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第 1回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について 

令和元年度青少年意見募集事業 

第 1 回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について 

 

１.実施の趣旨 

（１）本事業の趣旨・目的 

 ユース・ラウンド・テーブルは、ユース特命報告員が特定のテーマの関係府省の担当者

と対面して直接意見を交わすイベントであり、内閣府が従来から行っている「青少年意見

募集事業」の関連事業として以下の目的・趣旨に基づき実施している。 

 ①子供や若者の考えを直接把握し、子供・若者育成支援施策の企画・立案に活用する。 

②子供・若者から聴取した意見を関係府省へフィードバックすることで、子供や若者の

社会参画意識の向上に寄与する。 

③子供・若者政策を担当する職員が直に子供・若者と接する機会を設ける。 

 

（２）今回実施の背景 

令和４年４月１日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられることとなる。成年年

齢の引下げは、18 歳、19 歳の若者を大人として扱うことにより、若い方々が責任ある立場

で積極的に社会に参加することを促進しようとするものであり、我が国の社会の在り方に

対し、長期的に大きな影響を与えることになる。 
成年年齢を引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律案」の国会審議の

場においては、消費者被害の拡大の防止等の環境整備の必要性をはじめ、様々な問題につい

て御指摘をいただいた。参議院法務委員会においては、附帯決議がされ、18 歳、19 歳の若

年者に理解されやすい形で周知徹底を図るよう求められている（附帯決議第６項）。 
こうしたことから、成年年齢引下げの影響を直接受けることとなる若者に対しては、受身

の姿勢ではなく主体的に成年年齢引下げについて考える機会を設け、理解を深める機会を

提供することが重要である。 
 

２．実施内容 

（１）実施時期・会場 

日時：令和元年８月 21 日（水）14:00～16:00 

会場：中央合同庁舎８号館１階講堂 

 

（２）テーマ 

「成年年齢引下げの意義について」（提案元：法務省） 

 成年年齢の引下げによって、一人で契約をすることができるようになったり、親の監督の

下から離れることとなったりしますが、このような変化に備えて、①これから成年を迎える

若者、②国や地方公共団体は、それぞれどのような事前準備をするべきだと思いますか。 
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（３）参加者 

  ユース特命報告員：50 名  

（中学生７名、高校生 26 名、大学生・大学院生 13 名、社会人３名、無業者１名） 

  法務省：５名 

  内閣府：４名 

 

（４）実施方法 

  ＜タイムスケジュール＞ 

14:00-14:20 開会、オリエンテーション（20 分） 

・事務説明 

・冒頭挨拶（法務省） 

・テーマとディスカッションの流れについて説明（法務省） 

14:20-15:10 意見交換（50 分） 

・自己紹介、発表者決め 

・グループ内で意見交換、発表の準備 

15:10-15:45 発表（35 分） 

・グループごとに意見発表 

15:45-16:00 閉会（15 分） 

・事務連絡（内閣府） 

・アンケート記入 

   

 ＜配席図＞ 
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３．意見交換で出された主な意見及びとりまとめ結果 

各グループで出された主な意見は以下のとおり。 

 

Ａグループ 

グループ構成：８名（中学生１名、高校生３名、大学生・大学院生２名、無業者１名、法務

省職員１名） 

 
【①これから成年を迎える若者】 
 ・権利と責任について学ぶ。 
 ・新聞やニュースサイトを見て、成年年齢引下げによって何が変わるのかなどについ

て知識を得る。 
 ・LGBTQ など様々な人のことを理解できるようにする。 
 ・お金の大切さについて考える。 
 ・選挙にもっと関心を持つ。 
 ・自分の行動を振り返り責任を持った行動をする。 

 
【②国や地方公共団体】 
 ・学校で消費者教育や成年年齢の引下げについて教える。テストではなく、体験型の

授業などを活用する。 
 ・内閣府のホームページ、インスタグラム、ユーチューブなどを活用して広く周知を

図る。お酒やたばこの年齢は変わらないこと、悪徳商法の存在などについても伝え

る。 
 ・若者の自立支援のため、不登校になっている人などハイリスク層への働きかけを強

めるべき。福祉と教育の連携や、養育義務の明確化など。 
 
【グループのまとめ】 
 ・上記①②に記載した意見はいずれも重要なものであり、また、どれか一つを達成す

ればよいというものではない。若者本人の努力とそれに対する国等のサポートの双

方を併せて実施していく必要がある。 
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Ｂグループ 

グループ構成：９名（中学生１名、高校生４名、大学生・大学院生２名、社会人１名、内閣

府職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ○契約に関する不安 
 契約に関する不安を挙げている者が多数を占めた。以下代表的な意見。 
 ・契約に関する知識が少なく、学ぶ必要がある。 
 ・悪徳商法について学び、対処する。 
 ・「18 歳になったら成人だから、契約もできます」ということに不安を感じる。 

 ○ポジティブな意見 
 ・10 年期限のパスポートとクレジットカードが自ら申請できるのであれば、それを活

用して長期の留学が可能になる。 
 ・また、携帯の契約ができることから、それを通じて若い世代がキャッシュレスを推

進することができる。 
 

【②国や地方公共団体】 

 ○学校教育 
  契約に関する不安が多く出されたことを受け、学校教育での消費者教育の充実を求め

る意見が多く出された。また、成年年齢の引下げについて、関係者の出前授業を希望す

る意見が出された。 
 ○周知 
 ・学校教育だけでは不十分なため、行政が若者向けの媒体を用いて、改正内容につい

て周知をして欲しい。 
 ○成人式 
 ・成人式について、どのようにすべきか統一的なルールを作るべきではないか。 

 

【グループのまとめ】 

 ・18 歳人口の約半数は社会人であり、成年年齢が引き下げられるのは当然であり違和

感はない。 
 ・最も身近な問題である契約に関して、今回の改正内容の周知や困ったときにアドバ

イスがもらえる制度が望ましい。 
 ・10 代の者の契約については、何らかの法律上の特別措置が必要ではないか。 
 ・成年年齢が引き下げられるのであれば、それに伴い権利的な意味では飲酒や公営ギ

ャンブルへの参加年齢も見直すべきである。また、義務的な意味では国民年金の保

険料の徴収年齢や犯罪を犯した場合の取扱いについても、18 歳成人を基準に考える

べきではないか。 
 ・婚姻に関して今の 10 代の者は、未熟なので婚姻年齢を 20 歳にすべき。 
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Ｃグループ 

グループ構成：７名（中学生１名、高校生３名、大学生・大学院生２名、法務省職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ・契約については授業で教わっているし、今の若者は、怪しい話に乗ってはいけない

等の知識は持っているから、成年年齢引下げによって未成年者取消権がなくなった

としても、だまされる人は少ないのではないか。 
 ・今時の悪徳商法は凝ったものもあるので、見破るのが難しいものもあるように思

う。 
 ・未成年者取消権というものがあることは知らなかったので、勉強になった。 
 ・成人式がどのようになるのか、不安に思っている人は多い。 
 ・成年年齢引下げで大人として扱われる時期が早くなることは嬉しい。 

 

【②国や地方公共団体】 

 ・成年年齢引下げの周知は重要。 
 ・若者が見るような媒体で周知すべき。 
 ・クイズに答えてクーポンやポイントがもらえるなど、若者が得と思うことをやるの

がよい。 
 ・Youtube の広告はほぼ見ない。印象に残っているのは、アートな CM。 
 ・18 歳を対象としたライブやイベントをやるのもよい。若手アイドルグループなども

可能なら呼びたい。 
 ・若者がよく見るユーチューバーとコラボしてもよいのではないか。 
 ・成年年齢引下げに関するテストに合格できなければ留年とすれば、みんな必死にな

って勉強する。 
 ・親権に服さなくなる年齢が早まるので、生活困窮する若者に対する支援は重要。人

手不足の職業とそのような若者をつなげるような職業あっせんができないか。 
  

【グループのまとめ】 

 ・上記の①、②のとおり。 
 ・若者が準備すべきことはそこまで多くはないが、国や地方自治体は、より成年年齢

引下げの周知に力を入れるべき。 
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Ｄグループ 

グループ構成：８名（中学生１名、高校生４名、大学生・専門学校生・短大・大学院生２

名、内閣府職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ・法律の知識をより主体的に学ぶ必要がある。 
 ・大学入学時に部屋を借りる際など、契約における問題が増えるのではないか。 
 ・ケーススタディを活用し、頻発事例を周知すると良い。 
 ・クレジットカードの使用についても学んでいく必要がある。 

 
【②国や地方公共団体】 

 ・学校では成年年齢引下げのことについて、もう少し詳しく授業をすべき。 
 ・SNS での広報にもっと注力すべき。また、若者の間で人気のある有名人とコラボす

ると若者の目に止まりやすい。 
 ・楽しみながら知識をつけることのできるスマホのアプリやオンラインゲームを作る

べき。 
 ・体験型の講習会などを実施する。VR を利用するのも一案。 

・生活困窮者への自立支援の一環として、ベーシックインカムを導入する。 
 ・資格取得の支援として、学校教育の充実のほか、民間の予備校などにも補助金を出

す。 
 

【グループのまとめ】 

 ・文字ばかりのテキストはつまらないので、楽しみながら知識をつけられるようなゲ

ームを作ってほしい。 
 ・国と地方公共団体で連携し、学校における学習の機会を増やしてほしい。 
 ・講習会を開催するときは、単なる座学ではなく、大人数で楽しめるような仕組みに

すると自然と話を聞くようにもなるし、知識も身に付きやすい。 
 ・実際に騙されることを体験すると、個人の意識が高まる。 
 ・詐欺犯罪に知見がある人などに講師をしてもらったり、ゲームやアプリ開発などの

際に監修してもらうとよいのではないか。 
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Ｅグループ 

グループ構成：９名（高校生５名、大学生・大学院生３名、法務省職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ・中学・高校における契約についての授業を真剣に受ける。 
 ・金銭感覚を磨く。 
 ・様々な契約に対する知識を養う。 
 ・法律を知る（特に契約関係）。 
 ・支援団体について知る。 
 ・どういうことが 18 歳に引き下げられるのか、20 歳が維持されるのか知る。 
 ・政治などに関心をもつ。 
 ・若者として準備すべきこととして最も重要なことは、大人としての自覚や責任感を

持つことだと思う。 
 ・政治や社会的に問題となっていることに関心を持ち、色々調べるということも自覚

を高める上で重要。 
 ・失敗を恐れずに色々なことにチャレンジすることで自信を持ち、自覚や責任感を持

てると思う。 
 

【②国や地方公共団体】 

 ・学校で成年年齢が 18 歳となることを教える。 
 ・クレジットカードの制限。 
 ・社会科や家庭科の教育において、消費者教育を大きく取り上げる。 
 ・消費者保護の拡充（クーリングオフ）。 
 ・複数回成人式を行う行政への補助。 
 ・市や町で若者との会議などを開く。 
 ・若者と政府とのつながりが容易になるようにする。 
 ・学校などでトラブルの事例の紹介と共有。 
 ・契約の表記を形式的に統一する（見やすくわかりやすく）。 
 ・若者向けの政治に関する出張授業などを実施する。 
 ・家庭科の科目の中で、消費者教育をしようとしても時間に限界がある。 

 

【グループのまとめ】 

 ○①と②の関係について 
 ・若者の自覚を引き出すような教育をすることが重要。まずは、教育の面から自覚を

引き出すような後押しが必要。 
 ・責任感や自覚を引き出すような教育をすべき。 
 ・体験型の教育（消費生活センターの人に来てもらって、詐欺的な手法を実際に披露

してもらう、相手方と交渉しながら契約書を作成する模擬契約のようなことをして

みるなど）が必要。覚せい剤に関する授業で、実際に幻覚を体験したり、肌がただ
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れたりしている人の画像を見るなどした際には、みんな真剣に話を聞いていた。消

費者被害についても、そういった実体験としての模擬経験が必要。 
 ・クレジットカード破産や消費者被害のことを漫画などで楽しく知りたい。 
 ・20 歳になっても、大学生とかであれば、大人の自覚がない人が少なくない。18 歳に

なっても変わらないともいえるが、大学に行かない人もいるのでしっかり対応する

必要がある。 
 ・外国人も増えているので、パンフレットも英語だけでなく、色々な言語に翻訳する

などといった広報活動が必要。 
 ・こういった意見交換をすること自体が若者の自覚などを高めると思う。今、関心が

ない人も含めてこのような意見交換をする必要があると思う。 
 ○まとめ 
 ・①では大人としての自覚や責任感を持つことが最も重要という意見が多かった。他

に出た意見も、自覚や責任感につながっている。 
 ・②では体験型の教育が重要。今は自覚がない中学生や高校生に自覚を引き出させる

必要がある。 
 ・両者の関係について、②の充実がまずあって、①の自覚などが引き出されるという

関係であるべきだと思う。 
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Ｆグループ 

グループ構成：９名（中学生１名、高校生５名、大学生・大学院生１名、社会人１名、内

閣府職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ・成人するという意識を若者一人一人がしっかりと持ち、責任のある行動を心掛け

る。 
 ・成年年齢の引下げに関する正しい知識を身につける。 
 ・知識を身につけるだけでなく、自分自身でよく考える。 
 ・成年年齢の引下げにより、できることが増えるので、自分の将来についてしっかり

と考えておく。 
 ・進学や就職について自分自身で決定できるようになるので、自分の選択に責任を持

つことが大切である。 
 
【②国や地方公共団体】 

 ・悪徳商法等の消費者問題に関する授業を学校で行う。１回限りの授業では内容をす

ぐに忘れてしまうので、継続した授業として取り入れるのが望ましい。 
 ・高校卒業後の就職率が上がり、進学率が下がる可能性があるので、そのような変化

に対応できるよう、学校等が準備を行う。 
 ・SNS で話題になっているものに対して若者はすぐに関心を持つので、SNS による周

知を図る。 
 ・どのような変化があるのか分からずに不安な人も多いと思うので、講演会等で周知

を図る。 
 ・成人式に関する検討をしっかりと行う。高校３年時の開催は大学受験と重なるた

め、参加者本人にとっては望ましくない。 
 ・海外における成年年齢引下げ時のトラブルを把握し、日本における引下げ時の対策

に役立てる。 
 ・少年法、ニート・フリーターの支援、性別変更に関する年齢等をどのように変えて

いくのか検討する。 
 
【グループのまとめ】 

 ○自覚 
 ・成人するまでに大人としての意識をしっかりと持ち、何ができるようになるのか、

正しい知識を身につける。 
 ○教育 
 ・悪徳商法等への対応や、大人になるということについての授業を学校で継続的に行

う。それが子供・若者自身の自覚にもつながる。 
 ・進学率や就職率の変化に対応できるよう、学校等が準備を行う。 
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○周知 
 ・SNS や講演会による周知を図る。 

 ○成人式に関する検討 
 ・できれば、これまでどおり 20 歳で行うことが望ましい。 

 ○その他  
 ・海外の成年年齢引下げ時の例を参考にする。 
 ・少年法、ニート・フリーターへの支援をどのように変えていくのか検討する。 
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Ｇグループ 

グループ構成：７名（中学生２名、高校生２名、大学生・大学院生１名、社会人１名、法

務省職員１名） 

 

【①これから成年を迎える若者】 

 ○知識 
 ・成年後は未成年者取消権が行使できなくなるなど、改正内容について自主的に勉強

して、十分な知識を蓄えておく。 
 ○経験 
 ・社会人になる前にアルバイトをするなど、できる範囲で社会経験を十分に積んでお

く。 
 ○周囲への情報発信 
 ・知識や経験を積んだ結果として得た知見等を踏まえ、自分の意見や改正内容等を積

極的に発信する。 
 ○将来的な課題 
 ・同世代の関心を高め、政治をもっと身近に感じていくことで、世の中がもっと良く

なるように日々努めていく。 
 

【②国や地方公共団体】 

 ○周知広報の実施 
 ・研修会等の対面形式によるきめ細やかな周知を実施するとともに、SNS やパンフレ

ットを用いて幅広い周知を行う。 
 ・成年年齢が引下げられることで、できること、できないことをわかりやすく整理す

る。 
 ○制度的対応 
 ・未成年以上成年以下の保護が与えられる「準成人制度」の創設や、消費者被害等が

生じないよう警察等による規制を強化する。 
 ・消費者契約等の知識などを問う「成人レベルテスト」制度を創設し、合格しないと

成年として扱われないようにする。 
 ○共通の留意点 
 ・関係府省庁連絡会議へ若者を参加させるなど、若者の声をしっかりと聴いた上で、

施策等に適切に反映させる。 
 

【グループのまとめ】 

 ・成年年齢の引下げに当たり、これから成年を迎える若者と、国や地方公共団体がそ

れぞれにできることを実施していくことが、より良い社会を構築する上で必要。 
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