメージでは、多くの女

子学生たちが母親の生き方をコピーして、自分は結婚して子どもを持ってお家にいるのよ

みたいなふうな考え方をするとすると、今これから先は家族単位よりは個人単位になるで

ありましょうというような情報を出すということも、私は一つの配慮だと思います。 

○本田座長 すると例えば男の子も女の子も違いはないと。能力さえ同じであればどんな

職業にもつけると言っているけれども、現実は違うかもしれないということも認識させる

というのがさっきのホンネとタテマエ論で言えば、そういう教育も必要ではないかという

のが相原さんのご意見の中にはちらっとあったように思いますが、そのようなことも含み

ますか。 

○北村委員  ええ、ジェンダー配慮というのはそういうことだと思いますが。 

○樋口座長代理  もともとの事務局のイメージというのは、むしろ例えば女性の場合は一

般事務職とか、男の場合には正社員とかというように固定観念があるのをむしろもっと広

げてみた方がいいんじゃないかというのが、ここのイメージだったわけですよね。 

それだけちょっと。 

○椋野参事官  はい。 

○広田委員  学校の内部でのジェンダーの問題というのは微妙で、例えば現状がこうなっ

ていますとかという情報が、10年先には例えば労働市場の構造とか全く変わるかもしれな

いけれども、今はこうなっていますと。それに合わせた進路指導をしたら、ある意味では

起きるべきものを封じ込めてしまうとか、そういうことが起きてしまう。だから、ある意

味ステレオタイプをつくってしまうとか、非常に微妙な問題じゃないかと思います。玄田

さんがちょっと疑問を持たれたように、学校内部で困った形で実現してしてしまうという、

そういうふうなことが起こりかねないと思います。 

○本田座長 はい。 

○北村委員  ジェンダー論というのは非常に実社会とビビットに対応していると思うんで

すね。ですから理科の教科書みたいにこう決まったらこうだというんじゃなくて、ジェン

ダーに対する配慮というのは時々刻々と変わっていくもので、ですからそれを教育する側

の大人にも非常にバランスのとれた成熟した態度と、何かアップトゥデイトな情報が求め

られるものだと思います。ここは先生が、あるいは学校教育というものがそういうものを

具現しているということを前提に、今申し上げているわけなんですけど。 

○後藤委員  結局ここに盛り込むことって、ある意味ちょっと無理があるかなというのは
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ありまして……いや、と言うか、私はどっかに盛り込むという意味で申し上げているので、

だから36ページに一応そういう趣旨のことが新たに盛り込まれましたので。ジェンダーに

ついて確かにおっしゃるように学校教育とか、今玄田さんもおっしゃったように、ある意

味で学校で教えるというのは無理があるし、広田さんがおっしゃったことも分かりますの

で、学校との関連の中で、特に職業選択の関係の中で出てくるというのはかなり無理があ

るとは思いますので。ただ、そうするとジェンダーという言葉が入らなくていいかという

問題が若干あります 

○本田座長 36ページに女は家庭という明確な性別役割分業に基づくライフスタイル云々

というところがあるから、内容的には触れているということですよね。 

○後藤委員  内容的にはそういうことなので、とりあえずそこでもいいかなという、あと

男女共同参画社会というのが入っているしというのは。ただジェンダーという言葉が入ら

ないと、やっぱりそういう今後ジェンダーについてということで、ジェンダーという言葉

が一つも入らない青少年の育成という報告書があることに対する影響という方を私は懸念

しておりまして、ですからここに入れるということには全然こだわっておりませんし、な

るべく問題がないところで、一言入れてほしいということが私の希望だということです。 

○北村委員  現実には就職の段階で、学校教育というのは建前的にも男女平等、機会均等

みたいなものがかなり実践されていると思うんですが、実際経済生活に入っていく段階で

女の子は初めてああそうだったのかみたいなことはあるわけですよね。それ考えると、私

は個人的には就職指導の段階で、いや世の中というのは女の子に甘いもんじゃないんだみ

たいなことを何らかの形で知らせることは重要なことだと思っています。ジェンダーをど

こに入れるかという論になったときに、よく考えてみれば、今たまたまここで出てきたこ

とですけれども、子どもを育てるときに男の子、女の子、みんな同じだよと育てるのも乱

暴な話ですし、逆に女の子だからこうなんだよとやけに手厚くしたり邪険にするのもあれ

なので、何ていうんですかね、全体にかぶる前文的なところで上手にジェンダー、つまり

それはいろんな局面で形を変えて出てくるかもしれないけれども、やっぱり私は配慮する

ことが逆に男の子にとっても必要なことだと思いますので、何かちょっと抽象的かもしれ

ませんが、全体にかかる形で理念としてうたっていただければありがたいなという気はい

たしますが。 

○樋口座長代理  その場合はここは取っちゃっていいんですか。 

○北村委員  そうなると重なりになるように思いますので。 



51 

○樋口座長代理  私も玄田委員と同じ意見……同じことを指摘しているのかは分かりませ

んが、結論はいっしょなんですが。やっぱりここで例えば女性は就業が厳しいと、それに

沿って指導助言しろといったときに、先生は厳しいからこの程度の仕事で我慢しなさいと

指導するということになるのか。具体的に考えるとちょっと怖いところがあるんですよ。

ですので、ちょっとここで表現するというのはどうかなという気がします。 

○玄田委員  私も樋口さんに賛成で、むしろジェンダーのことについては学生に教えるよ

り大人の問題だから、さっきの親が専業主婦だからあなたもというのは、むしろ親の方に

固定的な性別役割分担意識を子どもに植えつけないように、個々人を個性の存在として見

て、性の存在として見ないことが必要だということを書くべきであって、子どもにジェン

ダーがあるからあなたは不利なんだよと教えること以前の段階だと思います。だから、こ

れジェンダーに対して言うのだから、訴えかける対象が若い学生ではなくて大人であるか

ら、例えば42ページの大人一人一人の取組のところに、個々の状況に応じて何とかしなさ

いというときに、個々の問題というのを知らず知らず性別による役割分担を子どもに意識

として植えつけないようにすることも肝要だということでジェンダーを入れる方がまだ自

然だろうと思いますけどね。 

○本田座長 分かりました。大体じゃジェンダーに関しては、むしろ全体にかぶるような

形で、どこかでちょっと触れるということにいたしましょう。それからジェンダーに対し

て注をつけるかつけないかですけれども、つけないでも分かってくださいでやりますか。

それともつけますか。 

○後藤委員  今ジェンダーに注をつけると、大変セクシャリティの問題とか、ジェンダー

トラブルの問題とかありますから、私はジェンダーは下手に今この報告書の中で、文化的

性と……論文ならまだしも、ここでやってしまうことの、ある意味ここにいる人たちのジ

ェンダーの理解が疑われても私もちょっと困るというのはすごくありますので、そんなこ

とはジェンダーということでいってよろしいというか、その方が私としてはいいんじゃな

いかなという気がします。すみません。 

○本田座長 はい、分かりました。北村さんもそうですか。 

○北村委員  疑われると困りますので注は入れないということで。ジェンダーについては、

全体にかぶせる形で、ぜひどこかにお願いします。 

○本田座長 はい。じゃそれは工夫していただくことにいたしましょう。 

  さて、もう時間が過ぎてしまっておりますが、このくらいでよろしゅうございますでし
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ょうか。はい。最後にしましょうね、天野さんで。 

○天野委員 ９ページなんですが、近所とのつき合いの減少というところで、近所とのつ

き合いについて、よく人の子を怒れるというようなことを言われるんだけど、子どもと大

人のつき合いは怒るだけじゃないから、これ引っ繰り返した方がいいなと思ったんです。

というのは、２段目と３段目、大人たちの間でも近所とのつき合いはあいさつ程度が望ま

しいと考える者が増加し、その割合は４人に１人となっている。それで、それを反映して

か、近所の大人から注意されたり、叱られた経験のある青少年は３割程度と答えていると

いうぐらいのね、そういうふうにした方がいいなというふうに思いました。 

○本田座長 それは確かにそうですね。はい、分かりました。 

  それでは、まだ何か考えていくと、あっちこっちつっつきたいところがたくさんおあり

かもしれませんけれども、本日の議論をもって全体討議は終了させていただきます。 

  そして、次に関しては。 

○椋野参事官  いろいろいただいた意見を事務局の方で反映をして修正をさせていただき

ますけれども、もう全体で議論する機会がございませんので、座長の方とご相談をしなが

ら、もし個別に確認する必要があればご相談させていただくかもしれませんけれども、基

本的には座長とご相談しながら事務局で修正するという形でよろしゅうございますでしょ

うか。 

 もし、今時間が過ぎてしまって言いたいことがあったんだけれどもということがあれば、

会議の終了後事務局待っておりますので、恐縮ですが、きょう言っていただくか、あるい

は付箋をつけたものをいただくなりさせていただければと思います。いろいろとあるかと

思いますが、恐縮ですが、スケジュールございますので、きょうということで終わりにさ

せていただきたいと思います。 

○本田座長 では次は４月15日ですか。４月15日の４時30分から６時までが予定されてお

ります。これが最終回でございまして、総理官邸での開催でございますか。そして福田官

房長官に報告書を提出するということになっております。そのとき皆様からも一言ずつ。 

○椋野参事官  はい。官房長官の時間が許す限り一言ずつのコメントを聞かせていただき

たいと思いますが、どうしても直前にいろいろと入ることがあるので、もしかしたらスケ

ジュールとれないかもしれませんけれども、今のところそういうことでお願いはしてあり

ます。よろしくお願いします。 

○本田座長 それでは４月15日、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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  どうもありがとうございました。 

                              午後 ５時４５分閉会 


