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青少年の育成に関する有識者懇談会（第１５回） 

 

１．日  時  平成１５年４月１５日（火）１６：３０～ 

２．場  所  総理大臣官邸４階大会議室 

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 

     落合 恵美子 京都大学大学院文学研究科助教授 

     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 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

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 

     吉田 敬子  九州大学医学部附属病院精神科講師 

４．議  題 

１ 開会 

２ 懇談会報告書（案）について 

  ３ 懇談会報告書の内閣官房長官への提出 

  ４ 内閣官房長官あいさつ 

  ５ その他 

  ６ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 

   資料  懇談会報告書（案） 

  【参考資料】 

   参考  青少年の育成に関する有識者懇談会（第 14 回）議事概要 
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                              午後４時３１分開会 

○本田座長 それでは、定刻になりましたし、官房長官もご着席でございますから、始め

させていただきます。 

 玄田委員は若干遅刻するというご連絡を頂戴しております。 

 本日は 15 回目の懇談会でございまして、最後の会合でございますから、本懇談会の主催

者でいらっしゃる福田内閣官房長官にもご出席いただきました。ご用繁多の折からありが

とうございました。また、阿南政務官にもご出席をいただいております。よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

 本日は、この報告書を官房長官にお渡しするという日でございますけれども、この報告

書につきましては、皆様方から大変熱心なご討論をいただきました。そして、予定の回数

よりも少しオーバーした回を重ねまして、さまざまなご議論をいただきましたわけですが、

前回の会合で、座長と事務局の方に最終的な案の作成についてはご一任いただくというこ

とを取りつけさせていただきました。その後、皆様方にも改めてこの原案をお示しいたし

ましたし、若干のご意見を頂戴して調整を終了したものでございます。 

 既に皆様のお手元に、この大変立派なものがお示ししてございます。これをこれからお

渡しするのですが、この案については、既に皆様、ご了承済みでいらっしゃいますから、

これでよろしゅうございますでしょうか。最終確認をさせていただきます。ご異議ござい

ませんかと申し上げまして、大変個性的な委員が多いので、きょう「異議あり」と言われ

たら、実はどうしようかと思っておりましたんですけれども、ご異議ございませんね。よ

ろしゅうございますか。（異議なし） 

 それでは、全員一致ということで、官房長官にお渡しさせていただきます。 

          〔懇談会報告書の内閣官房長官への提出〕 

 それでは、ただいま福田長官にお渡し申し上げましたので、福田官房長官から一言ごあ

いさつを頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○福田内閣官房長官 本田座長を初め、委員の皆様方におかれましては、昨年４月以来大

変熱心に、ほぼ１年にわたって、多様な論点がございます青少年の育成について、これま

で 15 回、延べ 34 時間、熱心に精力的にご議論を重ねていただいたことでございまして、

本当にありがたく思っております。私もその間、皆様方のご審議状況をお伺いしていなか

ったんでありますけれども、その集大成として、このように立派な報告書を取りまとめて
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いただきまして、本当に心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 この報告書には、ちょっと訂正があったらまずかったんでありますけれども、そういう

ふうにならなかったのでほっとしておりますけれども、多くのデータに裏付けられた青少

年の現状についての分析、また年齢期ごとの特性に着目した重要課題、それから全体を通

して今後の青少年の育成の基本的な対応の方向についてご提言を盛り込まれて、大変充実

した内容になっております。政府といたしましても、皆様からいただいたこの意欲的なご

提言を受けまして、青少年育成の基本理念、また中長期のビジョンなどを示す青少年プラ

ン、これはそういう名前になるかどうか分かりませんけれども、青少年プランというもの

を早急に作成してまいりたいと思っております。そのプランに基づいて、青少年の社会的

自立などを適切に支援するための諸施策を関係府省協力して推進してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 委員の皆様方には、それぞれの分野において今後とも引き続きご支援とご協力をよろし

くお願いをいたしまして、ごあいさつにさせていただく次第でございます。本当にありが

とうございました。 

○本田座長 では、ありがとうございました。ただいま官房長官から、大変ご懇篤なごあ

いさつを頂戴いたしました。 

 それで、委員の皆様もほっと肩の荷がおりたところかと思いますが、最終回でございま

すから、皆様から一言ずつご発言をいただこうかと思います。ただし、一言ずつと申しま

すと、皆様、十数分お話しになる方が多いので、本日は３分ぐらいでお願い申し上げたい

と思っております。そして、きょうは吉田委員の方から順番に回っていこうかと思います

ので、吉田委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。３分でお願い申し上げます。 

○吉田委員 私は、児童の精神医学の領域の立場から参加させていただきました。もとも

と私の専門でも、児童精神医学に関しましては、常に学術集会でも心理学、教育学は一緒

に論議されている連携領域であります。しかし今回は、司法だとか労働力の問題も含めま

して、もっと総合的な会議に出席させていただいたと思っています。今後は、各領域をバ

ックに背負って、私個人ではなく、精神医学の領域のもう少しリプレゼンタティブなもの

があれば、さらなる発展があるかと思います。 

 それから、私どもの領域では、ヒア・アンド・ナウというだけではなくて、長期予後、

それがどのような結果になったかということが、常に考えるべき一つのターゲットであり

ますが、そういう意味で、このようなことが討議された結果このようになって、それがど
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のような予後、アウトカムになるのかというところまで含めた長期的なフォローアップと

いうのが必要であると私の方からは提案させていただきます。 

 それから、３点目ですが、常に子どもの場合は周囲に親というのがまず直接的にいます

が、親業、親観点からの報告がやはり少なかったと思います。それも踏まえて、世代間も

含めた総合的な子どもの育成について、今後討議していければいいかなと思っております。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、松下委員、お願い申し上げます。 

○松下委員 私は、青少年を対象とした社会教育施設であります少年自然の家で仕事をし

ている立場と、それから、青少年団体でボランティアリーダーを経験しております立場か

ら、ここに加えていただいたと思っております。 

 私の立場から申しますと、近年、教室での学習とともに体験活動が非常に重要であると

言われておりまして、私どもはその部分で、自然の中での自然学習の体験、あるいは集団

活動の体験などを通して心を育てるということに努めているわけなんですけれども、心の

教育と言われだしましてから、あとを追うように急にペーパーテストで判断される学校で

のいわゆる学力の低下ということが問題になってきております。このごろ青少年教育施設

等で行われる学校外活動に参加する子どもたちの期間が短くなり、あるいは地域の青少年

団体の活動に参加しない子どもも多くなっているということを、大変気にしておりまして、

学校での学習とともに、またそういう体験の中から学ぶ、取り組むというような姿勢を育

てていくことが大事だということで、会議内で報告と意見を申し上げたことでございまし

た。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 では、前田委員。 

○前田委員 小・中・高等学校の教育現場からの委員が私１人でしたので、小・中・高の

学校の現状と課題について、委員の皆さんに理解していただくことに大変苦労いたしまし

た。児童・生徒は、１日 24 時間の中で３分の１以上が学校生活をしているわけでございま

すので、是非生徒と教職員が夢と希望のある、そういう社会を築いていただきたいという

ふうに思っております。その際、是非策定委員等の人選につきましては、現場の方を多く

選出していただきたいというように考えております。 

 それから、児童・生徒が減少している中で、本校では、葛飾区の学校自由化制の中で、
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おかげさまで学級増ということで、非常に評価を真摯に受けとめて教育活動を進めており

ます。実は明後日、１年生の体験学習で、１泊２日の自然体験等のため千葉県に行きます。

キッコーマン醤油の野田工場にも視察に行く予定でございます。皆さんの学校教育に対す

る意見を参考にして、よりよい教育活動を進めていきたいというように考えております。

１年間、15 回の会合に無遅刻無欠席で出席させていただきまして、私なりに意見を述べさ

せていただきましたし、大変勉強になりました。ありがとうございます。 

 なお、今年度最初の学校だよりを、これは毎月私は書いているんですけれども、ご覧に

なって、学校の現場をもしご参観したい方がいらっしゃいましたら、遠慮なく葛飾区の常

盤中学校に来ていただいて、できれば午後に来ていただいて、午後の授業と放課後の部活

動と、そして地域の視察で葛飾柴又の帝釈天をお参りして、寅さん記念館を見て、矢切の

渡しの渡し舟に乗って、そして夜は川魚料理をごちそうになって、「連れて逃げてよ」と

いうカラオケを歌うというのが非常にいいかと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。１年間ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。教育現場から孤軍奮闘してくださいましたけれども、

最後に大変楽しいご提案をいただきまして感謝申し上げます。 

 では、杉山委員、お願い申し上げます。 

○杉山委員 私は、主に乳幼児期の子どもが多いんですが、子育て支援のＮＰＯ活動のネ

ットワーキングですとか、行政との橋渡しのような仕事をしておりまして、一方、家庭で

は中学２年になります男の子の母親という、そういった一般的な立場からの参加というこ

とになるのかなというふうに思っております。一方で、たまたま厚生労働省の年金部会の

委員をしていた関係で、制度上、年金がかなり難しい状態にある中での青少年の位置とい

うので相当迷いましたが、ただ、今の充実と将来の一人前の大人への成長という両方を見

ていくことが青少年にとっては必要だという、この報告書にもあることを本当に深いなと

いうふうに感じました。 

 こちらの報告書、やはりこれだけ議論をしてやっとつくったものですので、あとはうま

く使っていきたいなというふうに思っております。特にやはり現場の、ＮＰＯのところで

も、すごくいいものができたので、是非読んで参考にして活動に役立ててほしいというふ

うに伝えていきたいと思っているんですが、特に子どもを、守られ、与えられ、導かれる

と見るだけでなく、自分の意思を持ち、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自ら主張、行動する能動性を大事にしたいというあたりがとても私は
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好きです。やはり子どもを信じるところから始めていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 本当に若輩者で、なかなか論理立ったことが言えなかったんですけれども、私も前田先

生同様全回出席させていただきました。どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。表彰状を用意すればよろしゅうございましたね。 

 それでは後藤委員、お願い申し上げます。 

○後藤委員 私は一応出席はしていたんですが、途中退席とか遅刻とかというのがござい

まして、表彰状はいただけないかなと思っておりますが、私は、少年法の研究者という立

場で参加させていただいております。少年法以外にも、最近はジェンダーの視点から、ド

メスティック・バイオレンスだとか児童虐待についても関心を持って研究している、その

ような立場からこちらに参加させていただきました。この 15 回、とても長かったような短

かったような、かなりいろいろな方のご意見が聞けたということは、私自身も大変勉強に

なりました。そのすべてがこの報告書に集約されているのではないかというふうに思って

おります。 

 最初のときに申し上げたと思いますが、やはりそれぞれが子ども時代を経験しておりま

すし、目の前にさまざまな形の子どもたちがいるわけです。どうしても自分が見ている子

どもというものを念頭に置いていろいろ考えていく傾向にある、そのところを、いろいろ

なタイプの子どもがいるんだと、例えば私が見ているような子ども、非行の少年たちとい

うのは、ある意味とても珍しいといいますか、いろいろな少年たちの中の一部なんだ、青

少年の一部なんだということを改めて気づかさせていただきました。そういう意味では、

子どもたちの年齢層もそうですし、置かれている状況というのはかなり多様になっている。

その子どもたちに対してどのように大人たちが、そして政府がやっていくのかというのは、

かなり難しい課題であると改めて感じました。 

 私が一番感じましたのは、やはりこの報告書のその後が、とても私自身は気になってお

ります。子どもたちは選挙権がないものですから、主体的に何かするという力がありませ

ん。例えば男女共同参画社会基本法のような法律というものを自分たちの手でつくること

は、残念ながらできないわけです。したがいまして、やはり私としては、子ども版の基本

法のようなものを策定することによって、より政府の施策が進んでいくということを心か

ら希望しておりますし、それをつくる際に参考にしていただけたらなというふうに思って

おります。 
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 １年間ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。法律のご専門から、新しい法の策定に関してのご

提言ということでございましょうか。 

 それでは、玄田委員がご不在のときに、ご異議はないものと考えさせていただきまして、

官房長官の方に報告書はお手渡し申し上げました。それで、お着きになったばかりでござ

いますけれども、最後に一言ずつ皆様からご意見を頂戴しております。どうぞよろしくお

願いします。ただし３分ぐらいでお願い申し上げます。 

○玄田委員 遅れまして申しわけありませんでした。玄田と申します。私も座長代理と同

じく、経済学という立場から、この議論に参加させていただきました。 

 それで、３分間なので、是非お願いしたいことの一つは、雇用という問題を考えますと、

若年雇用問題に最近は非常に大きな焦点が当てられていますが、過去の先進国の例を見て

みますと、若年雇用対策はこうすれば一挙解決というふうな、なかなか抜本的な処方せん

がないということをまず前提として議論しなければならなくて、雇用対策以前に、やはり

景気がよくならない限り、若年の雇用問題というのはなかなか改善しないので、当たり前

のことですけれども、是非改めてお願いしたい。 

 加えて、今回、若年が問題になりましたけれども、実は若年問題と中高年の問題は密接

に結びついていて、今、若年に雇用がないのも、中高年の雇用で手いっぱいであって、若

年まで採用に手が回らないというのが多くの日本企業の現実かと思います。そう考えてみ

ますと、今、失業者の数が約 350 万人いて、この 350 万人を雇用対策で半分にするのはな

かなか難しいんですが、どこかターゲットを絞って雇用対策をすることによって、何か光

明が見える余地があるんではないか。特に中高年の場合、今、45 歳から 54 歳の働きざか

りの中高年で１年以上の長期失業をされている方が約 20 万人。まず、この 20 万人を何と

か半分ないしは３分の１にすることができれば、随分社会全体の安心感にはつながるんで

はないか。 

  同じように若年の問題を考えてみますと、若年にはさまざまな問題がありますけれども、

今実際、雇用対策という面でもなかなか焦点が当たっていない部分に、特に高校中退者の

対策があろうかと思います。資料にも挙がっておりますけれども、最近は中退率も上がっ

ていますし、１年に大体 10 万人以上高校中退者がいて、統計を見ますと、中退者は失業者

数にもならない。つまり職探しすらもしないというのが非常に多くなっているということ

を考えると、中退者というふうなことも一つとして、特に失業の危険性の高い若者に対す



 8 

るターゲットを絞った対策というのもこれから考えていく必要があろうかというふうなこ

とを、今回の懇談会を含めて今後とも、私からは是非よろしくお願い申し上げます。 

  ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

  それでは、北村委員、お願い申し上げます。 

○北村委員  私は各先生方と違って、これといった専門のない新聞記者でございます。生

活面というところを長く担当していたせいで、それで声をかけていただいたと思うんです

が、そんなわけですので、私にとっての１年間というのは、ほとんど本田スクールで勉強

するというような１年間、インプットの連続だったんですが、それでも幾つか気のついた

ことがございます。 

  その一つは、やはり我々は、平和で豊かで病気がなくて、そういう生活というのを一生

懸命つくってきたわけなんですが、それは個人の成長の過程から見ると、少なくとも子ど

も、青少年にとっては必ずしもハッピーなことではないということです。 

  アウトプットに関しては、私は２つ考えることがありまして、一つは、たまたま男女共

同参画の方の仕事もお手伝いさせていただいているので、どうしても女性の生き方と子ど

ものあり方というのをリンクして考えるわけなんですが、今の日本、女性のポテンシャル

は非常に高いのに、そのエネルギーが流れ出ていくところがないということが、子どもの

上にすごく歪んだものを及ぼしているんではないかという気がするんですね。家庭の中で

のこれだけ高いボルテージというものを適正に放射しないと、かえって子どもにとっては

まずいんじゃないかということを強く感じました。それは恐らく間接的に女性の雇用であ

るとか、いろいろな社会参加とつながっているんではないかと思いました。 

 それからもう一つなんですが、これはこの中にも反映させていただいて、非常にうれし

く思っているんですが、今、メディアの世界では、教育ということについて一つの論評の

パターンができてしまっている。つまり、子どもは結構なもので、何か失敗をしでかす子

も、ふだんは大したことのない子どもなのにというような言い方があって、それって美し

い文言なんだけれども、実は問題探求というところからいうと、どこか蓋をしてしまって

いるところがあるように思うんですね。メディアの世界では、人権に絡むという発想から、

そういったものにすごく遠慮深い物言いになってしまって、もう一歩なかなか近づけない

ということなのですが、この懇談会では率直でリアルな考え方と討論をするべきだという

ふうに言っていただいた。もちろんその反対には、何か欠点が指摘されても目くじら立て
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ないで、それはそれとして対応していくという非常に成熟した社会の感覚が求められると

思うんですが、それについて触れていただいたことはうれしいことです。これからメディ

アで仕事をしていく上でも、肝に銘じていこうと思っております。 

 どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、落合委員、お願いいたします。 

○落合委員 私は社会学を研究していまして、特にその中でも家族社会学というのを中心

にやっております。ただ、この会には社会学者としてと同時に、子どもを抱えた母親とい

う立場からも出させていただきまして、特に私は、実は先ほどお話がありました高校中退

者の母なんです。ここの会議が始まる前に娘が高校を中退しまして、ですから、その葛藤

とともに参加させていただきました。 

 結局、この春から大学に入ったんですけれども、その間に世界旅行はいたしましたし、

日本じゅう、また旅をして、帰ってきてみたら勉強がしたいと気がついたと言うんですね。

それでにわかに勉強して、何とか大学に入ったんですけれども、その過程を見ていまして、

子どもの友達も中退した子なんかも結構いまして、そういうのを見ていますと、子どもと

いうのは、外から見ればただの中退者です。レッテルを貼られるかもしれません。でも、

本人たちはかなり一生懸命生きているんですよね。それでいろいろな可能性を求めて世界

旅行もしてみれば、いろいろなことを試してみている。そのときに、ＮＧＯなどに参加す

ること、ボランティアをすること、そういうことが随分成長の役に立ちました。その経験

を通しまして子どもの底力というようなものを改めて感じまして、やはり子どもを信じて

やること、それで、こういう難しい時代ですから、大人もあがいていますけれども子ども

もあがいていると思うんですね。でも、若い人があがいている中から、きっとこれからの

社会の可能性が出てくるんじゃないかと思いまして、それを辛抱強く見つめてやる必要と

いうものを非常に感じました。この会でもそういう話をさせていただきました。 

 どうも本当にありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは、天野委員。 

○天野委員 スーツは、この懇談会の１回目に着てから、きょうはその次の機会で、ふだ

んの暮らしでも日ごろほとんど着ていません。みんなに奇異な目で見られております。 

 僕は遊び場に関わってやってきているんですが、多分立場としては、おまえは何を言っ
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ても、きっと失う社会的立場が何もないからという、その立場から出たんだろうと思うん

ですが、好きなことを言わせていただきました。 

 子どもの遊びに関わっていると、本当にたくさんの子どもが遊び場に来ているんですが、

それこそ健全と言われる子もいるだろうし、非行と言われる子も来ています。暴走族がた

まったりしているような場合もあるんですね。暴走族が幼児と遊んでいるという場合もあ

るんですね。非常に不思議な空間です。いろいろな子たちがいろいろな関わりでもって関

係を紡いでいるというような、そんなような遊び場なんですが、一貫して僕がずっと言っ

ていたところというのは、多分大人が子どもに対してできることというのは限界があると

いうことです。やっていいこととやっちゃいけないことがあるんじゃないかというのをず

っと感じ続けているんですね。 

 特に遊びなんかに関わっていると、例えば子どもが基地をつくり始めたときに、「それ

は正しい基地のつくり方じゃない」とか、例えば「こういうふうに基地をつくるともっと

頑丈になる」とか、大人がそういう正解を持って用意をして子どもと触れても、そんなこ

とは子どもからすると余計なお世話なわけですね。自分たちでいろいろな試行錯誤をしな

がら、自分たちの基地を自分たちの力でつくり上げていくということが、子どもにとって

非常に重要な力になっているわけですね。その結果、僕らが考えたり見たりすることから

すると、非常に陳腐な基地にしかなっていなかったりとか、すぐに壊れちゃうような強度

しかなかったりするものだったりするかもしれないけれども、だけれども、やはり重要な

のは、子どもが自分の力で試行錯誤するということだというふうに僕は感じています。 

 遊び場というのは、そういう子どもの力をどれだけ信じて子どもの動きを見守れるかと

いうところが、もう命綱になっているんですね。つまり、大人が全力を挙げて子どもを見

守る。その間には試行錯誤がたくさんあります。大人の気に入らないようなことをやらか

すこともたくさんある。けれども、そういうことの中でしか獲得できないものが多分彼ら

の中にある。僕はそれを確信で思っていますので、大人がしてはならないことをどういう

ふうに大人がわきまえるか。 

 僕は、この報告書は非常に誇り高い報告書になったというふうに思っているんです。と

いうのは、子どもが子どもであるということを言えるということは、大人が大人にならな

きゃいけないというふうに僕は感じるんですね。陽が射せば陰が鮮やかに現れるように、

子どもというものが鮮やかになるためには大人がきちんと大人として立つことが欠かせま

せん。その時、子どもをやはりきちんと保護し、子どもを認める大人ができるんではない
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かというふうに思っています。そういう点では非常に大人の報告書ができたんではないか

というふうに僕は感じていて、誇り高い大人の一つの宣言書だというふうに感じるところ

があります。だから子どもに預けなければならないこと、子どもを見守って、子どものや

ることを支えなきゃいけないことがあるんではないかというふうに思います。それを見つ

める一つのいい機会にできたんじゃないかと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。いつもの天野節ではございますけれども、スーツに

ふさわしくおまとめいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、相原委員、お願い申し上げます。 

○相原委員 私は弁護士という立場で、主に非行少年、もしくはさらには実際の社会に関

わる観点からということで参加させていただいたんですが、会としては、先ほどから皆様

がおっしゃっておられるように、いろいろな忌憚のない意見を多数伺うことができまして、

非常に有意義でした。特に有識者懇談会というと建前的なことから始まるのかなと思った

ら、普通に常識として表面的な流れで出てきている言葉ではなく、それぞれが非常に資料

等も含めましていろいろ教えていただいたし、各方面での専門的なお話、これは本当に私

にとって財産になるなという印象を持っております。 

 あと、私の個人的な分野に関しましては、正直に申し上げまして、今でもかなり迷って

いるところがあるわけです。といいますのは、端的にお名前を出して恐縮なんですが、例

えば前田先生のおっしゃる学校の体系の中における教育という問題、それから、一方で今

おっしゃられました天野先生の、いわゆる子どもの力を信じて、規制とか、そういう体系

を考えるということからちょっと引くといいますか、印象的に申し上げるとそういうこと。

そこら辺のバランスというんですかね、次元が違うなと思いつつも、じゃ、現場ではどう

すればいいのかということが最後まで非常に悩ましかったです。 

 私がちょっと最近関わっている、日本語が話せるけれども読み書きできない日本人の少

年で、母親は日本語も話せず、父親はある刑務所に入っているという子がいます。その少

年は窃盗団の使い走りをしている。そんなに非行性は強くない。じゃ、この子をどうすれ

ばいいのかという具体例のときに、後藤委員なんかは、やはりそういうケースで監督され

たりするお立場でしょうけれども、現実にどうしたらいいんだろうかということで今も悩

みます。家裁の調査官なんかと話をして、では監督を厳しくしてしつけをやるのか、この

子を就職させるということは、今、とてもそういう状況ではないですから、この子が適応
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できるようにするにはどうすればいいかとかといったように悩んでいます。そういう予備

軍みたいなお子さんが、これからどんどんまた増えていく。この懇談会の中では、そうい

う意味での外国人というか、もしくは外国での教育を受けた子ということはあまり意識し

ていなかったとは思うんですけれども、これからそういう問題も発生します。ただし、結

論として帰っていくところはきょうの報告書にあるところになるだろうなと思いつつ、こ

れから現場で悩みながら、ここで伺ったお話をもとに、もう一度反芻しながら、それこそ

個々のケースについて対応していかなくてはいけないなというのが今の実感です。 

 あと、最後に一言、私は完全出席できなかったんですけれども、特に今年に入りまして

交通事故に遭いまして、１カ月半ほど仕事を休みました。そういうときに、自分が急にド

ロップアウトしてしまうと非常に不安になりますし、孤独になりますし、頭の打ちどころ

が悪ければ、多分ここにももう出席できていなかったでしょう。そういう状況だったんで

すが、そういうときに、少年自体が落ちこぼれるのと同じような意味での孤独感とか、も

う本当に一歩間違えば明日どうなるか分からないという、この社会、仕事を失うかもしれ

ないという、そういう状況の中で、そういうときにフォローする体制というのが育成の場

面でもやはり必要なんだなと。私は仲間に助けられましたけれども、そういう意味でみん

ながバックアップしていくシステムというか、ネットワークづくりが、ここでお話を伺い

ながら垣間見られたんじゃないかなと思っております。 

 ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。大変ご自分の身に即したご発言で、身にしみて感じ

させていただきました。 

 では、樋口座長代理、お願い申し上げます。 

○樋口座長代理 座長代理という大役をいただきながら、座長が毎回出席していただきま

して、私のやることは特にございませんでした。出席させていただきまして、ほかの研究

会、懇談会に比べて、やはり非常に本音ベースでこれは議論ができたなと。しかもなごや

かな議論ができたということで、皆さんに感謝したいというふうに思います。 

 私は労働経済学が専門でございますので、そういった視点から、特に若年失業の問題と

いうようなことでいろいろ発言をさせていただきました。痛感しますのは、やはり経済成

長率が普通の国になったと。そういった日本において、どうも暮らしの方は歪んだままと

いうのが現状で、そのしわ寄せというのが、こういう若年の問題であるとか、あるいは高

齢者の問題といったところにあらわれてきているのかなという気がします。玄田委員が 35
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0 万人の失業というお話をなさいましたし、本の中にも、横浜市の人口と同じだけの人が

今失業している。今や横浜市を超えまして、静岡県の人口と同じだけの人が失業している

というような状況になってきて、従来は高い成長率であったがゆえに覆い隠してきた、見

えなくしてきたといったような問題があったんではないか。それが今、顕在化してきてい

るというようなことがあるんじゃないかというふうに思っています。 

  例えば、企業では過剰雇用が叫ばれ、人員が削減されながら、その一方でサービス残業

が伸びていくというようなことが実際に起こっている。その結果が、片方では失業して自

殺する人が過去最高といいながら、過労でまた自殺するとか、過労死なさる方も過去最高

というような、非常にバランスが崩れた社会になりつつあるんじゃないかというようなこ

とを懸念しておりまして、やはり普通の経済成長率になったら、少なくとも普通の生活が

できるような状況を最低限どう確保していくのかというようなことも必要なライフスタイ

ルになってきているのかなというふうに思います。 

  そういう中で、若年問題に限って申し上げれば、やはり雇用機会をどういうふうにつく

っていくのかというのは最大の課題であろうというふうに思います。そしてまた、企業に

おいて最近見られるのは、どうも若年イコールしつけのできていない厄介者というような

印象を持たれる経営者の方が多くて、中途採用はするけれども、新卒採用はちょっとごめ

んねというようなところが出てきているかと思います。こういう状況を考えると、やはり

それを打破していく上では、能力開発、それと就業が同時並行的にできる。例えば月、水、

金は会社に勤めながら、火、木というのは能力開発ができるというような、企業と社会が

一体になったデュアルシステムのようなものをつくっていくというような具体案、あるい

は、最初から若者を毛嫌いするんではなくて、トライアル雇用というような形で雇って、

そして能力開発をしながらということがどうしても必要じゃないか。我々の分析でも、や

はり若いときにフリーターをして自由を謳歌するということは、必ず後で代償を払ってい

るというようなところもございまして、そういうところを考えながら対策を打っていかな

くちゃいけないんではないか。 

 ただし、従来の雇用対策ではもう限界があるというふうに思っておりまして、先ほど関

係府省の協力が必要だというようなお話がございましたが、まさにそういう状況になって

きて、文科省、あるいは厚生労働省あたり、さらには経済産業省、財務省も含めた戦略と

して、一本の方向を向いた対策といったものを練っていくというようなことが必要な時代

になってきたという感じを持っています。 
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  どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいま、委員の方にそれぞれ一言ずつ――一言ではなかったかと思いますけれども、

ご発言いただきました。本日は最後でございますし、官房長官もご出席なので、皆様、多

少威儀を正してのご発言であったかと思いますけれども、それでも、お話しなさっている

間にはそれぞれのお立場が主張されたり、個性がほの見えてきたりしておりまして、官房

長官、うなずきながら丁寧にお聞きでございましたけれども、よくもまあ、こういう多種

多様な雑多な人々を抱え込んで懇談会をやってきたものだと、半ば感心、半ば呆れておい

でなのではないかと思います。 

 でも、おかげさまで、皆様がかなり本気でお話しくださいましたので、おもしろい懇談

会が持てました。最初に、子どもの問題とか若者の問題が論じられますときに、自分の経

験則に即したり、あるいは自分の思い出を語ってしまったりすることが多いけれども、な

るべくそれを避けましょう、これだけ違う立場の人間がいるのだから、むしろなるべくデ

ータに即してきちんと言えることを言うようにいたしましょうというような申し合わせを

いたしまして、それをかなり皆様はお守りくださいました。時には座長代理は「これでは

まるで懇談会ではなくて研究会ではないか。データを見て、一生懸命ああだ、こうだと言

っているんじゃ研究会で、どうやってまとめるのだ」というご心配からご助言をいただい

たりしたこともございましたけれども、おかげさまで、かなりいろいろな思いを込めなが

ら、それがきちんとした形でクールに表現された報告書になっているのではないかと思い

ます。 

 それから、これは事務局の方の多大なご努力なのですが、立派な資料集がつきまして、

このデータに即して私どもが語ったのだということを裏付けていただきましたこと、大変

うれしく思っております。ただ、データに即すということを強調いたしましたために、デ

ータのはっきりと出ていない部分を語り残したという思いは私などには若干ございます。

例えば、本日はヒトゲノムの解読がすべて終わったというような報告がございまして、こ

うなりますと、必ずこれが遺伝関係の問題として生殖医療と連動して、子どもの問題にも

関わってくるであろうと思います。それから、脳科学の発達というようなことが今のとこ

ろ一般に分かりやすいデータとして提示されていないものですから、語り得なかった部分

ですけれども、これらが子どもや教育の問題に大きく影響を持ってくるであろうと思いま

す。そのような形で、データとして蓄積されていない部分に関しては語り残している。こ
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れは将来の問題として残っているということがございますけれども、それらを含めて、と

りあえずこのような形でまとめましたこと、それから皆様にご協力いただきましたことを

うれしく思っております。 

 それから何よりも、最後に至りまして、繰り返し繰り返し皆様のご意向を入れながら文

章を調整してくださいました椋野参事官ほか事務局のお３方、これはもう大変なご努力で

いらしたかと思います。実は椋野さんたちにも一言と先ほどお願いしましたら、こういう

場所では役人はしゃべらないものだとおっしゃいますので、それを受けとめさせていただ

きましたけれども、私は、日本の官僚というのはやはり優秀なんだと、改めて椋野さんた

ちのご努力でそのような思いも抱かせていただきました。本当にありがとうございました。

おかげさまでございました。感謝申し上げます。 

 それでは、私どもの方から長々といろいろなことを申し上げましたけれども、福田官房

長官と阿南政務官から、何かご感想をいただきたいと思います。 

○福田内閣官房長官 それでは、ちょっと、順番でございますから。（笑） 

 今、お話を伺っておりまして、本当におもしろかったですね。何かお話を伺いますと、

楽しい懇談会だったということだそうでございますけれども、こういうお話、私もお一人

お一人からたくさんお伺いしたかったなと、こういうふうな思いでございます。これから

いろいろ機会があると思いますから、どうぞまたよろしくお願いいたします。 

 ３分間スピーチというので短かったんだけれども、しかし、今の玄田先生みたいに７分

分くらい早口でおっしゃった方もおられました。お一人お一人の話を伺っていますと、こ

れは本当に難しいものだなというように思いました。ここでもって、じゃ、今の３分間ス

ピーチの中から私に結論を出せと言ったって、頭の中が混乱しまして何が何だか分からな

いと、こういう状況。そのぐらい難しい問題だと思います。青少年といったって、小さい

ころから 30 歳まででしょう。随分その状況も違いますし、そういうものを全部網羅されて、

それをうまく皆様方のそういう勝手な――「勝手な」じゃない。（笑）自由な発言をうま

くまとめたということで整理していただいたわけでございますから、これを見て、これか

らこれをいかにして行政の方に反映させていくか。そのために青少年プランという、そう

いうような基本計画書をつくらなければいけない。これまた今、日本の我が国官僚をお褒

めいただきましたけれども、優秀なる官僚が一生懸命プランをつくり上げるというように

思います。 

 しかし、そのプランをつくるにつきましても、省庁がたくさんございまして、関係省庁
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が多いんですね。そういう省庁の意見を取りまとめてどういうふうにできるのかなという

ように思いますが、私からもお願いしておきますけれども、従来の官僚的発想でなく、や

はり新しい、きょうこういうふうな具体的なお話も伺いましたから、そういう皆さん方の

気持ちを込めた発想の転換というか、そういうことを是非お願いをしたいと思います。山

本政策統括官、あなたは次官級でございますから、それだけほかの省庁にもいろいろと物

を申す立場にあるわけですから、どうかよろしくご指導をお願いしたいと思います。 

 そして、これはひとつ委員の皆様方にも、是非この後も監視をして見ていただきたいな

というように思います。そして、また遠慮なく注文をつけていただきたいと、こんなふう

に思っております。そうしますれば、このご提言、報告に沿ったいいものができ上がる。

その結果、我が国の青少年問題が一挙に解決するということになろうかと期待いたしてお

ります。 

 しかし、青少年問題というのは、それはすなわち社会の問題であり、また親の問題でも

ある。社会や親の鏡であると、こういうふうにも思いますので、そういう意味では、私ど

もも十分気をつけてやりますけれども、先生方にもひとつ、どうぞ社会指導というか、そ

ういう面において、お力をそれぞれの分野で発揮していただきたいというように思ってい

ます。本田座長先生には本当にご苦労をお願いいたしました。それは樋口さんがそういう

ふうに言っているんですよ。（笑） 

 ひとつ、今後ともどうぞよろしくお願いいたしまして、感謝を申し上げます。 

○本田座長 それでは、阿南政務官、お願い申し上げます。 

○阿南大臣政務官 政務官の阿南でございます。 

 今お伺いいたしまして、本当に本田座長さんを初め委員の皆様方、１年間にわたり精力

的にご議論いただき、こんな立派なご報告をいただいて、厚く御礼を申し上げます。 

 私も実は役人出身でございまして、若いころに青少年対策本部というのが当時あったん

ですが、そこの健全育成非行担当参事官ということで２年ほど、この問題を勉強させてい

ただきました。本当に難しい問題でございます。いろいろな方面からいろいろなご意見が

あるわけでありますが、それをしっかりと受けとめなきゃいかんというふうに思っており

ます。 

 私、やはり親の問題があるなと思いまして、親学の会というものを今、個人的に主催を

させていただきまして、一月に１回、議員会館にお集まりをいただいておりますが、主と

して子育てに失敗をしたお母さん、あるいは子どもが自殺をしたお母さんという、やや負
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の部分ですね。健全育成をやろうと思ったんだけれども失敗したという方々、それから小

児科の先生とか、あるいは精神医学の先生だとか、いろいろな方々が集まっていただいて

勉強会をさせていただいております。厚生労働省や文科省から、それぞれの担当の課長さ

ん方にも来ていただいて、いろいろ勉強させていただいております。 

 今、１つ私の会で問題になっているのが、子どもの自殺ですね。子どもの自殺に対して、

やはりもっと政治、あるいは政府は見てくれないかという問題であります。飛行機が落っ

こちた場合に、これには直ちにいろいろな分野の専門家が集まって、二度とそのような事

故が起こらないようにという防止対策委員会ができて、３カ月なり半年、非常に精緻な調

査をされて報告書が出る。ところが子どもの自殺については、プライバシーの問題もいろ

いろあるんだろう思うんですが、そのままになっておる。これをひとつ考えてくださいと

いうような意見が非常に多くて、私もしっかり胸に落として頑張っていきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、このような立派な報告書をいただきましたわけでございます

から、しっかりと勉強をさせていただきたいと思います。本当にきょうはどうもご苦労さ

までございました。ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。官房長官からも政務官からも、何とかこれを活用

してあげましょうとでもいうようなご発言をいただきまして、これは大変ありがたく思っ

ております。是非どこかでご活用いただきまして、新しい政策などに反映していただけた

ら、それから、多分具体的な計画はそれぞれの省庁が練るんだろうと思いますけれども、

内閣府というお立場から基本的な方向を示すことに関して、ここに盛り込まれております

ような理念をお持ちいただければ、このメンバーとしてはこれに過ぎる光栄はないという

ことでございましょうか。どうもいろいろ皆様、ありがとうございました。 

 ただ、お時間がたっぷりございますから、いかがですか、皆様も。よろしゅうございま

すか。 

 それでは、予定よりもきょうは早く終わりました。皆様が多分３分で我慢してくださっ

たせいではないかと思いますが、本当にありがとうございました。 

 これで終了させていただきます。 

                              午後５時１７分閉会 


