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主に自由回答形式の質問に対する回答を、回答の要点ごとに分析して集計し、分類ごとに主な意見を

掲載している。意見の掲載に当たっては、必要に応じ、要約している。 
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第 3回 「子供・若者育成支援推進大綱」の見直しについて 

（内閣府政策統括官（政策調整担当） 

１．設問 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※グラフ内構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計した際に必ずしも 100 とはならない。 
  

質問１ 「子ども・若者育成支援推進法」を知っていますか。 

 
 

質問２ 「子供・若者育成支援推進大綱」を知っていますか。 

 
 

質問３ 「「子供・若者育成支援推進大綱」を読んでみて、どのような感想や印象を持ちましたか。 

納得した点や、意外だった点、不満な点、わかりにくかった点、疑問点など、 

詳しく教えてください。（自由記述） 

 
 

質問４-１ あなた自身も含め、子供・若者は、今どんなことで悩んだり、困ったりしていると思いますか。

詳しく教えてください。（自由記述） 

 
 

質問４-２ 子供・若者が今悩んだり、困ったりしていることに対し、あなた自身やまわりの人たちで 

取り組めることは何か、詳しく教えてください。（自由記述） 

 
 

質問４-３ 子供・若者が今悩んだり、困ったりしていることに対し、政府や自治体、民間団体に 

取り組んでほしいことは何か、詳しく教えてください。（自由記述） 

 
 

質問５ 「子供・若者育成支援推進大綱」をより良いものへと見直すために、追加したほうがいい内容、

修正したほうがいい内容など、あなたのアイデアを詳しく教えてください。（自由記述） 
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２．意見受付期間 

令和 2年 11 月 2 日（月）～11 月 23 日（月） 

 
３．回答者数・回答属性 

 
【回答者数】 男性：54 名 女性：116 名 合計：170 名 （配信数：384 名、回答率：44.3%） 

 
【性別】 男性が 31.8%、女性が 68.2%であった。 

 

 
  

31.8%

68.2%

男性

女性
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【年齢】 12～14 歳が 7.1%、15～19 歳が 38.2%、20～24 歳が 33.5%、25～30 歳が 21.2%であった。 

（*1） 

*1:令和 2年 4月 1日時点での年齢は 29 歳だが調査時点で 30 歳となった 5名含む 

 

 

【職業】 中学生が 10.0%、高校生が 24.1%、専門学校・短大などの学生が 11.8%、 

大学生・大学院生が 32.9%、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員が 2.9%、 

正社員・正職員が 17.1%、専業主婦(夫)・家事手伝いが 0.6%、無業者が 0.6%であった。 

 

 

7.1%
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４．集計結果 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

○ 全体で見ると、「子ども・若者育成支援推進法」を「読んだことがある」と 4.7％が、「名前は 

聞いたことがある」と 23.5％が回答し、認知度（「読んだことがある」+「名前は聞いたことがあ

る」）は 28.2％。多くは「今まで知らなかった」（71.8％）と回答している。 

質問 1 「子ども・若者育成支援推進法」を知っていますか。 

4.7%
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 5 名（男性 3名、女性 2名）含む  

全　体
読んだ
ことがある

名前は
聞いたこと
がある

今まで
知らな
かった

170 8 40 122

100.0% 4.7% 23.5% 71.8%

54 4 14 36
100.0% 7.4% 25.9% 66.7%
116 4 26 86

100.0% 3.4% 22.4% 74.1%
12 0 5 7

100.0% 0.0% 41.7% 58.3%
65 4 9 52

100.0% 6.2% 13.8% 80.0%
57 2 11 44

100.0% 3.5% 19.3% 77.2%
36 2 15 19

100.0% 5.6% 41.7% 52.8%
4 0 2 2

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%
22 1 2 19

100.0% 4.5% 9.1% 86.4%
12 1 4 7

100.0% 8.3% 33.3% 58.3%
16 2 6 8

100.0% 12.5% 37.5% 50.0%
8 0 3 5

100.0% 0.0% 37.5% 62.5%
43 3 7 33

100.0% 7.0% 16.3% 76.7%
45 1 7 37

100.0% 2.2% 15.6% 82.2%
20 0 9 11

100.0% 0.0% 45.0% 55.0%
17 0 5 12

100.0% 0.0% 29.4% 70.6%
41 1 6 34

100.0% 2.4% 14.6% 82.9%
20 2 3 15

100.0% 10.0% 15.0% 75.0%
56 3 11 42

100.0% 5.4% 19.6% 75.0%
5 0 3 2

100.0% 0.0% 60.0% 40.0%
29 2 10 17

100.0% 6.9% 34.5% 58.6%
1 0 1 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
1 0 1 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

上段：人数
下段：（％）

大学生・大学院生

パート・アルバイト・
派遣社員・契約社員

正社員・正職員

専業主婦（夫）、
　　　　　家事手伝い

無業者

全体

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

属
性

女性15～19歳

女性20～24歳

女性25～30歳（※1）

中学生

高校生
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短大などの学生
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男性20～24歳

男性25～30歳（※1）

女性12～14歳

男性

女性

12～14歳

15～19歳

20～24歳
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○ 全体で見ると、「子供・若者育成支援推進大綱」を「読んだことがある」と 5.9％が、「名前は聞

いたことがある」と 12.9％が回答し、認知度（「読んだことがある」+「名前は聞いたことがあ

る」）は 18.8％。多くは「今まで知らなかった」（81.2％）と回答している。 

質問 2 「子供・若者育成支援推進大綱」を知っていますか。 
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 5 名（男性 3名、女性 2名）含む  

全　体
読んだ
ことがある

名前は
聞いたこと
がある

今まで
知らな
かった

170 10 22 138

100.0% 5.9% 12.9% 81.2%

54 5 9 40
100.0% 9.3% 16.7% 74.1%
116 5 13 98

100.0% 4.3% 11.2% 84.5%
12 0 2 10

100.0% 0.0% 16.7% 83.3%
65 4 4 57

100.0% 6.2% 6.2% 87.7%
57 3 5 49

100.0% 5.3% 8.8% 86.0%
36 3 11 22

100.0% 8.3% 30.6% 61.1%
4 0 2 2

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%
22 1 0 21

100.0% 4.5% 0.0% 95.5%
12 2 2 8

100.0% 16.7% 16.7% 66.7%
16 2 5 9

100.0% 12.5% 31.3% 56.3%
8 0 0 8

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
43 3 4 36

100.0% 7.0% 9.3% 83.7%
45 1 3 41

100.0% 2.2% 6.7% 91.1%
20 1 6 13

100.0% 5.0% 30.0% 65.0%
17 0 2 15

100.0% 0.0% 11.8% 88.2%
41 1 3 37

100.0% 2.4% 7.3% 90.2%
20 2 2 16

100.0% 10.0% 10.0% 80.0%
56 4 4 48

100.0% 7.1% 7.1% 85.7%
5 0 2 3

100.0% 0.0% 40.0% 60.0%
29 3 7 19

100.0% 10.3% 24.1% 65.5%
1 0 1 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
1 0 1 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

上段：人数
下段：（％）

大学生・大学院生

パート・アルバイト・
派遣社員・契約社員

正社員・正職員

専業主婦（夫）、
　　　　　家事手伝い

無業者

全体

性
別

年
齢

性
別
×
年
齢

属
性

女性15～19歳

女性20～24歳

女性25～30歳（※1）

中学生

高校生

専門学校・
短大などの学生

25～30歳（※1）

男性12～14歳

男性15～19歳

男性20～24歳

男性25～30歳（※1）

女性12～14歳

男性

女性

12～14歳

15～19歳

20～24歳
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●納得・共感した点 

 
・「子供・若者育成支援推進大綱」を読んで、もしここに書かれていることが全て実現したらとても理想

的だと思いました。児童虐待に遭っている児童を救う施策の所は、特に納得した点です。親は子供を選

べないと言いますがそれは子供にとっても同じことで、しかも精神的にも身体的にも金銭的にも、子供

は親がいないと生きていけないと思っています。そのような環境の中で子供が虐待に遭っている場合、

外部の介入がないと状態は絶対に改善しないと思います。だから、児童虐待対策は取り組むべき必須の

事柄だと思い、特に共感できたのだと思います。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・とても詳しく、色々な事柄について触れてあって、これが全部達成されたら相当良い世の中になるだろ

うなと感じた。「ここが今の課題かな」と思うところは漏れなく含まれていたと思う。 

（女性/17 歳/高校生） 

・グローバル化に対しての支援をしてくれるのはとてもいいと思いました。インターネットの適切な使

い方の中にＳＮＳへの対策はあるのかなって思いました。（男性/15 歳/中学生） 

・社会環境の整備の項目が 1番自分の中で「これこれ！」と共感したところです。やはり子供・若者が成

長する際に 1 番関わってくるのは環境だと思っています。近所の人との交流や自治体での結束という

ものが薄れてきている現代なので、やはり地域の意識を変えるだけで若者を取り巻く環境は大きく変

わっていくのではと思います。（女性/17 歳/高校生） 

・良い取組だと思います。特に家庭の面で、親が不安や負担を抱えやすい現状にあるという問題は身近に

感じるので、家庭内ではなく社会全体で子育てを助け合う環境づくりが必要という点が納得できまし

た。また、具体的にどのような方針があり、施策をしているのかが分かりやすく書かれていたので私の

ような何も分からない学生でも理解できました。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・今まで自分が子供・若者育成支援推進大綱の方針で、育成支援を受けていたという意識があまりなく過

ごしてきました。子供・若者育成支援推進大綱を読んで、重点課題から具体的な施策が定められている

ことを知り、学生生活を思い返してみると細かな育成支援が行われていたんだと気づけました。子供・

若者の育成に関わる問題は、家庭・地域社会・情報通信・雇用などの環境面に加え、虐待・いじめ・不

登校など精神的・身体的な面も絡み合って複雑化してきていることが理解できました。（女性/20 歳/専

門学校・短大などの学生） 

・このような大綱が存在することを初めて知った。日本ではグローバル人材が他国と比べて育ちづらい

と聞くので、重点課題の５点目が特に重要だと感じた。ただ大綱の概要バージョンを読んだが、字が多

く、理解するのに時間がかかったので、もう少し簡潔かつ分かりやすいイメージなども添えて頂ける

と、全世代に読みやすいと思う。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・この大綱を読んだことで、子供や若者育成支援に関わる課題は多方面にわたっており、これらの課題を

解決していくためには、さまざまな施策を組み合わせていく必要性があると感じられました。ここで挙

質問３ 「子供・若者育成支援推進大綱」を読んでみて、どのような感想や印象を 
持ちましたか。納得した点や、意外だった点、不満な点、わかりにくかった点、 
疑問点など、詳しく教えてください。（自由記述） 
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げられている課題を解決することは、より良い日本社会を実現することにつながるはずであり、非常に

納得できるものでした。この課題の中でも、とりわけ、ワークライフバランスの推進については、もっ

と重要視されるべきであると思います。長時間労働は長きにわたり日本の課題であり続けており、官公

庁における残業も含め、この悪弊は日本社会に深く根付いています。労働時間の減少は、労働者が家族

と共に過ごす時間が増加することも意味するため、子供の成長に良い影響をもたらすはずです。仕事と

家庭の両立を図るために、三六協定の是正をはじめとする法改正や、職種や労働時間・勤務場所をより

限定的なものにするための施策を積極的に行なっていく必要があると思います。（男性/19 歳/大学生・

大学院生） 

・｢子供・若者育成支援推進大綱｣を促進することで、子供･若者に限らず、地域社会にも良い影響をもた

らすものであると感じた。私が最も納得した点は、地域の活性化や国際交流の場を増やすなどこれから

の社会を担う私達に必要な力を養うための施策だ。例えば、現在では地域内に数多くの外国人が生活し

ているのを目にする。しかし、相互理解の不足などから、近隣住民との関係が上手くいっていないケー

スも多い。そのようなグローバル化や、その他の地域の課題に適応していかなければならないこれから

の社会は、既存の概念では対応不可能なことが多く発生すると考えられる。だからこそ、地域社会や日

本社会の今を捉え、これからの未来を創っていくために、次世代を担う子供･若者が今の課題に対し、

より理解を深められる場の提供が必須となると考えられるため、それらの施策を推進していくべきで

ある。（女性/18 歳/高校生） 

・国際的な場所での活躍できる人材育成に興味を持った。（女性/27 歳/正社員・正職員） 

・子供・若者への支援を考えようとしていることが伝わった。私は大学生であるため、若者への就労支援

には興味を持った。確かに新卒で入職して合わなかった場合、特に資格がなければ、正社員としての入

職は厳しいことは想像できる。大学卒業は当たり前になりつつあり、一度失敗したら、非正規で働かざ

るを得ない。そうした若者への支援が考えられているのは良いと思った。大綱で「きめ細やかな支援」

という言葉が何度も使われていることで期待感が高まった。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 
●意外だった点など 

 
・「子供・若者育成支援推進大綱」という存在自体を知らなかったので、初めてこのような取組を行って

いることを知って驚いた。特に、日本特有の内在的ないじめが子供を不登校にさせている事実に即した

施策が考えられていてすごいと思った。また、「施策の推進体制等」にある「国際的な連携・協力」と

はどのような国際的なことを具体的に行っているのか疑問に思った。（男性/17 歳/高校生） 

・出産や妊娠、育児についての情報提供を充実させることはとても良いことだと思う。実際に親ではない

人からお話を聞ける機会などがあったらいいなと思った。（女性/14 歳/中学生） 

・情報通信環境に着目することは素晴らしいと思います。特に現在ではオンラインが様々な面で活用さ

れているので、より多くの人が利用できるようになることが望ましいです。（女性/29 歳/専門学校・短

大などの学生） 
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・普段の生活でも関わりのある勉強などだけでなくいじめなど、子供や若者についての詳しいところま

で考えられていて少し驚きました。しかし、ネットいじめについてが少し分かりにくかったです。 

（男性/17 歳/高校生） 

・現代の社会問題に絡めた教育、政策を宣言していて、子供や若者のために本気で考えたんだな、と思い

ました。また、日本では遅れているという性教育や、若年化している犯罪など、真正面から取り組もう

とする姿も大事だなと思いました。ただ、「総合的な政策」などと、少し簡単な言葉で片づけているの

は気になりました。とにかく、35 ページもかけてこんなにも多く子供や若者に向けた取組をやってい

るのはすごいことだし、有り難いです。（女性/16 歳/高校生） 

・学生時代参加した薬物乱用防止講演会や性の講演会、地域のお祭りへの参加や小学生の時の夏休みの

ラジオ体操、自治体での運動会参加などに対し、なぜ参加しないといけないのか、なぜこういうものが

あるのかと疑問に思っていました。また、参加した際に必ずアンケートを提出しないといけないことに

も疑問を持っていました。しかし、「子供・若者育成支援推進大網」を読み、これらに参加する理由に

は子供・若者の課題があり、支援活動の一部だったのだと納得することができました。アンケートを取

るのも課題の把握やこれからの支援にどう活かしていくのか、今の時代を生きる世代は何を感じてい

るのかを図るためだったのだと疑問を解決することができました。分かりにくいと感じた点は、例えば

どの時期にどのような活動を行っているのかの記載がなかったことです。中高生の時期に薬物乱用防

止講演に参加したが、なぜこの時期に行ったのか、社会人になって出会いが多くなったこの時期も薬物

乱用や自殺防止、性に関する講演や情報は必要だと思うからです。（女性/22 歳/パート・アルバイト・

派遣社員・契約社員） 

・ハローワークや職業訓練機関があることは知っていましたが、まず子ども若者相談センターについて

は知りませんでした。現在、ニート、ひきこもり、不登校の人々は少なくないと思いますが、一体どれ

くらいの人々が利用できているのだろうと疑問に思いました。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●分かりにくかった点など 

 

・内容をもっとコンパクトにまとめることが可能だと思う。目的は、子供や若者の育成支援を推進する

ことであり、より多くの人に読んでもらうためには、これでは長すぎるし、難解であると思う。時間

がかかる書類は、読む側の負担になるため、よりコンパクトにまとめる努力をするべきだと思う。ま

た、「発達障害」という病気に関しては、社会に対して不都合なだけであり、一方的に就学させよう

としたり、集団生活をさせようとするのは勝手だと思う。その子供の意思を尊重することが第一であ

り、そのためには、フリースクールや自宅学習を支援するべきだ。各個人の良い点をのばすことが一

番重要であり、集団生活を強制して、画一化された人材がいい、という刷り込みをなくすべきだと思

う。これからの社会においては、集団生活に適した人間よりも、自分の個性を活かせる独自性の強い

人間が求められると思うため、内容にはあまり納得できなかった。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・言葉使いが難しかったです。子供向けの言葉のパンフレットとかがあるといいと思います。 

（男性/13 歳/中学生） 
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・文字しかなく、読む気にならない。特設サイトで図表、カラーで分かりやすく説明するべき。 

（男性/18 歳/大学生・大学院生） 

・本文は、長文で読む気になれなかった。まだ概要版の方が分かりやすいが、それでも分かりにくい。

もっと、何を支援してくれるのか短く簡潔にまとめる必要がある。「○○な人は、こういう支援がで

きます」と言った具合にである。困っている人が、あの長文を読む気にはなれないと思う。雇用、医

療、福祉などの面で支援が受けられるのは分かったが、少なくとも知ってほしい人達に向けては、概

要版よりももっと親しみやすいような動画やイラスト、フローチャートなどを用いてもいいかもしれ

ないが、読み手が理解しやすい工夫が必要。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・全体的に堅苦しい言葉が多いと思った。子供のための大綱なのでもっと子供たちが自分で読んで内容

を理解できるようなものを用意した方がいいのではないだろうか。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・読んでみて、まず最初に思ったのは"ほんとに？"でした。「子供・若者育成支援推進大綱」を読んで

いると、それ本当にできるの？と思うようなことがたくさん書いていて、まるでマニフェストを見て

いるようでした。ここに書かれている内容がしっかりと実行されているのならば、一度くらい聞いた

ことがあるのではないかと思います。概要なのに内容が多すぎて分かりわかりにくかったです。もっ

と絞って、少しずつ潰していけばいいのにと思いました。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・そもそも読む気が失せる。子供のことを考えようとしているのだろうけれど、考えた人たちにはいな

かったような子供も存在する。視認できていない子供にどのように支援していくのかが大事なのでは

ないか。（女性/27 歳/正社員・正職員） 

・全体として分かりにくかった。五つの項目は区別できたが、それぞれの理想形は何で、今まで何がさ

れてきて、何が欠けているのかイメージしにくかった。2016 年に制定されたとのことだが、例えば５

年前の 2011 年にも同じことが問題となっていたような気がする。私は 2011 年に 16 歳だったので、

まさにこの大綱のターゲットだったと思うが、同じような問題意識のもとに教育が施されていたよう

な気がする。大綱というものは、あまり具体的にすると使いにくそうだが、どのような分析をもとに

大綱が設定されているのかを、うまく文言に反映できたらいいなと思う。 

（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・抽象的でいいことばっかり並べているだけにしか見えません。何を言ってるのかよく分かりません。

実際に子供というのは、本当に多感でもろくて壊れやすいものだと思います。あまり大きすぎる目標

も効果が薄いのではないかと思います。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・たしかに政府は子供・若者支援に対して取組を「ある程度」は行っているとは知れた。しかし、こう

した取組が知られていないという時点であまり効果が生まれていないことへの何よりの証左だと考え

る。内容は少々抽象的で、これからいつまでに何をどうやるのか、具体的にもっと示すべき。（男性

/26 歳/大学生・大学院生） 

・子供や若者の現状の厳しさ、課題の多さにとても驚きました。様々な視点・方面から子供・若者を支

える支援をすることはとてもいいことだと思います。しかし、具体的な内容や期間が分かりにくいと

感じました。（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

※同旨のご意見複数あり 
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●不十分と感じる点など 

 

・初めて子供・若者育成支援推進法及び大綱を知ったが大変興味深かった。「学力の向上についての施

策として、アクティブ・ラーニングの視点に立った 学びの推進などを行う。」とあったが、私の高校

で行われている授業はアクティブ・ラーニングとは名ばかりで考えを話し合うのではなく答え合わせ

だけを行っている状況である。授業中答え合わせのためだけの話し合いが増えるのは時間の無駄に思

えてしまうため、アクティブ・ラーニングを推進するのであれば名ばかりではないアクティブ・ラー

ニングの視点に立った授業を行えるような方法の導入を具体的な施策としていただきたいと考えた。

（女性/17 歳/高校生） 

・国ができることはすべてやっている。というように感じた。しかし、貧困面に関してはあまり意見を

拾えていないように感じた。子供の貧困はかなり両親の影響によるものが多いことから、育児放棄に

近い親や、家庭にお金を出さない親などをなんとか見つける方法を考えなくては子供の健やかな育成

は困難ではないかと思った。（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校だけの支援ではなく、地域、ＮＰＯなど全体で支援していくということが書いてあり、それを国

民全体が理解できるようになりたいと感じた。項目ごとに取り組むことが理解できたが、それら全体

がつながりを持ち、目的に進んでいくというのが分かりにくく感じた。（女性/30 歳/正社員・正職

員） 

・ 子供や若者のために、地方公共団体や国が行っている支援や取組が行われているのにあまり知られ

ていないということがもったいないと思った。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・ 私たち若者のために考えられた支援推進があったとは驚きです。自分が暮らす市では、支援されて

いる実感はまったくなく、国で決められていることが当事者である若者には届いていない気がする。 

（女性/18 歳/高校生） 

・不満な点として、若者の世代に 40 歳未満とあるが、実際には 30 歳未満が若者と言える範囲なのが妥

当ではないかと思う。40 歳未満には抵抗がある。また、「子ども」と「子供」の表記が混在してお

り、違和感がある。「子ども」に統一すべきである。（男性/17 歳/高校生） 

・個々の取組は知ってるものもあったが、こういった包括的な大綱があることを知らなかった。子供の

健全な成長を社会で促すには全体で取り組むしかないと思うため子ども・若者育成支援推進法は非常

に大切な取組であると思った。一方で家庭にも干渉しづらいため子供を社会全体で守り育てるという

ことは現実的に相当難しいと感じている。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・「そのとおり」という事がまとめられているが、このとおり実行できるかは怪しい。適当にＨＰに資

料をアップロードしておくだけでなく、ＳＮＳ上などの目に入りやすい所での定期報告を交えて、推

進して欲しい。（男性/22 歳/正社員・正職員） 

・「基本的な施策」では幅広い提案がなされていて、とても感銘を受けました。ただ、これらの美しい

提案が、平成 28 年２月から数年経った今、暮らしの中で実際に実感できません。 

「子供・若者育成支援推進大綱というのができて、私はこの部分でとても助けてもらった・恩恵を受

けた」というのが私の周りの友人にもおらず、どうなっているんだろうとも感じました。決まり事や

組織を作るだけではなく、例えば「地域における多様な担い手の養成」がどのように私たちの暮らし

に実際影響するのか、「留学支援制度」が広く周知され（今留学を考えている私にも）そういう制度
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を利用しやすい状況になるのか、ということまで踏み込んで取り組んでもらったらとてもありがたい

です。（男性/18 歳/専門学校・短大などの学生） 

・読んでみて、まず最初に思ったのは"ほんとに？"でした。「子供・若者育成支援推進大綱」を読んで

いると、それ本当にできるの？と思うようなことがたくさん書いていて、まるでマニフェストを見て

いるようでした。ここに書かれている内容がしっかりと実行されているのならば、一度くらい聞いた

ことがあるのではないかと思います。概要なのに内容が多すぎて分かりにくかったです。もっと絞っ

て、少しずつ潰していけばいいのにと思いました。（男性/19 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

・もしこれが完璧に実現できたらきっといい社会になっていくだろうなと思ったけど、本当に実現でき

るのだろうかと疑問に思った。（女性/14 歳/中学生） 

・子供や若者を支援するためにどのような人材が必要とされているかがよく分かった。子供の孤独防止

からグローバル人材育成までいろいろと詰め込まれているので、雑多としている印象を受けた。 

というのも、法の主目的は、「最低限の」子供の成長環境整備にあると思われるところ（要綱で示さ

れる解決すべき現状の課題がそう）、「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」はその趣旨から外

れている印象を受けるからである。取り組むべき事項は多種に渡ってもいいと思うが、それぞれの関

係性や優先順位を明示したらどうかと思う。（男性/25 歳/大学生・大学院生） 

・「子供・若者育成」とあるが、困難を有する者への支援が中心的になっているように感じました。子

供・若者期は環境の影響が大きく、また自身も思春期があるなど日々状況が変化すると思います。今

日困ったことがなくても、明日にはいじめにあって悩んでいるかもしれません。困難さに着目しすぎ

ることで状況の変化に柔軟に対応することが難しくなるのではと疑問に思いました。子供・若者の権

利との関係性が明らかでないことも庇護される存在として扱われているように感じました。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・現在の若年層の抱える問題点が広く網羅されていて、素晴らしいと思う。不思議に思ったこととして

は、社会生活を送るのが困難な人への対策方針などはかなり充実している印象を受けるが、逆に周り

よりも能力が比較的高い人への支援は、「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」くらいしか見

受けられなかった。アメリカのブッシュ政権の No Child Left Behind Act のように、勉強のできな

い子供の支援に力を入れた結果、優秀な子供への支援が行き届かなくなってしまった、などのことに

ならないか懸念する。（男性/16 歳/高校生） 

・若者支援の中で、ひきこもりなどの若者への支援が必要なことはわかるが、それ以外の若者支援につ

いても明言してほしい。若者が部活動をやっていればいいというわけではないと思うし、部活動以外

の課外活動の選択肢をより積極的に選択できるようにしてほしい。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●その他 

 

・一度ひきこもりや、病気になってしまうと落ちこぼれと認識されたり、自らしてしまったり、戻るの

が難しいと思った。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・子供の居場所づくりはとても必要だと思った。小学生、中高生時期の子供はいじめ等で人間不信にな

ると親や学校の先生など全く信じることができなくなるので、民間の受け入れ先がもっと増えるとい

いと思った。（女性/17 歳/高校生） 

・多くの課題が複雑に絡み合うなか、やらなくてはならない課題がありすぎている。変化していく世情

に、追いつかないまま、解決できずに現在に至るように感じました。 

（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・最も気になったのは、若者の職業的自立、就労支援という項目だ。少子化に伴い多くの職業を選べる

かというとそうではなく、意外に就労に苦労している人が多い。これはゆとり教育で、昔ほど就労と

いうものに意欲を持たずにきた結果ではないだろうかと疑問に思う。 

（女性/30 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・とにかく子供を作ろうと思える環境、育てやすい環境を作ってほしい。そのためには雇用状況をなん

とかしてほしい(残業を減らす、育休制度の充実など)。（女性/18 歳/高校生） 

・自殺防止の取組をもっと強化するべきだと思います。スクールカウンセラーがいても、相談する人が

多すぎて予約をとる事が困難になっている状況もあります。悩みが深刻ですぐに専門家に相談しなけ

ればならない場合でも心療内科や精神科の予約を取ることも困難であるのが現状です。そのため、ス

クールカウンセラーの人数をもっと増やしてほしいです。（女性/17 歳/高校生） 

  



 

16 
 

令和 2年度 第 3回青少年意見募集事業結果 

 
 
 
 
 
●家庭 

 

・一人っ子や兄弟の少ない子供が多くなったことと、核家族化が進んだためか、親の過度の期待にこた

えきれないとか、すれ違いが起きている人が自分も含めて多いと思う。 

（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・新型コロナウィルスの影響で、社会進出の機会が少なくなったこと、人との交流が少なくなることに

より、集団活動への不安があると考える。 

また、家に長い時間いるというストレス、家にいることで携帯を長い時間使用し、不眠や人間関係の

トラブルで悩まされていると考える。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・新型コロナウイルス流行による学校生活への影響（休校措置への不安、オンライン授業への不安、受

験への不安など）、家族との距離感（在宅勤務導入による家族間のトラブルなど）。 

（女性/18 歳/高校生） 

・親との関係や就職や進学といったキャリア面で悩んでいる。特にキャリア面では親の資金を借りなけ

ればいけない時もあるので親をうまく説得させるのに悩んでいる。 

困っていることは、身近に相談に乗ってくれる人が少ないことだ。コロナで直接人と会話できなくな

り、それぞれの人によって事情があるので自分が相談したくても相談しにくい雰囲気がある。 

（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

・親の共働きにより、子供と親とのコミュニケーションが少なくなっています。だからこそ忙しい親に

気を遣って学校での様子などを話すことができず、思い詰めてしまうという子供も少なくないと思い

ます。そういう子供を少なくするためにも、必ずしも家庭ではなく子供が自分の話をできる環境を作

るべきだと思います。そうしなければ、子供が今、何に悩んでいるのかなどに気づいてあげることは

できないと思います。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・今の時代は親と子供が一緒いる時間が少ないと思う。そのため、両親に悩みを相談できなかったり、

抱え込んで自害してしまうことが多いと感じる。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・家庭環境が盤石でない子供は愛情不足となり、不安定な状態となっている。その不安定な状態がひき

こもりやニート等に繋がってしまう環境があると思う。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・私たちの困っていることが国に届かない。就職の内定がもらえない。コロナで親の収入が減ったた

め、進学先を変えざる終えなくなってしまった。勉強したことない親に「こんな検定すら簡単に取れ

ないのか」と言われる。人を褒めて伸ばすことを知らない中間層(40～60 代)がいる。 

（女性/18 歳/高校生） 

・親からの様々な圧力、社会の矛盾、自己(価値観)の否定、差別…などなど。（女性/16 歳/高校生） 

・今、子供達はそれぞれの環境によると思うが、現在はコロナウイルスの影響もあり、楽しみにしてい

た行事が奪われたり、友達と会うことができず、親と接する時間が増え、長い時間親といることから

質問４-１ あなた自身も含め、子供・若者は、今どんなことで悩んだり、困ったりしていると思

いますか。詳しく教えてください。（自由記述） 
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ストレスが生まれ、親に対して不満を持ちやすい状況であると考える。 

また、親にとってもリモートワークなどにより、子供を見ながら仕事をしなくてはならない環境にな

り、子供に対してストレスをぶつけてしまうケースが多くなっていると考える。このことからも子供

達はより家庭に居づらいと感じ、家出や、ネットトラブルに巻きこまれてしまっているのではないか

と考える。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・親との関係性は非常によく聞く悩みだと思う。親との関係がうまくいかなくて家出したり、父が亡く

なって、母が専業主婦であったがために学生が学費や生活費を稼ぐために寝る間を惜しんでアルバイ

トをしていたりしている、という状況を聞いたことがある。（女性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校 

 

・考えることもなく、当たり前のように「学力」競争に駆られているように感じ、それが相互のプレッ

シャーとなり、本来一人一人がもつ多様な力を発揮できずにいる。「社会」で生きていく力が本当に

義務教育段階で学ぶことができるのか。自分と相手の命を最低限守る制度や知識（性教育など）につ

いて知らされずに、「社会」へ放り出されている。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・私は、過去にいじめを受け、３ヶ月ほどの不登校を経験した。今でも、友達の些細な態度にビクビク

したり、ふとした時にフラッシュバックしたりすることに悩んでいる。いじめは、収まればいいとい

う問題ではない。いじめを原因としたＰＴＳＤ等の精神疾患は、収束後しばらくしてから罹ることも

ある。被害生徒へのアフターケアがまだまだ充実していない。（女性/13 歳/中学生） 

・自分は生活面というよりも、進路などのキャリアに関する情報やキャリアを形成していく為の教育が

不足していたかのように思えます。学生の思う職業観というのは、すごく幅が狭く、かつメジャーな

職業に偏る傾向がある。職業の幅が非常に広い現在では、より職業観も広く持つことが必要であるた

め、様々な職種や業界を知る機会が必要だったと感じている。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・大学生としては、コロナ禍で依然としてほとんどオンラインで授業が行われており従来のように課外

活動が行えないため、同世代との社会的繋がりが希薄になっていることに困っている。そのような中

でＳＮＳが交友関係を築き保ち続けるための唯一の手段となっており、トラブルが多発している。友

人の中には、顔の見えないやりとりで誤解が生じた結果ネット上で集団的に無視されてしまったり、

そもそもＳＮＳをあまり使用しないために他の学生との間に溝があるように感じてしまったりしてい

る人が存在している。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校での授業で、クラスの大半は塾に行っているため、先生は全ての生徒が分かっていると思い授業

を進めていってしまう。私は、授業の予習はするが塾に行っていないため、いきなり問題を解くとき

に困ることが多い。（女性/15 歳/中学生） 

・家庭事情が複雑な子が多いような気がします。友人たちは知っていても、先生方は知らず知っていて

も特に対処はしない感じです。いじめなども発展して、実害が出たら動く感じです。実際に不登校に

なった友人も先生が不登校になってから何度か訪ねてきたが初期の段階で確実に気づいただろうに対

処してくれなかった時点でもう信用できなかった、と語っていました。（女性/14 歳/中学生） 

・コロナのせいで毎日マスクをつけて学校に行かなきゃいけないのが苦痛。グループ討議もあまりない
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のでつまらない。学校自体が苦痛。行けない。（男性/13 歳/中学生） 

・睡眠時間が少なくて眠たい。勉強についていけない。いじめられ、スクールカウンセラーに行っても

改善されていない。受験方式が変わり、漠然とした不安でいつも勉強に焦りを感じている。 

以上が私とその周りの人から聞いた悩みや不安です。（女性/14 歳/中学生） 

・学校の授業の先生間による落差がひどい。特に、私は文系の発展クラスで、難関大学を目指していて

いるのに、大切な国語の先生が非常に分かりにくいし、模範解答すら言ってくれない。先生にもっと

こうして欲しいと言いたいけど、怒られたり、成績を下げられそうで何も言えない。 

（女性/16 歳/高校生） 

・コロナ禍という状況を前提にするのであれば、特に大学生は、授業が基本的にはオンラインで行われ

ており、直接的なコミュニケーションが大きく欠如した状態にあります。オンライン授業ができる環

境にあるかないかという違いだけで、中高生が普通に通学しているのに、なぜ大学生はキャンパスで

授業を受けられないのかという点において、多くの大学生が悩みやストレスを抱えているのではない

かと思います。また、コロナ禍に伴い就職活動が厳しいものになるのではないかという不安も抱えて

いる人が多いと思います。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・今のコロナ下であれば社会で働いている人は就職であったり、解雇された後の補償で不安だと思いま

す。私はまだ高校生なのですが、私自身と私の周りで言えば、新しい共通テストに対する不安や、３

ヶ月の自粛期間での勉強に対する不安、コロナウイルスでの入試の動向などの不安でストレスが溜ま

っています。しかし、学校に来るカウンセラーさんは週に一回のみで、常に予約が満杯で予約するの

が困難な状況です。今の若者には話を聞いてくれる人、相談に乗ってくれる人が必要です。 

（女性/18 歳/高校生） 

・地元の小学校・中学校は「公立」であるため、さまざまな背景や考え方を持った生徒が集まってきて

いる。そのため、勉強に意欲的に取り組む子、そうでない子との間に考え方・能力の差が生まれてき

てしまったり、また考え方の違いから生まれるいじめやいじり（弱いものいじめや、真面目な子に対

する軽蔑など）等の問題も生まれてきてしまう。こういった問題は、ネットでのトラブルや自殺など

の問題にもつながりかねない。そのため、より環境が良く、楽しみながら学べる安心・安全な場を作

っていくためには、それぞれの能力を 最大限に引き出し、それぞれが自信を持つことができるよう

な教育を行なっていく必要もあるのではないだろうか（それぞれの人の強みを引き出す教育など）。 

（女性/14 歳/中学生） 

・私の周りの高校生の 1番の悩みは今後のキャリアです。自分が将来何をしたいのかが分からず、大学

進学を目指すも、どの学問を専攻するのかもなかなか決まりません。日本の多くの生徒は、普通科の

高校に通います。そこまでは、あらかじめ社会の風潮としてのレールのようなものが決まっていて、

自分の将来などを考えて選択することがほとんどありません。確かに高校の選択はありますが、偏差

値、立地、私立か公立かでほぼ決まってしまいます。 

高校の制度を変えて欲しいわけではありませんが、教員だけでは把握しきれない部分は民間の協力も

お願いして、キャリア教育の充実を行なってほしいです。（女性/18 歳/高校生） 

・私が中学生や高校生の頃は、進路の件で親や担任教師に相談するしか方法がなかった。親は自身の仕

事に関してのみ詳しく、また担任教師は仕事や職業、学問について、特別詳しいわけではなかった。

そのため、当時はほとんど私自身で情報収集し、迷い・戸惑いを抱えながら進路選択せざるを得ない
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状況だった。厳に、今の中学生や高校生が当時の私と同じかどうかは分からないが、少なくとも進路

に悩み、もがき苦しんでいる生徒を救う手だけが必要なのは言うまでもないだろう。 

（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・コロナの影響もあり、学校生活に支障が出ていることが、今の全ての学生にとって困っていることだ

と思います。授業がオンラインになったり、修学旅行がなくなってしまったり、部活の大会がなくな

ってしまったりと、学生にとっての当たり前が、失われていることが現状です。 

また、就職活動も困難になっているので、内定をもらえずに苦しんでいる学生も多くいると思いま

す。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●地域 

 

・相談する相手がいないことが問題であると思う。実際にＤＶや虐待死事例においても助けを求めた結

果、それが大人側や近い人間から加害者に漏れ、本人を追い込むケースが見られており、安心して相

談する場所や人が地域の中に存在していないこと自体が課題であるように思う。また、同時に比較さ

れることが多く自己肯定感が高まらないことも問題であるように思う。誕生月で入学する海外に比

べ、同じ時期に一斉に入学する日本では、同じ条件と思われてしまう条件をつくりやすく、子供たち

が比較されやすい状況下にいるように思う。個別化から、子供・若者の個にあった強みを活かせれる

環境を整えていくことも必要なことであると思う。競争社会への懸念については、国連の子どもの権

利委員会からも指摘されるところであるが、競争やネット依存などに関わる子どもたちの縛られた関

係性（連絡や同調しなくては関係が崩れるかもしれないという不安感）をゆるやかにするアプローチ

が必要であるように思う。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・悩んだり、困っていることは、人とのつながりがなくなっていることだ。特に、地域住民と交流する

場として、自治会が主催する行事などが減少し、地域の幅広い年齢の人と話す機会が若者や子供は、

少ない。また、コミュニケーション不足、いじめなど人間関係の問題。ＳＮＳを通じて、人と繋がる

危険なトラブルがある。また、個人情報がもれてしまう、書き込みから起こるトラブル。将来への不

安、生活に関する金銭的問題などである。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・運動する機会が減っていると思います。私は小学生、中学生の頃は公園で遊んだり、運動場へ行った

りなどしていました。しかし今の世代の子たちは運動する場を失いつつあると思います。そのため、

ゲームやネットなどの家でできる遊びに偏ってしまい運動不足だろうなと感じます。 

（男性/18 歳/高校生） 

・それぞれの家庭で、それぞれの状況によった問題があると思う。その問題の原因、解決策はそれぞれ

だと思うが、私が家族の問題で悩んでいる時に 1番必要だったのは逃げ場だ。私たちは未成年だから

ホテルも 1人で泊まれないし、夜中になったら補導されてしまう。頼れる親戚や友達がいれば別だ

が、そうでなければ家にいたくない時も家にいるしかなくなってしまう。だから私は未成年向けに公

的に一時宿泊施設を作るべきだと思う。 

また、外に勉強する場所がないから、図書館などの中でもいいから無制限で使える自習室等を確保し

てくれるといいなと思う。（女性/18 歳/高校生） 
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●ネット空間 

 

・コロナ禍で、将来安定した職に就けるかどうかが不安である。また少子高齢化が進み、年金や保険な

どがどうなるのか、漠然とした社会への不安がある。ＳＮＳでの見えないところでのイジメや、ＳＮ

Ｓで学校の外でも友達と繋がらなくてはならない状況に悩んでいる人は多いと思う。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・現在はＳＮＳも発達し、情報が溢れている中でやはり誹謗中傷が多いのではないかと思います。実際

私自身も、中学の頃趣味でブログを書いていましたが、同級生に誹謗中傷の内容でコメントを荒らさ

れＳＮＳをするのが怖くなった経験があります。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・ネット社会の急速な普及により、ネットいじめの横行が問題であるように思う。自粛が多く、学校な

どの目が届かないところにいる時間が増えることで発見できるチャンスが減っている。 

また、家庭内の問題や金銭的な問題で困っている人が多い。コロナによるバイト先の休業などで学費

が稼げない人も多かった。学生への給付金だとギリギリ当てはまらないような子も多く、制度の対象

外であることが多かったり、世帯主が 10 万円を一括して受け取るために、私たちの分が親に握りつ

ぶされてしまって結局金銭的な問題に変わりがないという子もいた。 

（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 

・インターネット上と、実際に会うことのコミュニケーションのギャップ、日本人特有の相手を思いや

る心を持って察するとか、忖度するとか、気を使うことっていう経験が減っているなって思います。

相手の表情を見ないからどこまで言うとどうなるかという想像力や、これをやったら大変なことにな

るとかが分からない、責任を負うということが匿名化の流れで難しくなっていると感じています。イ

ンターネットの社会になったことが悪いのではなく、その中で相手と会う時にどうコミュニケーショ

ンを取るかとか、どういう関わりは人間関係にどう影響するかという道徳的な授業がより大事になる

のかと思いました。 

また、セクシャルマイノリティや、発達障害などにより、浮いた存在となることがなく、平等に社会

を生きていく、社会に溶け込むための意識改善が、日本人全体として必要なのではないかと思ってい

ます。今はどんどん助けようとして腫れ物に触るようになっている気がするので、助けるというより

かは溶け込むというか、障害なんてものともしないとか、知識がしっかり持てるように私たちがして

いかなくてはと思いました。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・正しい情報を選び抜く力が求められているが、その情報が本当に正しいかどうかを見極めるための力

を養成する教育が十分でないと感じる。私も、インターネットを使ったショッピングをすることがあ

って、本当にその販売元が信用できるかどうかを考える必要がある、と分かっていても、信用しては

いけないものの目印となるものが分かっていないから、判断が難しいと感じた。私の場合は母がその

ような事にとても関心を持っており、色々なことを知っていたことと、私が母に相談する癖があるこ

とが幸いして、このサイトはありえないような値引きの仕方をしているから危ない、これは製造元が

書いてないから危ない、など説明してくれたので、騙されることなく購入することができた。このよ

うなことから考えると、現代社会の問題について、ただ「情報に気をつけろ」というだけじゃなく

て、具体的な対処法やもっとリアルな知識を教えて欲しいなと思う。情報だけにかかわらず、ＳＮＳ

の問題や政治に関することなど、学校で教えてくれることが典型的なことばかりなので、もっと実用
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的なことを教えてくれたら有難いと思う。（女性/17 歳/高校生） 

・ニュースや新聞を見る機会が少なくなったため、インターネットに簡潔に書かれていることに左右さ

れやすくなってしまうのが悩みです。インターネットを利用しているときでも細かい文をついつい避

けて、簡潔にわかりやすくされている文ばかり見てしまいます。 

他にはインターネットの誹謗中傷やインターネット利用の方法による友好関係の亀裂、職場がいつか

コロナウイルスによって大打撃を受けるのではないかという将来への不安などが周りではあると思い

ます。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●就業 

 

・私は将来への不安が大きいです。今はコロナで就職が不透明ですが、コロナがなかったとしても将来

への見通しが立たないです。終身雇用は無くなり自分の才能でどんな事でもできるらしいですが、実

際転職するのは楽なことではないですし、非正規になってしまう可能性もあり、収入も増えていくと

いう保証はありません。そんな中で家を買い、子供を育てるというのは将来への不安から難しいと思

います。（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・大学卒業後の奨学金返済。日々の生活と返済で生活に余裕がなくなってしまうこと。キャリアの形

成。高校選びや大学選びの際にキャリアを考えて選ぶというよりも偏差値などを基準に選ぶことが多

いので、就職活動の時に急に考え始めて悩む人が多いように感じる。小学生くらいからキャリア教育

が必要だと思う。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・人間関係と将来の事。将来どんな職に就くことができるか、希望の職に就けるか。もしくは、希望の

職が見つからないことに関しても悩んでいる。夢があったとしても、現実的に考えて、なるのに大変

だ、なってからも大変だ、ということを知ると、やっぱもういいかとあきらめてしまったり、モチベ

ーションが低くなってしまう。（女性/26 歳/大学生・大学院生） 

・自分自身に関わることだと、コロナによる不景気や経済の停滞を感じる今、就職先やその先のライフ

プラン（貯金、結婚、子育て等）に不安を感じている。学生のうちは、勉強もしつつ自分の好きなこ

とや趣味にお金を使いたいと思っていたが、将来を見据えてもっとバイトして貯金した方がいいのか

とか、特別なスキルを身につけないと就職できないのではないかなどの不安を感じることが増えてき

た。自分よりもっと下の世代だと、進学に関わるお金で悩んでいる子は多いと思う。自分の知ってい

る高校生世代の生活保護世帯、母子家庭世帯の人で、私立大学への進学が決まったは良いものの、何

千万の貸与の奨学金を借りないとやっていけないという話を聞いた。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・これから先の人生を考えた時に、経済的な不安はとてもある。結婚して子育てをしたいと考えた時に、

パートナーも一緒に、と思うが現実的に考えてそれでは暮らしていけないのではないかという漠然と

した不安がある。 

また、就職について考える時に、｢やりたいことがない｣と言っている友人はとても多かった。20 年く

らいしか生きていない中で将来の夢をはっきり持つことは難しいし、持っていたからといってその道

に進めるとは限らない。しかし、進路を選択するまでの段階に社会にある仕事やほかの選択肢をもっ
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と知る機会があれば良いのになと思った。（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

・仕事のやりがいや報酬と業務のバランス。人生の相談役となる人の不在。 

（男性/30 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●教育費・生活費 

 

・職に就いていても所得が低くて生活するだけで精一杯の人が多いと思います。そんな中で少子高齢化

社会に歯止めをかけるなんて無理な話です。（男性/29 歳/正社員・正職員） 

・お金が大きいと思います。病院に行くのもワクチンを接種するのもお金がいるので。 

（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

・私が悩んでいる事の一つに、自分が高齢者になった時に日本の医療制度がどうなっているか、という

ことがあります。これからの日本は高齢者の割合が増える一方で、働ける世代の人口は減少傾向にあ

ると聞きます。それならば、自分の老後は自分で準備しておかないといけないのではという気がして

きています。その準備をする余力が自分にあるのかという心配があります。 

また、私はまだ働いていないので保険料や年金などを支払っていません。けれど、私世代が支払う年

金金額が上がっていることは知っています。それなのに、今の年金受給者世代は受け取れる金額が減

っていると聞きました。だから、数年後私が支払う年金は自分が受給開始年齢になったら本当に自分

に支払われるのかという心配もあります。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・大学卒業後の奨学金返済。日々の生活と返済で生活に余裕がなくなってしまうこと。キャリアの形

成。高校選びや大学選びの際にキャリアを考えて選ぶというよりも偏差値などを基準に選ぶことが多

いので、就職活動の時に急に考え始めて悩む人が多いように感じる。小学生くらいからキャリア教育

が必要だと思う。（女性/24 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

・もっと高いレベルの教育を受けたいのに、学費が足りないなどの理由で諦めざるを得ない。奨学金を

せっかくもらって大学に進学したのに、結局勉強もろくにせず、就職活動だけ頑張ってるような人を

知ってるのに、自分は勉強する間も惜しんでお金を稼がなければいけない。このような状況に困って

る人は多いと思う。（男性/16 歳/高校生） 

・コロナで家計が急変したり、バイトがなかなかできなかったりして学費等の支払いや生活費がギリ

ギリな状態なこと。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・貧困に困っている子供が多いように感じる。特にひとり親家庭で貧困に苦しんでいる親子が多くなん

とかするべきだと思う。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・授業料減免・授業料無償化という話がよくあります。これらを受ける資格は、親の所得に左右される

ようです。ただ、私たちは、（親の保護のもとにあるとはいえ）一人ひとりの人格がある存在です。

親に所得があっても、様々な事情で生活が苦しい家庭もあります。子供・若者の支援を考えるなら

ば、家庭や学校単位で子供を考えるだけではなく、それに併せて直接子供を支援するような仕組みを

考えてもらいたいなあと思います。大学の授業料を考えると、首都圏の大学へ下宿して通うこともで

きず、プラスアルファとして留学することもできません。やる気や希望があきらめに代わるようにな

りました。（男性/18 歳/専門学校・短大などの学生）          ※同旨のご意見複数あり 
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●結婚・子育て 

 

・将来へ不安が強く、あまり先のことを考えづらいと感じます。私の周りは、社会人になっていたり大

学院へ進学していますが、働いたり家庭を持つことをできれば避けたい人が多いです。もちろん子供

を産んでいる人もいますが、それは良いパートナーに出会ったことの結果に過ぎず、出会っていな

い、探していない人にとっては避けたい事柄として話されがちです。この傾向は私が高校生の頃から

あり、10 年以上変わっていないように感じます。この世代だからかと思いましたが、今の大学生や高

校生と話していても同じようなことを聞くので、今の 16 歳から 20 代にかけてそういう人がいること

は確かです。そしてそういう人は悩んで解決したいと動こうとしていないので、支援対象にはなりづ

らいですが、少子化問題や就労の課題へ大きく影響していると思います。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・雇用が不安定であったり、低賃金であることによって結婚や子育てに前向きになれていないと思いま

す。また、情報通信環境の整備や普及が行き届いていない世帯もあり、格差が生じると感じていま

す。私の周りでも、スマートフォンは持っていても、インターネットは契約していない人が大勢いま

す。（女性/29 歳/専門学校・短大などの学生） 

・仕事内容にやりがいを感じているかどうか。待遇面。労働時間と仕事内容に見合った賃金がどうか。

転職すべきかどうか。社会人になると出会いが減るため、結婚できるのだろうか、子供も生まれるの

だろうか。社会人となり、新しい友達を作るのが難しい。境遇もどんどん変わるから、学生時代の友

だちとも会う回数が減る。余計人間関係が希薄になって、孤独を感じる人が増えていると思う。コロ

ナ禍での、時間の過ごし方、ストレス発散の仕方。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

 

●自己の在り方 

 

・個性がある人は、例えば性同一障害を抱えているような人は、皆と一緒になれないことで、まだ悩ん

でいるのではと思う。逆に、個性がないと思っている人は、それも自分を肯定できずに、悩んでいる

と思う。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・自分の存在意義に悩んでいる子、進学のお金やコロナの不安、教育格差。（女性/17 歳/高校生） 

・生きがいのなさ。自分の場合は一応好きなこと(趣味)がある上、特に勉強との両立が難しい訳では無

いが、「自分は果たして何をしているのだろうか、こんなことをしていていいのだろうか」などと考

え苦悩している。（男性/15 歳/中学生） 

・「子供・若者育成支援推進大網（概要）」にも記載があるように、自己肯定感を自分の力で高めること

ができないことや気持ちの浮き沈みが激しく、自分自身でコントールができないことが自身の悩みで

す。なぜならば、自分自身と向き合うことを恐れてしまっているからだと思います。良いところだけ

を見つめ、悪いところは向き合わず、それを第三者に指摘された時にその場でしか納得ができず、同

じ過ちを繰り返してしまうことがあったからです。これらを繰り返し、自身の中でとどめてしまって

いた時、気づかない間に周囲の人が距離を開け、相談できる人を失っていく危険性があることを自身

で経験しました。自分で自分の首を絞め、相談をせず、その時の環境や人や物のせいにしてしまうこ

とが悩みの原因であると考えます。どの時期においても人の悩みは人それぞれであり、おかしいこと
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ではないと思います。しかし、相談して悩みを解決していこうと寄り添ってくれる人がいるのにも関

わらず、他人からの目を気にし、自身の悩みが変なことだと誤認識してしまうことが悩みに繋がって

しまっているのではないかと思いました。（女性/22 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・昔ながらのしきたりや考えに縛られている感じがして、動きがとりにくい。多様性といいながら、周

りと同じでなければいけないことが多く生きづらい。多くの選択肢があり、そこから最適なものを選

ぶ生き方ができれば良いと思う。（女性/30 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●社会の在り方等 

 

・学歴社会、収入重視、容姿重視、一度道を踏み外すと戻りにくい。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・いじめ、奨学金、ＳＮＳ問題。最終的には、「将来への漠然とした不安感」だと思う。将来に期待感

が持てないから、若者の自殺率が高くなる。いじめがあっても被害者側が弱者のままで、金銭的に貧

しくて勉強できず成績が悪くとも「努力不足」と片付けられ、常にＳＮＳに囚われて生きている。こ

のような状態でどうやって将来に希望を持てというのか。大人は重い責任を感じるべき。 

（男性/26 歳/大学生・大学院生） 

・自分は正しいことを行っているはずなのに、大人に理解してもらえない。何を言っても子供の絵空事

としてしかとらえてもらえない。批判するときはとことん晒し者にする。私が子供の頃は、そんな風

潮を疑問に思っていました。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・自身の努力が水泡に期してしまうかもしれないというような未来への漠然とした不安に困っていると

思われる。人口動態、年金制度、経済予測など、大人たちが未来を語る論調に明るいものが少なく社

会の閉塞感を子供たちに感じさせている。 

また、もう一つには、孤独感に悩んでいると思われる。現大綱にもあるが、関係性の希薄化はかねて

から言われてきているものの、全く解決の兆しが見えていない。農村振興、コミュニティデザインや

共同生活等々、新しい関係性の創出に成功した優良事例はいくつも生まれているが、それらの全国的

な横展開を支援する施策は少なく、そうした新たな関係性がむしろ既得権益のように顕在化し、メデ

ィアを通してしか知ることのできない平凡な日常を送る若者たちをより一層孤独にしている。 

（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・ひとくくりに子供と言っても、その年齢、置かれた社会環境、家庭環境などにより、悩みは異なって

いる。さらに多様化する社会、なんでも選べることができ、ネットワークを通じて多種多様の人と関

わることが可能な社会に置いては、悩みや困りごとも多様になっている。ひとくくりにしてしまうこ

と自体が、そこから外れてしまった人に手を差しのべることを困難にしているように思う。 

（男性/25 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●新型コロナウイルスによる影響  

 

・コロナ禍で自殺が増えている印象がある。悩みを抱えてる子供がたくさんいるのではないだろうか。

子供食堂も月一回というところが多く、実際は貧困家庭の子が来ているのかは疑問である。 

（女性/27 歳/無業者） 

・現在の子供・若者は新型コロナウイルスの流行に伴う通学でのオンライン化及び、アルバイトの機会

減少による収入の減少が見られており、経済的負担の増加、精神的負担の増加などで悩んでいると考

えられる。同時に、若者が楽しめる機会が大きく減少しており、若者へのストレスが短期間で大きく

増大していると考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・特に今の大学生は、アフターコロナの時代において、どう働けば良いのかということに不安を感じて

いると思います。新型コロナ感染症の流行による世界的な経済の衰退によって、会社から内定をもら

えるのかや、希望の職に就けないのではないかと悩んでいる人が多いような気がしています。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・今、子供達はそれぞれの環境によると思うが、現在はコロナウイルスの影響もあり、楽しみにしてい

た行事が奪われたり、友達と会うことができず、親と接する時間が増え、長い時間親といることから

ストレスが生まれ、親に対して不満を持ちやすい状況であると考える。 

また、親にとってもリモートワークなどにより、子供を見ながら仕事をしなくてはならない環境にな

り、子供に対してストレスをぶつけてしまうケースが多くなっていると考える。このことからも子供

達はより家庭に居ずらいと感じ、家出や、ネットトラブルに巻きこまれてしまっているのではないか

と考える。（女性/20 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

・大学生は特にケアが必要ではないかと思う。コロナの感染拡大防止対策でろくに授業もうけることが

できず、就職も募集の数が減って困難になっているから。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・コロナによって色々な行事の時期がずれて例年と違うため受験や卒業式についての情報が分かりにく

くなっていると思います。（男性/17 歳/高校生） 

・新型コロナウイルスの影響。修学旅行等が無くなったのに、大人には「GO TO トラベル」を勧めてい

る政府がよく分からない。今、子供には、参考にならない大人の姿(大学生以上の若者も)というもの

を多々見せていると思う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・新型コロナウイルスに感染してしまった後、以前と同様な生活。（友達からどのような対応をされる

かなど）を送れるかが心配。（男性/15 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・悩んでること(進路や家族のことなど)を気軽に相談できるツールが少ない。電話だとハードルが高い

ので LINE などの直接話さなくても良いものがもっと増えるといいなと思います。 

（女性/17 歳/高校生） 

・精神的な面で言えば、相談するには至らないが、不安定な精神状態を抱えている若年層は多いと感じ

る。性教育について学校で十分に教わることがないため、知識が不足している。グローバルな視点を
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持つことがなかなか厳しい地域もあり、教育に関する知識や見識が地方と都会で大きくあるように感

じる。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・未成年の妊娠・中絶の問題を身の回りでよく聞きます。学校では性の正しい知識を詳しくは教えても

らえないということから、避妊をせず妊娠をしてしまい、親に内緒で中絶をしてしまう人が多いよう

です。私の知人の中にも学生の立場で妊娠をし、中絶をした人が 3人います。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・共有できる思い出がない。ジェネレーションギャップがある。（女性/14 歳/中学生） 

・大人に相談しにくい環境。（女性/16 歳/高校生） 

・様々な情報がありふれている中で、どの情報が正しいのかが分からなくて困っていると思います。 

（男性/14 歳/中学生） 

・画一的な学校教育を経験している中で、子供や若者にとって何をどのように理解したり、経験してい

けばよいのかという部分で悩んだり、困ったりしていると思う。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・何か家庭での悩みがあったときにどのように対処すればよいのかがわからない(相談センターなどに

相談しづらい)。（男性/17 歳/高校生） 

・性教育に着目したのですが、私の学校では全校集会での指導があります。教科書で中学までも習いま

すが、高校に入学してここまで真剣に大人の教師が具体的な話をしてくれて初めて得た知識が多かっ

たです。現在、若者が実用的に使える性に関する知識を得る場所は本当にないと思います。 

（女性/18 歳/高校生） 
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●相談 

 

・第一に悩みや困りごとを自分一人で抱え込まないような環境づくりをすることが大事だと思う。例え

ば相談しやすいような環境にするなど。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・いじめの相談場所に悩んでいる人を繋げる。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・私自身が悩みの当事者であるので、周りにいる似たような悩みを持った人達と話し合ったり、何か問

題に感じていることを直接家族とはかかわりの無い大人に相談してみたりしている。 

（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・周りの人に相談すること。挫折した例などをなるべく見ないほうがいい。夢のある大人、夢がかなっ

た大人、キラキラした大人を見たい。（女性/26 歳/大学生・大学院生） 

・身近な地域の相談役として信頼関係を築き、子供たちの心身ともに健康的な成長を後押しする存在に

なることだと思う。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・自分もそうだが、職場の雰囲気に慣れずに困っている人が多いと思う。自分一人で抱え込まず、同僚

はもちろん先輩や上司などに気軽に相談できるような気持ちでいたいと思う。 

（女性/30 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・自分自身と向きあう手助けをすることだと思います。例えば、相手に自分の経験を話すことや自身で

は助けてあげられない場合は、専門の相談員を紹介することも助けになると思うからです。友達に相

談した時に、友達の経験を聞いてモヤモヤしていた心がスッキリした経験があります。 

  その為、上辺で話すのではなくその人をよく知り、真剣に向き合うことが大切であるのではないかと

感じました。話を聞くことや周囲に目を向けて異変に気付いてあげられることが、手助けをする第一

歩なのではないかと思います。 

また、自分を良く見せずに思ったことは相手に伝えることも手助けになるのではないかと考えます。

なぜならば、思ったことを伝えてくれた時に、十人十色の意見がありそれでも良いと認識ができるか

らです。そのことで、自分の悩みだけと向き合うことができ、その悩みに対し深く考えることができ

ると思います。自分では解決できない時は、相手の気持ちを汲み取りその場面に応じて専門家に相談

することも手助けの一つだと考えます。自分勝手な発言で悩みを増やしてしまう場合もあるからで

す。相手に私では解決できない旨を正直に伝えることも大事だと考えています。  

（女性/22 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・話を聞いてあげることや、それ専門のソーシャルワーカーやカウンセラーさんのとこへ行くように促

す。（女性/18 歳/高校生） 

・気になったときに相談できるように話しかけやすい雰囲気を作っておく。（女性/14 歳/中学生） 

・私は周囲の子供や若者が進路に悩んでいる際には相談に乗ったり、あるいは知人のキャリアカウンセ

ラーを紹介したりするなど、少しでも周囲の人々の力になれるよう力を貸していきたい。 

質問４-２ 子供・若者が今悩んだり、困ったりしていることに対し、あなた自身やまわりの人た

ちで取り組めることは何か、詳しく教えてください。（自由記述） 
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（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・匿名で相談に乗れる場所をより増やす。（男性/24 歳/正社員・正職員） 

・診療を受ける、友人へ相談する。（男性/17 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●共感・寄り添い 

 

・私自身ができることは、自分の友達が孤立していたり、困っていたら、程よい距離感で気にかけてあ

げることだと思います。また、話を聞いてあげることや、必要であれば自分の視点からの意見を伝え

ることも大切だと思います。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・大きなことはできないが、悩みを共有し合うことは大切だと思う。悩みを抱え込まず、話し合える場

があることだけでも全然違うと思う。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・悩みや困っていることを相談してくれた場合は、それを受け入れ、否定せず、理解をしてあげる。そ

れに伴い、アドバイスをあげるなどして、解決する術を共に模索していくこと。自分自身、相談にの

ってもらい、気分が軽くなったり、新たな視点からその悩みをみることができるようになったことが

ある。また、辛そうにしていて、打ち明けにくそうなのであれば、寄り添ってあげるだけでも良いの

ではないか。誰かが、自分の傍にいてくれる、1人ではないと感じ、安心を促すことが可能であると

考える。（女性/18 歳/高校生） 

・私が友達の悩みを解決することはできないが、話を聞いて共感してあげることはできるので、そうし

ている。特に親と子供の関係性の悩みでネックになってくるのがお金関係なので、その経済支援など

をしてあげることによって悩みは減らせると思う。親からは離れたいけれど、お金がないから一緒に

いるしかない、という声はよく聞く。（女性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●声かけ・見守り 

 

・家族のみが子供達に接するという状況をなくすために、近隣の人が子供を気にかけてあげたり、親戚

なども子供達を気にかけ、こまめに連絡をとることが大切だと考える。（女性/20 歳/大学生・大学院

生） 

・自分の住む地域内でひとりでいる若者に積極的に声をかける。（女性/25 歳/パート・アルバイト・派

遣社員・契約社員） 

・交流をすることが大事だと思います。大掛かりな事ができなくても毎日の挨拶だったり、子供の方か

ら声を掛けやすいように交流を進めるのが良いと思います。（女性/17 歳/高校生） 

・なるべく多くの子供たちとの関係性を作っていくこと。あいさつなど、何気ない日常と思われる関係

性について考えていくことと思う。また、早稲田大学大学院体罰調査プロジェクトチーム（代表 喜

多明人）が 2019 年度に行った「子ども・若者側からみた体罰の問題」という調査報告では「『身体的

暴力』および『怒鳴る・暴言』などの項目において、相談しないことが相談した場合より、安全感を

『とても感じる』『やや感じる』比率が高く、90％近くにのぼっている。子供・若者側の立場からみ
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れば、養育する側の体罰等に相談することは、それ自体がリスクを伴う行動であるという意識が子供

側に強いためとみられる」と記載がある。それらを踏まえたときに日常の中或いは日常の外で気軽に

相談できる体制を作っていく必要があるように思い、自分自身も地域の中・あるいは外で色々な子

供・若者と出会うことでその子供や若者の役に立てる人間になりたいと思う。 

（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・学校になじめてなさそうな人を輪に入れる。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・友人関係を築くことが最も基礎的なことと思う。それ以外には地域や周囲でサポートをするというの

があるが、悩んでいる本人とうまくマッチングがいかない場合かえって悪影響のため、慎重さや依存

しない取組が求められると思う。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●コミュニティづくり 

 

・取り組めることとしては非常に少ないが、オンラインでの孤立を防ぐために学生同士の対話が可能な

機会を作ったり、オンラインでのサークルでの飲み会などを実施するなどを取り組むことが可能だと

考えられる。また、若者のアルバイトの働き口が減少しているため、その働き口を見つけたりするこ

とが可能だと考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・学校、家庭以外のコミュニティを作る手助けをする。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・ＳＮＳを通じた会話や、オンラインの講習会などを参加するなど人とのコミュニケーションをする。 

（女性/16 歳/高校生） 

・コミュニケーションの場を設ける（オンライン上など）。同じような状況の人たちと話して、少しで

も不安を軽くすることが必要だと思う。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・気晴らしの場をオンラインで充実させていくことがいいと思う。具体的には、コロナ下でできた時間

に若者が新たな芸術的趣味に取り組めるよう、たとえば英会話や他の第二外国語、書道や陶芸、生け

花などの講座をオンラインで提供すると良いと思う。これらの分野に対する若者の理解の促進は、日

本文化の継承やグローバル人材の育成という観点からも重要であると考えられる。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・困っていることを発信することです。例えば、周りの人に相談したり、知人に言いにくいのであれ

ば、インターネット上で発信する等。賛同してくれる人はいると思うので、それが子供を取り巻く環

境を変えることになるかもしれません。（女性/28 歳/正社員・正職員） 

・コミュニケーションや交流に関して、新型コロナ感染防止対策を徹底しながら、少人数からでも徐々

にオンライン上から対面での交流を増やしていく取組を行っていけると思います。その際にはマスク

着用、アルコール消毒、検温を意識的に行っていこうと思います。オンライン授業についての取組

は、あらかじめ通信環境を整え、通信のチェックを行っていきたいと思います。学校や先生側の対応

については、通信環境を考慮し、授業の録画を取って後からでも履修できるようにしたり、リアルタ

イムではなくても授業を受けられるオンデマンド形式の授業を増やしたりすることができると思いま

す。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●地域活動 

 

・親との仲も悪く、親の支援が十分に受けられていない若者と近隣家庭でコミュニケーションを取った

り見守り体制をつくる。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・地域コミュニティの結束を強めること。子供を地域ぐるみで見守り、子供の視野を広げることが大切

だと思う。学校と家の 2点間だけではなく、外の世界に視野を広げるために、地域コミュニティを強

くしたい。（女性/27 歳/無業者） 

・困った時に相談できる場所を知ることが大事だと思います。地域のコミュニティセンターなど普段は

行きませんが場所を把握する、存在をアピールするだけでも地域の希薄化を止められるのかもしれな

いと考えました。（女性/18 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●ボランティア 

 

・貧困で塾に通えない子のための無料の学習塾で勉強を教えるボランティアをしている。 

（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・近所の人とはボランティアに参加するなどのことでどうにかなると思います。大学入試は基礎の勉強

をしっかりとするべきだと思います。（男性/15 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●情報収集・情報提供 

 

・話を聞いてあげる、奨学金などの手段を探す。（女性/17 歳/高校生） 

・話を聞くこと、話を聞いてくれる場所があるという情報提供をすること等だと思います。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・自分が知っている情報を交換し合って周りの状況に合わせられるようにする。 

（男性/17 歳/高校生） 

・就職活動を終えたので、大学の３年生に向けて就職活動をどのようにしていくかを伝える場をつく

る。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・困っている子供や若者に個別にその家庭の事情を汲み取り、進学や就職に関する情報提供をすること

だと思う。特に、高校生ぐらいの子を持つ母子家庭?生活保護世帯にとって、大学進学はかなり厳し

いものになってくると思う。なんとなく今の世間の考え方は「大学進学が当たり前」となっており、

高校の教師も安易に私立大学などを勧めているが、何千万も借金を抱えることになるなど、必ずしも

その選択が正しいことのように思えない時がある。企業や自治体がやっている給付奨学金の制度を教

えたり、働きながらお金を貯めてその後学校に行く選択肢を進めたりなど、人生経験も少なく一つの

選択肢しか見えないことが多い子供若者に色々な方法や生き方があることを伝えていける支援の在り

方があればいいと思う（難しいかもしれないが）。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・誹謗中傷等に乗らない、そして友人がそのようなことを言っていたらやめるよう促します。また、ニ
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ュースやインターネットなどを併用して見て、どれが正しい情報なのか判断する力をつけて、誤った

情報を拡散などしないように気を付けます。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・困った時に相談できる場所を知ることが大事だと思います。地域のコミュニティセンターなど普段は

行きませんが場所を把握する、存在をアピールするだけでも地域の希薄化を止められるのかもしれな

いと考えました。（女性/18 歳/高校生）≪再掲≫ 

・就労で言えば、求人を見て「やってみたい」「面白そう」「自分に合っていそう」と思えるものが少な

いので、マッチングする人の力量が大切だと感じます。そのため、良いキャリアカウンセラーがいる

就労支援機関の情報はよく話されます。そういった若者同士の情報交換は、悩みを打ち明けられる場

にもなるので大切にしています。（女性/29 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●ネット対策 

 

・ＳＮＳのメリット・デメリットを把握して、仲間内でのルールを作ることが大切であると考える。Ｓ

ＮＳは今の私たちの生活に既に必要不可欠になっているため、その現実は受け止めて、その条件下で

対策を取ることが大切である。トラブルを未然に防ぐためには、起こりうる問題について皆で考えて

おくことが重要だと考えている。例えば上記のようにやりとりで誤解が生じて関係に影響してしまう

ケースに対しては、ＳＮＳの特性上相手の発言投稿の意図を完全に汲み取るのは難しいことを事前に

知って皆で共有していれば起こらなかったはずである。ルールを決め、守ることでこのような問題を

減らしていくことができると考える。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・ＳＮＳに関しては、子供の場合、スマートフォンのフィルタリング。有害情報などを閲覧できないよ

うに遮断する仕組みを設定する。また、子供と目線を合わせて、共感し、寄り添う関係性を築く。自

ら話してくれるように日頃からコミュニケーションをとる。問題を抱え込まないように、話しやす

い、安心できる環境の 1つは、家庭であると認識してもらう。学校では、ＳＮＳの正しい使い方を教

え、対策やガイドラインを教えておくことが必要だと考える。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・できる限りネットから離れることです。親が厳しくいくことも重要ですが、まずは子供が外へ出たく

なるような興味関心を高めるようなことがあればいいのではと思います。（男性/18 歳/高校生） 

・ＳＮＳ以外での携帯の使用方法をすすめ、他人と比べず自己評価を高められる活動を行う。 

（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・ネット系の問題は、友達など身近な人に話したり、知らない人でも顔や名前を出さずともチャットな

どで相談できるだけで変わることがあるのでアプリで知り合った人に会うことは無いが相談したりし

ている(ペンパルのネット版みたいな感じ)。 

お金に関しては私たちではどうにもできないことも多いのでバイト先を変えたり、入れる時間は全て

入ったりして収入を増やしたり、支出を減らすために色々なことを諦めている。 

（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 
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●自己啓発 

 

・特に運動経験のない人は、少しトレーニングするだけで心身共に変わると思います。私は演劇を始め

てから変わり、自信が持てました。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・野暮な話だが、勉強していると気づいた時には視野が狭くなっていて何のために勉強しているのかさ

え分からなくなってしまうため、その人の視野を広げることが大切だと思う。（男性/15 歳/中学生） 

・職に就いてからでも独学で勉強したりビジネススクールに通ったりすることが大事だと思う。ただ、

この方法も取れない人は多くいると思う。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・お金に関する知識について最近は Youtube から学んでいます。特にリベラルアーツ大学の両＠学長の

動画を見て勉強しています。良いなと思ったら、他の困っている友達にシェアしています。また、自

分がどうなりたいのか、なんのためにお金を稼ぎたいのかを紙に書き出して、自分の人生の方向性を

考えたりしています。（女性/22 歳/正社員・正職員） 

・ワークショップやグループワークで、自分の得意な事を見つけたり、自己肯定感を高めたり、相手を

理解する取組。（女性/18 歳/高校生） 

・資格を取ったり、技術を身に着けたり、語学やプレゼンテーション力を磨き、外国人に負けない力を

身に着けること。（女性/24 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・大学の授業料が高すぎるというような事もありますが、それは自分たち個々人でアルバイトするなど

何とかするしかないと思っています。私の場合は、親が授業料を出してくれますが、友人の家庭で

は、金銭面の都合で、大学へ行きたくても行けない人もいます。 

このような意見を言える場を内閣府が作ってくれているので、自分の考えや状況を大人に伝える手段

として利用することもできます。（男性/18 歳/専門学校・短大などの学生） 

・家庭の問題に介入するというのは、非常に難しいと思います。特に日本の場合、家庭は家庭で解決す

るものという考えがいまだに強いと思います。その割には、虐待の事件が分かると、とことんまで母

親、ステップファーザー、役所を吊るし上げる。そして、意外なことに生みの父親には批判は向かな

い。日本ももう少し、家庭の問題に介入しやすいような制度作りが必要だと思います。 

（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・児童虐待について、児童に少しでも違和感があればすぐに匿名で通報することです。 

最近は以前より通報がしやすく、児童相談所などもその児童の元へ訪問しやすい環境になりつつある

気がします。この傾向が続き虐待される児童が 1人でも減ってほしいと思っているので、上記のこと

を挙げました。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・世代間ギャップのある政策ではなく、大学、高校、中学の現役の学生たちが中心になり、プロジェク

トを立ち上げるのがいいのではないでしょうか。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・家族でいる時間を大切にしたほうがいいと思う。また、家族内でコミュニケーションが取れる環境を

作ったほうがいいと思う。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 
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・セクシャルマイノリティや、発達障害の事などの知識を正しく持つこと。直接のコミュニケーション

をとる機会を増やすことや、想像力を高めるように、イメージをつかめるような教育をすること。近

所の付き合いがなく冷たくなっているけれど、ご近所の付き合いとか、家族ぐるみでの付き合いとい

うような場が増えること。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・マスメディアで報道されていることだけを信じない。（女性/17 歳/高校生） 

・金銭的な支援は限度があり、家庭環境に踏み込むことはできない。話を聴いてあげるなど、精神的な

部分では選択肢が無いわけではないだろうが、根本的な解決は不可能だ。 

（男性/26 歳/大学生・大学院生） 

・幸せそうな大人がいない。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・簡単なカウンセリングの技術(傾聴、肯定…)を、初等教育段階で学ぶこと。精神科・心療内科に対す

る偏見を持たず、受診する人に必要以上の特別扱いをしないこと。（女性/13 歳/中学生） 

・人と関わる事により学べると思います。ネットでは学べません。学校に行くから人間関係、学問等が

学べています。（女性/16 歳/高校生） 

・今の大人は、私たちのような教育を受けてないので、そういう大人たちに言われても、説得力に欠け

ると思います。なので、大人が用意したプログラムの中で、子供たち自身で意見を交わす場が有れば

いいなと思います。それは、主体性が現時点でない人でも参加できる必要があるので、学校などの教

育現場で実施できるといいと思います。（女性/17 歳/高校生） 

・現時点で取り組めることはありませんが、それでも選挙の投票には行くよう声をかけることはできる

と思います。（女性/29 歳/専門学校・短大などの学生） 

・私たち自身ができることとしては、感染症予防対策をこまめに行うことが私たちにできることだと思

う。大学や短大は不特定多数の人と関わるため、全面対面授業を行うことができないのが現実だ。日

ごろから感染症対策を行っていくことが 1人ひとりの自覚にも繋がっていき、今までの学生生活を取

り戻すことができるのではないかと考えた。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・未来がどうなるか分からない今、自分がしていることはなんとなくではなく、確固たる信念をもち、

行動しているということを見せること。頼れる大人を見せる。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・結局授業を受けるのは生徒であるため、先生の自己満足を満たすだけの授業はよくないと思う。生徒

がもっと授業に対して、指摘があったら指摘できるような環境づくりをしてほしい。 

（女性/16 歳/高校生） 

・学生時代に様々な経験をしておく。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・「笑顔」を大切にして、コロナ禍の中でも楽しく生活していけるような環境づくり。 

（男性/13 歳/中学生） 

・自分が小学校、中学校、高校に通っていた頃とは時代がだいぶ変わっていると思う。自分が学んでき

たものに執着するのではなく、新たな視点からこれからの時代に必要なものを模索することが大事だ

と思った。（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

・学校での多様性を認める教育の推進、またすでに社会に出ている人に対しての多様性について理解し

てもらうための取組をしてほしい。子供たちが学び、多様性を身につけても、上の世代からの押し付

けがあると、結果として、自分で考えていくことにつながらない。 
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（女性/30 歳/正社員・正職員） 

・キャリア教育については、教員だけでは難しい部分もあると思います。なぜなら、教員は教員という

職業しか体験してこなかったからです。例えば、学校に他の職業を行なっている方々をお呼びして生

徒と直接話す機会を作ったり、職業体験も接客業だけではなく事務などを体験する機会を与えること

も一つだと思います。（女性/18 歳/高校生） 

・受験生に関してはテストセンター方式でセンター試験のような問題に戻す。結婚に関しては難しい。

もっとオンラインでのイベントがうまく行けば良いのだが。（女性/27 歳/正社員・正職員） 
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●居場所づくり 

 

・自治体や民間団体に取り組んでほしいことは、子供や若者にとっての逃げ場を作ってあげることで

す。学校や家庭など狭い社会で生きている子供や若者にとって、日頃関わっている大人とは別の大人

に話を聞いてもらったり、関わったりすることは、閉鎖的な社会からときには逃げるという意味で大

事だと思うので、子供や若者にとっての逃げ場があると良いと思います。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・地域に学校と家以外の居場所があることは大事だと思います。全ての子供に学校以外の居場所がある

状態にしてほしいです。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・自宅の近くに自習できるところがないため、民間の自習室を多くしてほしい。また、Wi-Fi を使える

自習室が近くにないため、Wi-Fi 環境を整えてほしい。コロナの影響で自習室の人数制限があった

り、時間の制限があったりと、コロナ前より不便になってしまったため、コロナ前と同じぐらい勉強

ができる環境を整えてほしい。（女性/15 歳/中学生） 

・スクールカウンセラーや地域との交流など、共働きが増加したからこそ家庭以外でも気軽に自分のこ

とを話せる場を作ることだと思います。また、スマートフォンを持っている子供が多いからこそ、ス

マートフォンを持っていないと周りとは違うと思ってしまう子供が多いです。何歳からスマートフォ

ンを持たせるべきなのか、もし持たせるのであればどういった制限を設けるべきなのかなどという基

準を明確にし、そういう風潮を無くすべきだと思います。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・コロナの中において、海外においては、家庭内の体罰や暴力などへのアプローチとして人気ゲームの

中に SOS のキャラクターを用意し希求行動を促すとともに保護がなされた事案があったことを知っ

た。子供の「遊び」時間が奪われている昨今、厚生労働省では「遊びのプログラム等に関する専門委

員会」も開催されていると聞く。遊びの大切さを啓発し、しっかりと子供たちの遊びや自由な時間を

保障していくことが重要と思う。また「遊び」や「参加」の中から相談や子供にとってキーパーソン

に結びつく体制などの検討などをしてほしいように思う。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・子供や若者が気軽に遊んだり交流できる施設の提供。留学制度をもっと充実化させ、海外とつながる

機会を増やす。体験的な進路学習、職業学習を増やし、学生が将来について具体的に考えられるよう

な機会を作る。（女性/16 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●相談対応 

 

・若者は大人に騙されやすく、騙されて体を売られそうになっている若者もいます。そういう人も気軽

に相談できる場（法テラス）をより広めてほしいです。法テラスは近年知名度が高まったと思います

質問４-３ 子供・若者が今悩んだり、困ったりしていることに対し、政府や自治体、民間団体に

取り組んでほしいことは何か、詳しく教えてください。（自由記述） 
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が、本当に最下層の弱者にはまだ届いていないと感じます。 

（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・近しい人では逆に相談できないこともあるので、第三者的な意見を言ってくれるカウンセラーをもっ

と気軽に頻繁に相談できるようにする。（男性/17 歳/高校生） 

・相談できる機関をもっと世間に公表してほしい。ほんとに困っている時は視野が狭くなり、助けを求

められる相手がいないと思うから。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・子供・若者が電話やインターネット、もしくは対面で些細なことでも気軽に話を聞いてもらえるよう

な場を設けてほしい。また、そのような場や機会があればＳＮＳなどでより積極的に周知してもらえ

ると、子供や若者も相談しやすくなると考える。（女性/18 歳/高校生） 

・大手の企業には職場の人間関係などに対して相談ができるアドバイザーのような存在を配置している

と聞く。職場一つ一つに配置してほしいとは言わないが、そのような相談事に対処できるような場所

や人材を身近に置いてもらえるとうれしい。 

（女性/30 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・もっと気軽に身近に相談できるカウンセラーや専門家が子供の側にいるような制度があればいいと思

いました。悩んだり困っている子供にとって、自身の親や学校の先生はあまり信頼できる存在じゃな

いことは結構あると思います。そうなると、他に相談できる大人の存在が必要になってくると思いま

す。学習支援など学校、家庭外の活動に参加できている子供達はいいかもしれませんが、そこからあ

ぶれてしまった子にとって救いとなる場を提供してほしいと思います。電話相談とかの取組はあるか

と思いますが、私が知り合いの小学５年生の女の子に聞いた際、「本当に聞いてくれるか分からん

し、電話じゃ話しただけで何もしてくれなさそう」と話していました。電話などの匿名、顔が見えな

いことによるメリットもあるかと思いますが、やはり「助けてくれる、一人じゃない」と思える支援

が必要だと思います。具体的にどうすることが最良なのか分かりませんが、例えば学校に常勤カウン

セラーを配置し子供と定期的に面談を行うことや、地域の学習支援への子供の受け入れを広くしもっ

と多くの子供達に存在を知ってもらうよう学校と連携していくなどがあるのかなと思いました。（女

性/21 歳/大学生・大学院生） 

・悩みや困ったことに対する相談の場は増えていると感じる。しかし、その相談の場に関するチラシな

どが学校で配られた場合に、要らないと感じている人が多いように感じる。それらの機関に相談する

ような辛いことがないのであれば、良い事なのかもしれないが、私達とは関係の無い場所と、自分と

は離れた存在であると認識している人が多いように感じる。現在では、いじめ等が原因の自殺が、ニ

ュースなどでもよくみられる。それらは、誰にも相談できずに抱え込んだゆえの行動の場合が多い。

いくら相談窓口があったとしても、そのような思いを抱えている人が気軽に相談できる、身近な場と

は完全にはなっていないように感じる。だからこそ、本当に必要とする人のために、そのような場を

身近な場であり、相談しやすい場にするための取組をより推進していく必要があると思う。 

（女性/18 歳/高校生） 

・より分かりやすく敷居の低い相談窓口の開設。（女性/18 歳/大学生・大学院生） 

・話を聞いてくれる人・場所の提供、話を聞いてくれる場所があるということの周知、専門職等の人員

配置、長期的な支援等だと思います。（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

※同旨のご意見複数あり 
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●困難な状態にある子供・若者、家族の支援 

 

・病気やひきこもりなどになった時の息の長い的確な援助。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・民間団体や自治体が運用するハローワークを活用して、短期間でのアルバイトを学生のために見つけ

てあげたり、メンタルケアの相談窓口の開設などが望ましいと考えられる。特に障害を持つ子供や若

者が抱えるストレスや経済的負担は健常者以上のものであり、重点的な支援が望ましいと考えられ

る。同時に、就職機会の獲得において、必要な支援が現在も少ない状態に陥っており、支援の増加が

必須だと考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・いじめ後２年間の経過観察と、精神疾患に罹患した場合のケア。治療機関を紹介し、受診への抵抗が

なくなるように適切な声かけをするなど。精神科医、臨床心理士、保健師などが常駐する「いじめ外

来」を設置する。いじめの他にも、虐待・体罰・犯罪被害に遭った方にも同様の対応ができると思

う。（女性/13 歳/中学生） 

・幼児～思春期の、自分でできることに限界がある、環境が限られた子達への支援をして欲しいと思

う。家庭内や学校内でも問題が見つけられるような取組、また、ボランティアでもなんでも、話せる

人を作るような取組が必要だと思う。コロナで家の問題も発見や介入がしにくくなっているが、それ

でも見回りや訪問などは減らさないようにして、家庭が孤立しないような他とのつながりを作る取組

が必要と感じる。教師の事なかれ主義もどうにかするべきだ。 

（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 

・貧困と虐待を防止することを最優先課題としてもらいたい。ニート、ひきこもり、無就労をなくすこ

とも緊急課題だが、本人に就労意欲がない場合には、２時間でも良いから働くように民間の企業に協

力をしてもらい、就労機会を少しでも増やせるように、政府が企業に促すことが必要。 

（男性/17 歳/高校生） 

・子ども食堂や学習支援などの活動をしているＮＰＯが数多く存在している。政府にはそれらへの支援

をより充実させて欲しい。資金面ではもちろんだが特に子ども食堂の場合、場所の確保に苦労してい

ると聞く。食材や活動資金は寄付で賄えることが多いので場所の提供といった寄付などでは難しい支

援を行政には期待している。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・低所得者の支援について、今現在一定の基準を満たした方に一定金額を支給かつ医療費が控除される

などの取組が行われていると聞いたことがあります。しかし折角支給された現金をパチンコ代に注ぎ

込んでしまうなど、本来の用途とは別の使い方をされてしまうケースが残念ながらあると聞きまし

た。そこで現金を支給するのではなく、医療費控除のようにサービスを受けられるあるいは職場を提

供しその対価として現金を支給するという取組があったらいいのではないかと思いました。 

例えば、食べられるのに売り物にならず廃棄するしかない野菜を支給すれば農家の方にもメリットが

あるし、特別な技術を要しないが働き手が少ない職種(清掃業など？)に労働力を提供できればその職

場の労働環境改善にもつながると思います。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・学費の面の援助。フードバンクの開催。困難な状況に陥っている家庭を把握して、訪問して状況を確

かめ、支援に繋げる。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●リサーチ・ヒアリング 

 

・生徒また、その家族へのアンケート（家庭や学校生活における問題について）（男性/17 歳/高校生） 

・子供や若者の話を聴くこと。実際に関わり聴いている支援者の話を聴くこと。 

（女性/23 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・学費の面の援助。フードバンクの開催。困難な状況に陥っている家庭を把握して、訪問して状況を確

かめ、支援に繋げる。（女性/19 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

・いじめアンケートとは別に、家庭環境調査を行って欲しいです。そうすれば虐待を減らす、摘発する

大事な一歩になるのではないでしょうか。（女性/14 歳/中学生） 

・定期的に悩みや不安など気軽に心の内を書けるようなアンケートをとるようにして、どういう悩みを

抱えているのか把握してほしい。学校や会社などにもアンケートをとり、不登校や会社で休みがちな

人が何人いるのかも把握して欲しい。そのアンケートで、多かった悩みなどの改善をしてほしい。 

（女性/14 歳/中学生） 

・少し遠くにある、彼らがいいなぁと思っている何かの状態に辿り着くために、社会が積極的に門戸を

開くこと。そのためには、何を若者たちが欲しているのか政府として「分かっていなければ」ならな

い。望ましい生き方の押し付けになる等という批判を恐れるのではなく、積極的に子供たちや教育者

から話を聞き、統計的に把握をし、公表する。様々な機会について、公募をする、説明会を開く、声

をかけるといった、ある種の「アウトリーチ」活動が必要である。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●教育 

 

・学生がつながりにくい様々な分野の職業人と繋がりを持てる機会を講演・ワークショップといった、

キャリア教育の中に取り入れて欲しいです。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・政府には人権教育としての性教育について、国際セクシュアリティガイダンスにのっとり、学校が

「はどめ規定」を気にせずに教えることができるようにすること。企業とのコラボで「社会」との接

点を作るのではなく、働いても働かなくても働けなくても生活していける制度等について、義務教育

までの間にしっかり伝える時間を確保すること。授業時数の確保。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・小学校から性や命の大切さを子供・若者にしっかりと教える場を設けて欲しいです。数回の授業など

ではなく教科として取り入れても良いくらいだと私は思っています。特に「性」の知識は決して恥ず

かしいものではなく知識を正しく学ぶことで自分の為にも誰かの為にもなるということを知って欲し

いし、一つの命ができることがどれだけ凄いことなのかを小さいうちから学ぶべきです。中絶をした

知人の話などを聞いていると、あまりにも避妊に対しての意識が乏しいし、簡単に中絶を選んでしま

うことに驚きます。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・ 子供や若者が抱えている悩みを気軽に相談できるような体制をもっと整えていくべきだと思う。 

性教育については、他国の事例を参考にもっと改善していくべきだと思う。それに関連してジェンダ

ーに関する話ももっと学ぶ機会を設けるべき。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・コロナによって仕事の仕方も多様化したように、学校での学びも多様化を考えるべき。そして、多様
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化することを当たり前と考えられるように国が先導するべき。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・テレビやインターネット、新聞等のメディアやＳＮＳの情報の判断力をつける授業や場所もないた

め、なにかそのようなサイトや授業があるといいと思いました。 

（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・お金に関する知識を小学生のころからもっと教えてほしいです。私の周りでは、お金の教育はそれぞ

れの家庭に任されているように感じます。働き始めてから、税金についてもっと勉強しておけばよか

った、学生時代から浪費しないでお金をためておけばよかったと後悔しました。お金は誰も関わるこ

とだと思うので、社会の仕組みを知っておけば、経済的な問題も少しは自分で解決できるのではない

かと思いました。（女性/22 歳/正社員・正職員） 

・子供だけではどうにもしにくい親世代への啓発運動や親子の付き合い方ワークショップのようなもの

があれば、やってほしいなと思う。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・子供たち自身が主体性を育みたいと思えるようなプログラムを作って欲しいです。 

（女性/17 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●教育費など子供・若者への投資 

 

・将来へのお金。政策はどれもご年配のもの。選挙には行っているが、そもそも子供・若者にお金は回

ってきてないと感じる。（実際には回ってきているのかもしれませんが、、、）。また、自分ができるこ

と、他者貢献を考えるワークショップがあれば参加したいです！（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・学校教育にもっとお金をかけて欲しい。自分の高校も資金不足が深刻だと聞いている。もっと質の良

い教育を多くの人が受けられるようにしてほしい。（女性/17 歳/高校生） 

・お金の問題で、高校進学、大学進学を諦めざるを得ない人もいるので経済的支援は必要だと思いま

す。また大学進学にこだらなくとも、稼げる仕組みや起業支援等もあればいいと思います。 

（女性/28 歳/正社員・正職員） 

・子供・若者の存在を、親や家庭の付属物と見るのではなく、子供への直接支援という姿勢が欲しいで

す。教育の無償化をするならば、全員等しく対象とするべきと思うし、裕福な家庭には寄付金などを

求めれば良い話ではないでしょうか。 

また、海外で働きたがらない若者が多いというような話を聞きました。これは、私たちの世代が気軽

に海外へ行けない状況がそうさせているとも思います。留学制度や、留学支援制度を充実して欲しい

です。（男性/18 歳/専門学校・短大などの学生） 

・フリースクールの充実と、学費の免除。親に無理させて、大学に通うのはとてもつらい。経済的理由

で大学に行くことのできない友達もとても不憫
びん

だ。将来に希望を持つためには、自分自身を各個人が

アップデートできる環境をつくらなければならないと思う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・教育資金の確保、グローバル化（留学等）のための対策。（女性/17 歳/高校生） 

・先端技術や独創的な理系の学術研究費を大幅に援助してほしいです。また、ドクターを取った者を大

いに活用する社会になってほしい。（女性/24 歳/正社員・正職員） 

・高い能力の人材が欲しい企業と、より自分を高めたい学生は、デマンドとニーズが一致している。こ
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れらをうまく結びつける仕組みを作ることで、税金で奨学金を出さなくとも、より多くの学生が高い

教育を受けれるようになるのではないか。（男性/16 歳/高校生） 

・奨学金問題、行政職員の資質向上。（女性/18 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●雇用・働き方 

 

・コロナ禍でもできる国際交流の仕組みづくり、新卒ではなくても就職できる仕組み。 

（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・就職活動や、雇用問題について取り組んでほしいです。一部の非正規の給料などでは正直生きていけ

ないと思います。非正規の是正、労働環境の改善についてもっと働きかけてほしいと思っています。 

（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・就労支援機関に行くことへ抵抗感がある人もいるので、もっとお洒落なマッチング場所が日常にあれ

ば良いのにと思います。また、キャリアカウンセラーの中には古い考え方（女性なら事務職、仕事な

のだから選んではいけない、自己責任）の人がまだまだ多いと思います。政府や自治体へは、就労実

績を上げるための就労支援ではなく、個々のライフプランを相談できるようなキャリアカウンセラー

の一層の充実へと評価内容を変えてほしいと思いました。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・働き方改革、子供を育てやすい環境の整備（特に企業経営陣の意識改革、テレワークや時短勤務、男

女格差の撤廃）、ＩＣＴの整備など。定年延長もいいが、若手の成長を阻害し、老害とならないよう

な策を考えて欲しいです。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・2021 年卒からコロナウイルスの影響でいきなり就職氷河期になってしまった。景気が戻るまでしばら

くかかるだろうから、公務員の採用を増やすなどして若い人の雇用をできるだけ守ってほしい。今後

の少子化対策にも大きく関わってくると思う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・民間団体や自治体が運用するハローワークを活用して、短期間でのアルバイトを学生のために見つけ

てあげたり、メンタルケアの相談窓口の開設などが望ましいと考えられる。特に障害を持つ子供や若

者が抱えるストレスや経済的負担は健常者以上のものであり、重点的な支援が望ましいと考えられ

る。同時に、就職機会の獲得において、必要な支援が現在も少ない状態に陥っており、支援の増加が

必須だと考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

※同旨のご意見複数あり 

 

●新型コロナウイルス関連の対策 

 

・子供達が今までのように自由にのびのびと暮らすことができるよう、コロナ収束を早急に行ってほし

い。また、子供達がネットトラブルに巻きこまれないよう、ネット上で怪しい人物を取り締まるなど

してほしい。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・お金の工面以外にもコロナが落ち着いてきたら精神面のサポートも視野に入れてほしい。 

（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 
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・対面での授業や交流を安心してできるように、新型コロナ感染防止の対策でマスクやフェイスシール

ドなどの提供、検温やアルコール消毒の呼びかけ、注意喚起を積極的に実施してほしいです。また、

地域社会とのつながりを感じられるようなボランティア活動・協同活動を実施してほしいと思いま

す。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・コロナ禍の今、何を優先するのかをはっきり言ってほしい。経済か健康か。「二兎追うものは一兎も

得ず」だと思う。先が見えない今、どんな状況になっても信念を揺らがないようにしてほしい。国民

は政府を信じて頑張っているのだから。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・オンライン勉強会、オンライン講習会などオンラインを使った子供、若者向けイベントを開催してほ

しい。（女性/16 歳/高校生） 

・若者議会や地方公共団体レベルで若者の意見交換の場を作ってほしい。（男性/17 歳/高校生） 

・高齢化社会が進んでいることは分かるが未来を担う私たちにもっとお金を注いでほしい。中山間地域

に住む高校生は学力は上がらず、遊ぶ場所もない。それどころかバスがいつ減らされるかヒヤヒヤし

ている。毎年、町から５～6000 万円バス会社に支払っているのに２時間に一本のバスがまた来年減ら

される。住みにくい町だから交通機関ぐらいどうにかしてほしい。どうにかできないのなら、全ての

人が住みやすい街にしてほしい。（女性/18 歳/高校生） 

・政府や自治体がまず、セクシャルマイノリティや、発達障害の事などの知識をちゃんと持ってほし

い。勉強されている方もいらっしゃるとは思うのですが、そうではない方の発言や対応も見られるの

で、そういう対応とかは子供たちもしっかり見ていて、子供たちの考え方に繋がってしまう気がしま

す。声がけ＝犯罪みたいな風潮になりつつあり、近所の人が挨拶をすることにも子供たちは、話さな

いようにしている様子を見ます。犯罪と、付き合いと、しっかり分けてくれたらもう少し関わりやす

くなるのかと思います。あとは、パトロール増やすとかでしょうか。 

人の立場になって考えられない人が増えている、想像力の足りない人が増えてることに対しては、教

育の場だけでなく、家庭での対応も必要だとは思うのですが、政府とかの対応とかのニュースを見て

いても人の立場になって考えられてない様子とかが見られるので、そこは大人としての見本を見せて

ほしいです。すみません。失礼な言い方になってしまっているかもしれません。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・政府だったり自治体の偉い人が年寄りばっかだから若者の気持ちが分からないのだと思う。いっぺん

20 代の若者をトップにしてみればいいと思う。（男性/22 歳/正社員・正職員） 

・ない。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・ＳＮＳの匿名性を止める。イジメにつながるような投稿の削除。保険などについては、税金を上げて

でも将来の制度を保障してほしい。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・なかなかできることは少ないのかもしれませんが、徹底した管理なのかなと思います。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・家庭、学校以外に地域で育てるという考え方があるが、地域とそれぞれの家との関わり方が変化し地
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域とは関わらない人が増えてきている状況で前と同じ考え方は通じないと思う。また別の観点からの

アプローチを考える必要があるのではないか。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・基本的なマニュアルというか基本方針は必要だと思いますが、地域やその人たちの生活によって対応

は様々だとおもいます。行政の方々はマニュアル通りにしか仕事をしてくれていないと思います。イ

レギュラー対応ができていない方が多いなと感じます。（女性/14 歳/中学生） 

・進路や将来の目標は人それぞれでいいはずなのに、メディアや学校が潜在的にネームバリューなどを

押し付け、自分のやりたいことが見えなくなってしまっている気がする。１人１人が自分と向き合っ

て将来を考えられる環境づくりに取り組んでもらいたい。（女性/18 歳/高校生） 

・誰にでもチャンスが回ってくる社会にしてほしい。奨学金や、海外派遣、職業体験など、様々な将来

に向けたプログラムが用意されているが、大抵頭の良い人や、うまく文章や面接をこなせた人、など

なので、それに関して自信がない人は応募することすらためらいます。気軽に誰でも挑戦できるよう

になってほしい。（女性/26 歳/大学生・大学院生） 

・昨今では携帯電話料金が議論されていますが、これだけにとどまらず情報通信環境の整備と普及に力

を入れてもらいたいです。（女性/29 歳/専門学校・短大などの学生） 

・もっと国民に目を向けて（現状を見て）お金を使ってほしい。政策案など、口だけではなくてきちん

と実行してほしい。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・もっと分かりやすい情報の開示。（男性/17 歳/高校生） 

・家族で参加ができるような地域活動を活発にしたほうが良いと思う。地域の運動会やお祭り、季節ご

との行事などイベントものを開催すれば家族で参加しやすいのでないかと思う。 

（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・人生の先輩として一緒に悩んでほしい。コロナ後は今までの普通が通用しないと思うので、どうすれ

ば良いかの答えがないからこそ、一緒に考えてほしい。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・短期的視点でなく 20 年 50 年の長期的視野で、政治が企画運営されること。 

（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

・オンライン上でも気軽に参加ができる学生団体の一覧の紹介。ＳＮＳ広告での積極的な発信。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・学校における集会等を活用して、和太鼓や落語など、心から楽しめるようなイベントを企画してほし

い。（男性/13 歳/中学生） 

・何に関しても、具体的な数字をあげること。（男性/15 歳/中学生） 

・地域全体での避難訓練をしたことがないです。自然災害に対してその時地域で連携できるように大規

模な避難訓練の場を設けてほしいです。（女性/18 歳/高校生） 
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●大綱の編集方針 

 

・より多くの人に内容を理解してもらえるよう、もう少し見やすく、文字をできるだけ少なくした資料

にしてもらいたいと思った。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・分かりやすい言葉 実際の現場に近い言葉。大綱を実際進めるために 支援者との話し合いも持って

いると思うが 現場と子供をもっとよく見る。視察では現状は分からない。 

（女性/23 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・追加とかせずにもっと簡素化したもので分かりやすく説明してほしい。文章も長々だし、ＰＤＦもご

ちゃごちゃで分かりづらいと思いました。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・内容がぎっしりと詰まっていて見づらかったため、５つの重点課題・基本的な施策を１つ１つピック

アップしてまとめることで、より見やすくなるのではないかと考えた。また基本的な施策の中で実際

に活動をした内容を書くなど、体験談を入れることでより具体的な「子供・若者育成支援推進大綱」

になるのではないかと考えた。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・内容をより具体的にするべきだと思います。実際の数値などを明記することによって説得力もあがる

と思います。また、説得力を持たせるという意味では、実例を載せてもいいと思います。例えば、何

歳の子供にスマートフォンを持たせた時に、周りとの家庭や学校での人間関係や学力はどのようにな

ったかなどです。そうすることによって、子供・若者の周りにいる保護者や教師などの大人たちは、

そうならないためにはどのようにすればいいのかという対応が考えやすくなると思います。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・素晴らしいことばかり書かれていましたが、もう少し具体的な内容や画期的な取組があればなお良い

と思いました。（女性/18 歳/大学生・大学院生） 

・実施例や改善例などたくさん挙げてほしいなと思いました。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・データ分析の観点を取り入れてほしい。恐らくすでにやられていることなのだと思うが、エッセンス

が希釈化されているのか、私にはあまり読み取れなかった。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・様々掲げられている施策について、それぞれの分野で活動していた各省庁が蓄えてきた知見やデータ

を存分に活かすというのを１つの目標として掲げたほうがいいと思う。新たなことをやっては、やめ

繰り返していると、単発の良さげなことを改廃するだけになってしまうためである。 

（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

・より具体的に、どのような社会・生き方・人材を、国(社会)として育てていくのか、そしてそれはな

ぜなのかという記載を追加した方がいいと思う。これからこうした分野が拓かれていく、こうした未

来を政府は目指していく、だからこそこのような人間になってほしいという指針が求められる。 

（男性/25 歳/正社員・正職員）                                         ※同旨のご意見複数あり 

質問５ 「子供・若者育成支援推進大綱」をより良いものへと見直すために、追加したほうが

いい内容、修正したほうがいい内容など、あなたのアイデアを詳しく教えてくださ

い。（自由記述） 
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●大綱の普及 

 

・広報活動をもっとしたほうが良いと思う。私を含め聞いたことがない人はたくさんいると思う。むし

ろ聞いたことがあり、内容も分かっているなんて人はほとんどいないのではないだろうか。なので、

もっとＳＮＳなどで発信したりしたりしたほうが良いと思う。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・広報啓発活動については改善の余地があるのではないかと思う。ピアサポートの活動についても活用

できるのではないかと思う。心の安定に関してより積極的な対応が必要だと感じた。 

（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・内容自体は何となく分かるのだが、個人的に大綱でイメージを図示したり分かりやすい写真やイラス

トで目を引いたりするなどして興味を持ってもらえるような工夫があると、注目されるのではないか

と考えた。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・言葉が簡単な子供向けのパンフレットがあるといいなと思います。（男性/13 歳/中学生） 

・子供も分かるよう、解説漫画を作る。（女性/14 歳/中学生） 

・私の知識不足でこのアンケートに答えるまで大綱の存在を知らなかった。しかし、おそらく同世代の

多くの人も私と同じように「自分たちがこんなにも国や地方自治体から守られている」ということを

知らないと思う。困ったときに手を差し伸べる制度を時代に合わせて変える取組は素晴らしいが、実

際に利用者となるはずの若者がそもそもこの制度を知らなくてはあまり意味がないと考える。そこ

で、大綱にはこの取組が日本の将来を担う子供・若者のことを考えたものであることや悩みを抱える

誰もがこの制度を利用できることを更に強くアピールするよう各自治体・教育委員会などに要請する

ことを盛り込むべきだと考える。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・「子供・若者育成支援推進大綱」を浸透させるために各自治体が具体的にどのようなことをしていく

のかを追加してほしいと思います。（男性/14 歳/中学生） 

・新たな視点、ポイント、以前の指針との違い、特色を分かりやすく説明した方がいい。 

（女性/28 歳/専業主婦（夫）、家事手伝い） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●大綱の実行性 

 

・内容はとても良いなあと思いました。大人が知恵を出し合って考えてくれたものだと感謝していま

す。自分も社会人になればこういうことを考えることに参画したいです。 

内容を見直すと言うよりも、書かれたことについてはしっかり実行してほしいです。そのためには、

期限を決めていつまでに何をどの程度するのかということも明記すべきではないでしょうか。親はＰ

ＴＡとか幅広くやっていますが、「家庭、学校及び地域の相互関係の再構築」の内容とか知らないよ

うでした。つまり、私たちの所まで実が届いていないのです。 

（男性/18 歳/専門学校・短大などの学生） 

・育成及び強化のために具体的にどのような支援をどのようなプロセスで実施するのかについて明確に

示すことが初めに重要であり、言葉のみになりかねない危険性がある。また、全ての子供・若者の健

やかな育成において、無国籍の子供にどのように対応するのかに関して明記することが必要なのでは
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ないかと考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●大綱の期間 

 

・「子供・若者育成支援推進大網」をより良いものにするために、基本的な専門機関等と項目を立て、

詳しく記載を追加した方が良いと思いました。大綱を見ただけでも相談できる専門機関がこんなにもあ

るのだと認識することができるからです。大綱を読み、興味を持ち始めた時に調べる時や相談できる場

所を探す時に誤った情報を拡散しないことにも繋がると考えられます。詳しく・正確に知ることで、私

たち自身の知識の向上や周囲の人にも伝えることができ、相乗効果が見られるのではないかと思いまし

た。修正したほうが良い内容は、「子供・若者育成支援推進大綱」を約５年後に改定すると記載がある

点です。発足されてからの５年と今後の５年の中では変化するスピードが早く、さまざまな課題が挙げ

られることが考えられます。そのため、５年と規定せずに少しでも変化が生まれたタイミングもしくは

一年ごとに内容を考える必要があるのではないかと感じました。例えば、コロナウイルスが続いた時、

学校や会社に出勤ができずにオンライン授業やテレワークが続いた場合はどのようにして子供・若者の

現状と課題を把握し、課題解決に向け活動を行っていくのかという疑問が生まれたからです。（女性/20

歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

 

●具体的な内容の明記 

 

・育成及び強化のために具体的にどのような支援をどのようなプロセスで実施するのかについて明確に

示すことが初めに重要であり、言葉のみになりかねない危険性がある。また、全ての子供・若者の健

やかな育成において、無国籍の子供にどのように対応するのかに関して明記することが必要なのでは

ないかと考えられる。（男性/23 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

・具体的な対策を追加してほしいです。具体的な内容を入れることによって、さらにその具体的な対策

についてどうこうという議論が生まれるのではないかと思います。 

（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・施策をもっと具体的に示してほしい。やることの方向性が漠然と書いてあるだけなので、これでは、

地方自治体によって対応の手厚さに差が出てしまう。（女性/13 歳/中学生） 

・もっと現場の声をもとに具体的なほうが良いのではないでしょうか。（男性/16 歳/高校生） 

・より具体的に、どのような社会・生き方・人材を、国(社会)として育てていくのか、そしてそれはな

ぜなのかという記載を追加した方がいいと思う。これからこうした分野が拓かれていく、こうした未

来を政府は目指していく、だからこそこのような人間になってほしいという指針が求められる。 

（男性/25 歳/正社員・正職員）≪再掲≫ 

※同旨のご意見複数あり 
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●子供・若者観 

 

・具体的にどういうことを、何年までにしていくのか、というのがはっきり示されている方が、現実的

に捉えられる。見ると、本当に達成されたらすごくいいけど、できるのかな、と感じる。 

また、地域社会の所で、子供を周りが支える、というふうに書いてあるけど、「子供が地域社会の一

員であるという自覚をもつ、自覚を育てる」というのも要ると思う。今、地域社会のことに興味を持

っていなかったり、つながりを持とうとしていなかったり、地域のルールを守らなかったりする子供

の問題がよく見られる気がする。例えば、伝統行事に参加する子供が減っていたり、公園で陣取って

ゲームをしていたりする。子供側の問題の改善策もいるのではないかと思う。 

（女性/17 歳/高校生） 

・子供の人権について、文言、視点を入れること。支援されるばかりではない、子供若者観が必要。

（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・子供若者は庇護されたり支援されるばかりの存在ではなく、主権者であり、身近な人や周囲に対し働

き掛けられる存在にもなりうると思います。そのためには子供若者が選択するという要素がこの法律

にはないと思います。また、ただこの法律でうたうだけではなく、教育や他の法律との関係性が整備

され、この法律の認知度や有効性が高まることを期待します。さらに、他分野との調整役や子供若者

の相談の入り口として、この法律に基づく施策（子供若者総合相談センター）に予算が確保され、活

用されることが子供若者の不安定さを下支えし、他分野との連携によって将来への不安を軽減させる

ようになってほしいです。（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・個性を認めて、若者の良いところを見つける。対応にあたる大人の育成がまずは必要だと思います。

（女性/14 歳/中学生） 

・価値観の多様性を理解し合うこと、理想を強要させないことなどについてのなんらかの記述があると

良いと思う。（女性/16 歳/高校生） 

・現実的に見てほしい。いろんな種類の若者の意見を聞き、取り入れ、考えたほうが良い。 

（女性/26 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●相談対応 

 

・子供若者は庇護されたり支援されるばかりの存在ではなく、主権者であり、身近な人や周囲に対し働

き掛けられる存在にもなりうると思います。そのためには子供若者が選択するという要素がこの法律

にはないと思います。 

また、ただこの法律でうたうだけではなく、教育や他の法律との関係性が整備され、この法律の認知

度や有効性が高まることを期待します。 

さらに、他分野との調整役や子供若者の相談の入り口として、この法律に基づく施策（子供若者総合

相談センター）に予算が確保され、活用されることが子供若者の不安定さを下支えし、他分野との連

携によって将来への不安を軽減させるようになってほしいです。 

（女性/29 歳/正社員・正職員）≪再掲≫ 



 

47 
 

令和 2年度 第 3回青少年意見募集事業結果 

・相談できる窓口だったり、家庭を訪問してアドバイスをしてということに高い壁を感じる人も少なく

はないと思う。匿名でラインで 24 時間相談できるという各種窓口があるといいし、広く広報してほ

しいと思う。（女性/15 歳/中学生） 

・子供たちや家族に対する支援についてたくさん考えられていると思う。しかし、子供たちが実際困っ

た時に｢助けて｣と言える環境を作ることはとても難しく、それ自体諦めざるを得ない環境にいる子供

も多くいると思う。より子供たちが声を上げやすい環境をつくるためにどんなことを行えばいいの

か、どんなことができるのか分かればいいと思う。（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

・あまり形式張らずに気軽にいつでも話せる、LINE 等も活用したらいいと思う。 

（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・子供が自身の悩みの程度(すぐにカウンセリングが必要なレベルなど)を把握するための指標のような

ものがあってもいいと思う。（男性/17 歳/高校生） 

 

●困難な状態にある子供・若者、家族への支援 

 

・客観的に子供や若者のことを考えるのではなく、実際にその子達の立場になったとき、その取組が意

味をなすものなのか考えてほしいと思いました。子供達が自分から何か行動したり発言するというの

はすごく勇気がいることだからです。より、心に寄り添った取組になってほしいです。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・コロナ禍の中でより一層注目を集めている、若者の自殺問題について、もう少し大きく取り上げるべ

きだと思いました。困難を抱える人たちへのサポートの欄に、専門のカウンセラーと無料で直接話せ

る機会を設けるなど、新たな対策を加えたほうが良いのではと思います。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・若者の自殺対策について、コロナの影響もありこれからますます自殺者は増えると思います。啓発事

業や相談体制というのは私の勝手なイメージですが極めて受け身に感じました。具体的に何をしたら

いいかと言われると私も分かりませんが、今この状況だからこそ若者の自殺対策についてもっと取り

組んでいただきたいと思いました。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校のグループ内でのいじめが全体的ないじめにもつながってくると思うので、学校内での包括的な

取組をするべきだと思う。具体的には、そもそも不登校をさせないような（一度でも行かないとます

ます行きにくくなるので）取組をするべきだと思う。（男性/17 歳/高校生） 

・若者という枠の中でも働いている、子供を育てている、学校に行きたくてもお金がなくて行けない等

状況は様々だと思います。そのような状況に合わせた支援ができたらいいなと思います。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・困難な状況にある家庭の連鎖をなくす活動はもっと充実させていく必要があると感じました。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・以前から取り組んでいる内容だとは思いますが、現在の日本の状況を鑑みると、子供の虐待の防止や

抑制、取り締まりをさらに強化することが必要かと思います。児童相談所などとの連携に加えて、地

域一体となった取組を拡大するべきだと思います。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 
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・ニートやひきこもり、などの方への支援は内容によるが、親は嬉しくても本人は｢政府から支援が来

ているんだ…｣と思うと逆にプレッシャーになってしまったりしてしまうかもしれないので本人が知

らずに支援を受けていた程度の支援を行うのが良いと思う。（女性/14 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●ネット対策 

 

・私見だがこれからはネットリテラシーありきの時代だと思うので、ただインターネットに触れたり、

うわべだけをなぞるような教育ではなく、もっと実態に近く、核心に触れるような教育をすることを

追加するべきだと思う。（男性/15 歳/中学生） 

・最近では小さな子供でもスマートフォンを手にする時代になり、インターネットに触れる機会が増え

てきて、その使い方に問題が出てきていると感じます。ネット上でのいじめや誹謗中傷が表立った

り、ネットで知り合った人と実際に会って問題になったりすることも増えてきています。そこで、学

校教育の中にインターネットリテラシーという科目を授業に組み込むことをした方がいいと思いま

す。インターネットの使い方・危険性など実際の被害や事例をもとに、上手くネットを扱えるように

する、インターネットリテラシーの強化をした方がいいと考えました。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・いじめについてもう少しネットで監視をするなどして対処すればいいのかなと思いました。 

（男性/17 歳/高校生） 

・現在の子供は小学生の内から携帯電話を所持しているものが多いため、ネットについて怖いことやや

ってはいけないことについて教育や教える機会を設けたほうがいいと思う。ネットを通して知らない

人物に会うことへの抵抗力がないなと、私の周りの友人でさえ感じるためもう少し工夫が必要だと考

える。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・Twitter をはじめとするＳＮＳでの誹謗中傷に対応する項目を追加してほしいです。そして先日、某

YouTuber に殺害予告が出たり、関係のない人の住所がそのユーチューバーの実家と特定されるなど些

細なことで誰かを傷つける社会になりつつあることを発信すべきだと思います。インスタグラムやイ

ンターネット、テレビなどの広告などでもっと広めるべきです。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・コーディネーター等を育成したらその人達をどのように関わらせるのか詳しく入れた方が良いのでは

ないかと思う。育てるだけ育ててＮＰＯの活動に任せるのであれば確実に育成支援のために役立って

いるのか分からない。あとは、ネット面の対策の強化が必要だと感じる。 

（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 

・マスメディアに関して、情報番組、ネットニュースなどの誤解を招くような見出しや煽り文などから

発生するＳＮＳでの情報の撹乱。子供、若者はＳＮＳが主な情報源で、ネットニュースは主流で、誤

解を招く記事、情報は、誰かの発言１つで急速に広がることが珍しくない。そのような状況で、発信

力のあるメディアが間違った情報を流せば、取り返しがつかない。そのため、若者、子供だけが発信

する内容を気を付けるのではなく、メディア側にも対策が必要になるのではないだろうか。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●教育 

 

・集団活動の強制をしてはならない。発達障害のある人をもっと尊重してほしい。集団活動に適応して

ほしいというのは社会側の一方的な望みであり、尊重できていないし、各子供の長所を伸ばせる内容

になっていない。また、ただでさえ忙しい学校の教員の負担を増やす内容にしてはいけない。業務内

容を増やすのであれば、給料は上げるべきであるし、人材を増やすべき。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・職業能力・意欲の習得、就労支援の充実の具体的な内容を明確にするのと、広報や啓発活動を行って

国民の人にもっと知ってもらうように簡単にまとめると良いと思う。イラストも添える工夫もすれば

良い。追加した方が良い内容としては地方に帰って就職する学生の支援や地方から都会の大学に行く

人の生活費の支援なども盛り込むと良いと思う。また、大学時代教育学を学んだので新規大卒で教員

になる人の心の支援や教員の数を増やすという取組もしてもらいたい。少子化だが発達障害をもつ子

供が通常学級でも２、３人いるので１人ではクラスの運営が大変である。だから、もっと人員を増や

してきめこまやかな対応ができるようにしてほしい。 

（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

・学校教育におけるＩＣＴ導入率を上げるべきだと思う。ネット環境に関連して、公共 Wi-fi の増設と

セキュリティ強化も同時に進めてほしいと思う。また、実際に虐待があっても見過ごされ手遅れにな

っている事件が多すぎる。もっと早い段階で家庭への介入ができるように法整備をするべきだと思

う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校を中心とした、家庭、地域との連携という仕組みが必要だと思う。ただ学校の先生の負担が大き

いので、学校の中で連携したスタッフがサポートをする形で子供たちの支援をするなど。 

（男性/25 歳/大学生・大学院生） 

・パソコン、ＩＴに強い人材の育成。（女性/28 歳/正社員・正職員） 

・グローバル人材、科学技術人材をさらに掘り下げ、専門的な能力や技術をもつ若者への支援や受け入

れの拡充。障がいを持つ子供たちへの受け皿を広く持つこと。（女性/23 歳/正社員・正職員） 

・地域における子供支援ネットワークは大切だと感じる。特にいじめやセクシャリティの問題などで悩

む人を 1人でも少なくするために教育面でもっと多様な価値観・メディアリテラシーを育むカリキュ

ラムを導入するべきではないだろうか。（男性/18 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●キャリア教育 

 

・子供への教育と子育ては子から親への成長とともに循環していくものであると考えており、これまで

は親子間によってそれが継承されていたため、自然と援助が成り立っていた。しかし、その循環が、

家庭環境の差がより大きくなっていることや、核家族化によって、親子間での知識や経験の継承がで

きない家庭が増加していると考えられる。そのため、いざ子育てをしようと思っても上手くいかず、

結果としてネグレクトや家庭内暴力、それに伴う子どもの教育の質の低下や教育格差が生まれている

ものと考える。子を育てるという教育をキャリア教育の中に取り入れ、将来の職業を考えるだけでは
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なく、生き方の 1つとして家族を持つ事や性教育などの将来を包括的に考える機会を若年のうちから

触れられるように整えていけるような仕組みがあるとよいと考える。（男性/23 歳/大学生・大学院

生） 

・キャリア支援として、マイナーな職業も紹介するなどあってもいいと思いました。職業体験ではなか

なか幅が狭くなってしまったりするので、田舎と都会の差が出ないように難しいかもしれませんがイ

ンターネットを通じて政府から職業の提示などの対応があったら、子供たちは、夢を見つけやすいの

かなと思いました。資本主義が、社会主義のように貧富の差を埋めることは難しいのですが、頑張っ

てる人への支援は続けてほしいです。ただ、生活保護貰ってるのにタクシーを使うような、なぜか、

働いてる人よりリッチな対応になるのもどうかと思うので、そこの判定を見直してほしいです。 

自殺予防として、啓発期間に全員と個人面談があるとか、もう少し個人個人がみれるような取組も必

要なのではないかと思いました。ネットについてなのですが、フィルタリングの向上とありますが、

フィルタリングすることは良いことなのでしょうか。フィルタリングが外れた時に使い方が分からな

いと犯罪に遭う可能性があると思いました。フィルタリングで守ることよりも犯罪に遭わない方法を

教えることの方が大切だと思うので、犯罪にあった時のフォローというか、そういうのがほしいで

す。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・「子供・若者の夢や目標を実現するための進路選択の支援」といった内容を追加していただければ幸

いである。子供や若者の将来への歩みを少しでも後押しするよう取り計らってくださればと思う。

（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・世界に通用する創造性豊かな芸術科等の育成を内容に追加してほしいと思いました。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●体験活動・社会参画 

 

・老人ホームや授産所など、社会的弱者の施設への奉仕を義務付けたり、過疎地・農林漁業の応援隊も

組織してみては如何。都会やネット社会から抜け出て、現実の日本社会を見せ、額に汗することの大

切さを知らしめるのが大事だと思います。（女性/24 歳/正社員・正職員） 

・政治に対しての関心を高める機会や、世界の問題（貧困層、裕福層の格差など）について知る機会を

増やす政策が必要だと思う。（女性/15 歳/中学生） 

・若者議会の設置と社会が若者の社会参画を必要としていることのアピールを追加してほしい。 

（男性/17 歳/高校生） 

・ボランティア活動をすることで人のために何かをすることの気持ち良さや感謝される喜びを体験でき

ると思うので、ボランティア活動の企画をするといいと思う。（女性/17 歳/高校生） 

・体験活動の推進にはとても賛成である。それに課題研究を追加し、１つの物事に関係している様々な

事柄を分析し、多角的にみることのできる視野を養うことができる学びを取り入れるべきだと考え

る。体験活動の中で、現代社会で起こっている課題の現実を見て、それを解決するためにはどうして

いけばいいか、一筋縄では解決できない課題に向き合う力が身につき、その力は多様化し、様々な問

題に対応していかなければならないこれからの社会で必要となる力の育成に繋がると思うからだ。 
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（女性/18 歳/高校生） 

・学校に行きながらも学業に差し支えないように行える仕事を与える。危ない仕事をしなくて良いよ

う、暮らしができるよう、統計をまとめる、などの簡単な仕事を与える。社会とのつながりも感じら

れると思う。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●地域活性化 

 

・地域との関わりを強くできるようなものを追加してほしい。（男性/15 歳/中学生） 

・地域社会のネットワークの弱体化の再構築が優先課題ではないのだろうか。（女性/18 歳/高校生） 

・地域における子供支援ネットワークは大切だと感じる。特にいじめやセクシャリティの問題などで悩

む人を 1人でも少なくするために教育面でもっと多様な価値観・メディアリテラシーを育むカリキュ

ラムを導入するべきではないだろうか。（男性/18 歳/高校生）≪再掲≫ 

・地域とのつながりで、地域のイベントの充実を図る。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校を中心とした、家庭、地域との連携という仕組みが必要だと思う。ただ学校の先生の負担が大き

いので、学校のなかで連携したスタッフがサポートをする形で子供たちの支援をするなど。 

（男性/25 歳/大学生・大学院生）≪再掲≫ 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・体力の向上の内容をもっと充実させてはどうでしょうか。地域のスポーツクラブを充実させて居場所

を作るとか。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・ＩＴ化が進み、リモートワークが主流になってきた現代、ネット環境の改善をしていただきたいで

す。パソコンがない子供にとって、突然のリモートは難しいと思うので、パソコンを買うお金を支援

したり、市や県から、パソコンの貸し出しを行うなどして、パソコンを持っている学生と持っていな

い学生の差を埋めて、全ての学生が平等に授業を受けられたらいいと思います。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・未成年大学生の飲酒、喫煙に関することを追加したらもっと良いのではないかと思います。自らして

る人もいますが、強制されてる人も多いと思うので。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・表記について"こども"は、特に児童福祉分野においては、"子ども"という表記が用いられる。そのた

め、"こども"の表記を、全て"子ども"にしてほしい。そもそも、子ども・若者推進法は"子ども"の表

記なのに、大綱になると"子供"と表記されているのには、統一性がない。推進法の説明のなかにも、

推進法の表記と、図の中の表記が異なっていることに違和感を覚える。 

第３(２)１と、第３(３)に関連して、性教育の充実の必要性についての記載もあると良い。今の教育

現場では、自分が教えてこられなかったため、性に関することは、ほとんど教えられていないと感じ

る。女性なら生理や妊娠など、男性なら生理現象について、性交についてなども、理科や保健で、軽

く教えられるだけで、恥ずかしいこと、悪いことのようなイメージが付いてしまっている。性に興味
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を持つことは当然なため、恥ずかしいことではないことや、正しい知識を持つことで、相手のことも

自分のことも大切にできるようになれると良い。ネット社会のなかでは、正しくない知識の方がたく

さんあるため、健康と安心・安全の確保と謳うのであれば、正しい知識を得るための大綱を期待した

い。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・日本居住外国籍の若者に対するもの。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・昔に比べて規制が多い現代でも、のびのびと自由に人間的に成長できることを推進してほしいです。 

（女性/17 歳/高校生） 

・新型コロナ感染対策に関した取組について新たに追加した方が良いと思う。 

（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・誰が読むことを想定して書いているのかを知りたい。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・元教員の力も借りることができると良い。（男性/22 歳/大学生・大学院生） 


