


目   次 

 

１ ハイティーン会議とは                  １ページ 

 

２ 「少年犯罪」についての矯正協会での質疑応答       ５ページ 

 

３ 「少年犯罪」について黒岩弁護士との質疑応答      １１ページ 

 

４ ２００６年度子どもの意見表明事業「ハイティーン会議」 

発表会の要旨                     １７ページ 

 ・「少年犯罪」の発表                   １８ページ 

 

５ 「少年犯罪」について（ブレインストーミングで出た意見） 

① 現状と課題 

② 理想の姿 

③ 変わるために何ができるか（何をしたらよいか）    ２５ページ 

 

６ ＩＬＯ駐日事務所での「児童労働」に関しての質疑応答   ２６ページ 

 

７ 「児童労働」の発表                   ３２ページ 

 

８ 「児童労働」について（ブレインストーミングで出た意見） 

① 活動を通して印象に残ったこと（現状と課題） 

② 理想の姿 

③ 変わるために何が必要（できる）か          ３８ページ 

 

９ ２００６年度ハイティーン会議意見交換会（要旨）     ３９ページ 

 

10 ハイティーン会議に参加しての感想            ４５ページ 

 

11 メンバー紹介                      ４７ページ  

 

 

   

（表紙は東京大学教育学部附属中等教育学校５年 樋口めぐみさん作成） 



１ ハイティーン会議とは 
「ハイティーン会議」は、子どもの権利啓発推進事業の一環として 

行っている、子どもの意見表明権を尊重する事業です。 
  中学生・高校生が毎日の生活のなかで、気になっていることや関心 

のあるテーマについて、メンバー全員で＊ワークショップ形式で話し 

合い、より詳しく調べるために関係機関に取材へ行くこともあります。 

メンバーでテーマについての結論を導きます。会の最後には、区長・ 

中野区民の方々に結論を発表します。 

今年度は４年目を迎え、１５人の中学生・高校生が６月から２月に 

かけて活動してきました。会の進行は教育学を専門とし、教員を志し 

ている学生を教えられている安部芳絵さんが＊ファシリテーターで、 

大学生の斉藤大
ひろし

さんと金澤真之さんがサポーターとして会を手伝っ 

てくれました。 

メンバーは勉強や部活動など日々の活動に忙しく、全員が集まって活動することは少なか

ったですが、２００７年２月１０日（土）には、２つのテーマについて、まとめたことを、

区長・中野区民の方に発表しました。 

 

＊ ワークショップ＝だれもが自由に意見を言い易く、グループの   

創造性と合意形成に焦点をおいた会議のこと。 

 ＊ ファシリテーター＝その人が持っている能力を引き出す役割を担う人のこと。 

活動経過 

・ 第１回 ６／２９（木）１７時３０分～１９時３０分 

１ メンバー自己紹介：（氏名 呼ばれたい名前 今やっていること 今気になっていること等） 

２ 取り組みたいテーマの洗い出し：①少年犯罪 ②ＮＥＥＴと経済 ③中野ブロードウエイ 

④児童労働 ⑤メールの良い点、悪い点が挙げられた。次回までに今後の会の進め方、取り

組みたいテーマについて、各自考えておくことになる。 

 

・ 第２回 ７／１５（土）１４時～１６時          

１ 会の進め方：Ａ案 その日にテーマを決めて話し合う。 Ｂ案 特定のテーマについて取り

組んでいく。話し合いにより、Ｂ案となる。 

２ テーマ設定：「少年犯罪」と「児童労働」となる。 

３ 発表の仕方：パワーポイントを使用して行うことになる。 

４ ワークショップの内容：「少年犯罪」と「児童労働」について、知っていること、知りたい

ことをポストイットに記入し、模造紙にはる。 

                                 

・ 第３回 ８／１４（月）１１時～１５時 途中ランチタイムあり    

 ワークショップの内容： 

（１）児童労働のビデオをみる。 

（２）「少年犯罪」、「児童労働」について、グループごとに分かれ各自、調べてきたことを披

露する。同時に、より詳しく調べたいことを列挙する。 

（３）「少年犯罪」、「児童労働」に関する取材先の検討・・事務局が選定することになる。 
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・ 第４回 ９／７（木）１７時～１９時３０分              

取材先及び取材日の確定：                      

「少年犯罪」①１０月３１日（火）１７時～中野区新井三丁目の     

（財）矯正協会少年非行問題センター          

      ②１１月１３日（月）１７時～日本弁護士連合会黒岩 

弁護士との話し合い                     

「児童労働」 １１月１７日（金）１７時～国際労働機関（ＩＬＯ） 

駐日事務所 

ワークショップの内容： 

（１） （財）矯正協会少年非行問題センターで質問事項の洗い出し 

（２） 国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所での質問事項の洗い出し  質問事項を考え中 

                            

・ 第第５回 ９／２２（金）１７時～１９時３０分  

ワークショップの内容： 

（１） 本年９月上旬におきた山口県周南市の「高専生殺害事件」の週刊誌の記事についての

意見交換 

 ～犯人は１９歳の少年である。少年法では２０歳未満の場合には、氏名・顔写真・住所を特

定できる報道禁じられている。しかし、マスコミにより、その対応が異なっていた～ 

（２） （財）矯正協会少年非行問題センターで質問事項決め 

（３） 黒岩弁護士への質問事項の洗い出し 

 

・ 第６回 １０／３１（火）１７時～１９時３０分  

（１）―（財）矯正協会少年非行問題センターへ取材に伺う― 

     取材後、新井地域センターで感想を述べ合う。 

（３） 黒岩弁護士への質問事項決め 

（４） 発表会の日時の決定：①２００７年２月 ３日（土）１４時～１６時 

          ②２００７年２月１０日（土）１４時～１６時 

③２００７年２月１７日（土）１４時～１６時 

メンバーの都合を確認した結果、②に決まる。 

 

・ 第７回 １１／１３（月）１７時～１９時３０分  

（１）―黒岩弁護士と「少年犯罪」について、質疑応答形式で話し合うー 中野区役所にて 

   終了後、感想を述べ合う。 

（２）国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所での質問事項 

 

・ 第８回 １１／１７（金）１７時～１９時３０分  

―国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所へ取材に伺うー 

    終了後、感想を述べ合う。 

 

・ 第９回 １／１１（木）１７時～１９時３０分  
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（１） 発表会のグループづくり 

区長、中野区民への発表会（２月１０日）に向けて、発表を分担するグループをメン

バーの希望を募り決める。 

（２） まとめの＊ブレインストーミング 

グループ（「少年犯罪」、「児童労働」）に分かれ、それぞれのテーマにおける①現状②

理想の姿③理想の姿にするためには、どうしたらよいか。をブレインストーミングで

意見を出し合う。 

＊ブレインストーミング＝brain（脳）の storming（嵐）という名のとおり、 

                 あるテーマに関して参加者全員でアイディアを出 

し合っていく手法。大切なのは、「どんな意見でも 

出してみる」「人の意見を批判しない」「人の話を 

聞いて思いついたこともどんどん出してみる」こ 

とです。 

 

グループ活動等 

少年犯罪 児童労働 
・１月２３日（火）１７時～１９時３０分

１月２５日（木）    〃 

１月３０日（火）１７時～２０時 

ブレインストーミングでの意見出し 

・２月 ８日（木）           

  発表会の役割分担、パワーポイントの

作成 

・１月２４日（水）１６時３０分～１８時３０分

１月３０日（火）１７時   ～１９時３０分

 ブレインストーミングでの意見出し 

・２月 ７日（水）１８時   ～２０時 

 ２月 ８日（木）１５時３０分～１７時  

   パワーポイントの作成 
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２．「少年
しょうねん

犯罪
はんざい

」について矯正
きょうせい

協会
きょうかい

での質疑
しつぎ

応答
おうとう

日時：平成 18年 10月 31日（火）    
１７時～１８時１５分       

会場：（財）矯正協会少年非行問題センター

３階会議室            

更生
こうせい

について

質問
しつもん

１ 少年法
しょうねんほう

の適用
てきよう

年齢
ねんれい

で罪
つみ

を犯して
おか

しまった人
ひと

が、その後
ご

社会
しゃかい

復帰
ふっ き

するた

めに、どのようなケアを行って
おこな

いますか。ケアの方法
ほうほう

は、収容
しゅうよう

施設
しせ つ

、カ

ウンセリング以外
いがい

にもありますか。

また、何度
なんど

も罪
つみ

を犯して
おか

しまう人
ひと

は、どのような問題
もんだい

を抱えて
かか

いますか。

回答
かいとう

  罪
つみ

を犯した
おか

少年
しょうねん

は、すぐに少年院
しょうねんいん

に送
そう

致
ち

されるわけではなく、多くの社会
しゃかい

復帰
ふっき

への方策
ほうさく

がとり揃えられて
そろ

います。それは、少年の年齢や少年を取り巻く

環 境
かんきょう

、非行
ひ こ う

の内容
ないよう

等
とう

により、種々
しゅしゅ

選択
せんたく

されていきます。

一般的
いっぱんてき

に、罪を犯した少年は、家庭
かてい

裁判所
さいばんじょ

に通告
つうこく

及び
およ

報告
ほうこく

並びに送致されま

す。送致された場合、主に少年鑑別所
かんべつじょ

で科学的
かがくてき

鑑別方法により、心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

が

検査
けん さ

され、同時
どうじ

に非行
ひこう

の動機
どうき

や背景
はいけい

、少年の生育暦
せいいくれき

、家庭環境等を調査します。

その結果を踏まえて、家庭裁判所は少年の処分を決定する審判
しんぱん

を行います。

なかには、審判決定の前に、しばらくの間、家庭裁判所調査官の指揮
し き

のもと、

少年を社会内に一旦
いったん

戻して
もど

動静
どうせい

を見守る
みまも

制度
せいど

（試験観察制度）もあるように、

少年の処分決定については、とても慎重
しんちょう

かつ柔軟性
じゅうなんせい

ある対策
たいさく

が講
こう

じられてい

ます。

審判の結果、少年の保護
ほ ご

処分
しょぶん

として、「少年院送致」や「保護観察」がとられ

る場合があります。「保護観察」とは、少年を社会に戻し、「保護司」というボ

ランティアの方の監護
かんご

のもと、一般的な生活をさせ様子
ようす

を見ることを指
さ

します。

もちろん、社会に戻すことが適当でないと判断された場合は、少年院に送致さ

れる場合もあります。

犯罪件数としては、窃盗
せっとう

が一番多いです。何度も罪を犯してしまう人は、一

人ひとり抱えている問題が異
こと

なるため、定義づけることが難しいのが実情
じつじょう

です

が、ただ、個人的な意見として、「自尊
じそん

心
しん

が低い
ひく

」少年が何度も罪を犯している

ような気が、少年院の少年を見ていると感じられます。

質問２ ヤンキー先生と言われている義家
よしいえ

弘
こう

介
すけ

氏
し

の本を読んだの

ですが、少年院等の更生
こうせい

施設
しせ つ

では、更生のため反省
はんせい

文
ぶん

を書

かせると聞いています。しかし、その文書は本人の本音
ほんね

で

はなく、建前
たてまえ

を書いていると書かれてありました。施設内
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の規則
きそく

等
とう

に従
したが

わせるだけで更生になるのでしょうか。  

回答 先ず、少年院に入院すると、今回犯した非行やこれまでの人生、考え方等につ

いて、作文を書かせることがよくあります。これは、少年自身に自らを客観
きゃっかん

視
し

さ

せるとともに、指導する側としては、少年が自分自身をどのように見ているかと

いう資料となります。少年院では、課題作文や日記指導といった少年に文章を書

かせる指導方法はよく行われている処遇
しょぐう

技法
ぎほ う

であり、そのなかには非行原因につ

いてや反省を促
うなが

す課題を与えることもしばしばです。建前の文章を書く少年は、

えてして毎日の行動や他の少年に対する態度
たいど

とのギャップが見受けられやすく、

良い指導材料となります。少年院は２４時間体制で少年に関わっていくので、作

文内容だけで更生したか否
いな

かを判断
はんだん

することは、まずありません。

また、少年院の規則
きそく

に従 順
じゅうじゅん

な少年が、すなわち更生したとは少年院の教官
きょうかん

も

思っていません。ただし、少年院の規則を守ることは、それまで非行を犯してき

た少年にとっては、大変
たいへん

な負担
ふた ん

ですし、それができること自体、たいしたものな

のです。また、少年院に来た理由や自分の犯した非行に対して真
しん

しに考えられる

ようになった少年は、少年院の規則の意義
い ぎ

やその必要性が理解
りかい

できるようになり、

自然に規則を守る傾向
けいこう

があります。

  ・少年院は、本人の気づきの場です。

Stop  立ち止まる

Look  振り返る

Awareness 気づき
Choice   選択

せんたく

 こうなれば、徐々
じょじょ

に更生していきます。

  ほとんどの子が、退院式では泣いています。

ここで、私がある少年院で院長として勤務
きんむ

していた時のお話を紹介します。暴走族
ぼうそうぞく

のヘッドだった子で、対立
たいりつ

暴走族との乱闘
らんとう

の末
すえ

、相手側の２人に傷害
しょうがい

致死
ち し

にいたら

しめ大ケガを負
お

わせ少年院に入った子です。その子は、高校１年生までは、まじめ

でした。高校２年生ころより暴走族の集会に参加し、器量
きりょう

もありヘッドまでのぼり

詰めた子です。ある日、少年院でピアノの演奏会
えんそうかい

がありました。メロディーが流れ

始めました。担当教官は、その少年の後ろ姿を看
み

てその様子の異変
いへん

を感じました。

教官は少年に寄り添
よ り そ

って声を掛けました。少年の状態は明らかにこれまでとは違う

ため、教官は少年をその場から別の場所に連れて行きました。少年は「死にたい」

と漏
も

らしました。詳
くわ

しく聴
き

いてみると、高校１年生のころに聞いた同じメロディー

が流れ、友達の顔が浮かび次に、乱闘時の相手の真っ赤な血だらけの顔が浮かんで

来たとのことです。心の中で、「自分はとんでもないことをしてしまった」もう死に

たい。と教官に話しました。その少年は、それ以降、まじめに更生していきました。

この少年にとっては、ピアノのメロディーが気づき（Awareness）のきっかけにな
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ったのだと思います。            
  

罪を犯した少年の家族が求めていることについて

質問３ 矯正協会に訪
おとず

れる家族の人たちは、どのようなことを求めて足を運ぶのです

か。

回答 「今の状況を何とか改善
かいぜん

したい。何とかしてください」という相談
そうだん

が多いです。

相談者は母親が多いです。今の状況とは千差万別
せんさばんべつ

です。自分の子どもに道を踏

み外
はず

して欲しくないという思いからの相談が比較的
ひかくてき

多いです。具体的には、

夜遊び
よあそ

・外泊
がいはく

・飲酒
いんしゅ

・喫煙
きつえん

等
など

です。

相談の方法は、１位電話 ２位メール ３位来所
らいしょ

です。やはり、顔を見せる

ことには、抵抗感
ていこうかん

があるようです。

民間相談機関は、非行の相談は嫌
いや

がっています。

罪を犯した少年について

質問４ 少年法の適用
てきよう

年齢で罪を犯してしまった人は、

反抗期
はんこうき

があったのですか？家庭
かてい

環境
かんきょう

はどうだっ

たのですか？学校生活はどうだったのですか？

罪を犯すに至った動機
どうき

は何ですか？

回答 これについても、前の質問の回答と同様、千差

万別です。反抗期があったのかという質問に対し

てですが、反抗期とは一般的には、第１次が３～

４歳ころで、第２次が中学生～高校生ころです。第２次の反抗期があった子もい

れば、ない子もいます。

   家庭環境はどうだったのかということですが、両親が揃っていても罪を犯す子

もいます。傾向としては『『家族の機能が果たされていない或
ある

いは、いわゆる家族

力が弱い家庭』の子の犯罪は多く見受けられます。

学校生活はどうだったのかということですが、これも人それぞれです。

   動機についてですが、犯罪の中でも数が多い窃盗を取り上げてみても、その動

機は、物そのものが欲しいというものから、親の関心を引きたい、親へ当てつけ

したいというものなど様々あると思います。
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少年犯罪の地域別の傾向について

質問５ 東京近郊
きんこう

及び大阪周辺の大都市
だ い と し

、東北地方等、九州や沖縄等での地域別の少

年犯罪の特性
とくせい

はあるのか。

回答 地域別の特性は特にありません。ただ、新興
しんこう

住宅地では地域の結束
けっそく

力が十分に育
そだ

っていないことに起因
きいん

しての犯罪が多くなる傾向が見受けられます。 

      

少年犯罪をなくすために

質問６ 自分の友人がもし非行傾向になり犯罪を

しそうになった場合など、未然
みぜん

に防ぐため

に、私たちはどう対応していけば良いのか、

何かできることがあったら教えていただけ

ますか。

回答 自分が学校生活や家庭等の中で必要とされているという意識
いしき

を持てる人は、比

較的非行に走る傾向は少ないかと思います。しかし、仲間から排斥
はいせき

されたりする

と孤独化
こ ど く か

して、不良
ふりょう

文化
ぶん か

に陥
おちい

りやすくなります。友達で非行化の様子がうかがえ

た場合などは、自分一人ではなかなかサポートすることは難しいかも知れません

が、例えば、仲間で声かけし、サポートしてあげるようにすれば、その子の心に響
ひび

くのではないかと思います。

１０代は、とてもデリケートな時期です。自分自身に自信が持てなく、ささい

な一言で傷
きず

つきやすい年代だと思います。言葉
ことば

にして褒
ほ

めてあげることが大事
だいじ

だ

と思います。

欧米
おうべい

では、ティーンズコートという試
こころ

みがあります。大人からの働
はたら

きかけも

大切だとは思いますが、やはり同年代
どうねんだい

同士
どう し

の働きかけというものは、大きな影響

力を持つと思います。

  自分に手を差し伸べられる余裕
よゆう

があるか自問
じもん

したうえ、慎重
しんちょう

に行動して欲しいで

す。できることならば、①話しかけること。②温かく
あたた

迎える
むか

態度
たいど

を持つことだと思

われます。それらは一人では難
むずか

しいと思われますので、クラス等の多人数
おおにんずう

で連携
れんけい

し

て行
おこな

えればと思います。

  できることは、はっきり言ってありません。気にかけてあげることも大切ですが、

今自分ができることを一生懸命
いっしょうけんめい

にやっていただきたい。自分自身を大事にすること

です。そのうえで以下、３つのことを実践
じっせん

していただきたい。
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 １ ご両親の誕生日を覚えておいて欲しい。

誕生日には、できれば、「おめでとう」とか、

花の１本を贈り、生んでくれたことに対して

感謝の気持ちを表していただきたい。

 ２２ 朝食をとって欲しい。

 ３３ 貯金をすること。ぜひ、家族の絆
きずな

を大事にしてもらいたい。
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３．「少年犯罪」について黒岩弁護士との質疑応答

日時：平成 18年 11月 13日（月）
１７時～１８時３０分    

会場：中野区役所７階会議室    

質問１ 罪を犯した少年で、今まで一番印象が強く残っている少年はどのような人で

したか。

 回答 先ず、申し上げたいこととして非行（少年犯罪）

は数としては減っています。強盗
ごうとう

は少し増えてい

ます。強盗が増えている理由は、以前だと相手を

脅
おど

かしての犯罪（恐喝
きょうかつ

罪
ざい

）でしたが、今は子ども

たちが悪くなっている訳ではなく、話すのが苦手

で脅かす力がなくて強盗してしまうのではないか

と思います。                    黒岩哲彦弁護士

印象に残っている事件は３つあります。

一つ目は、５年前に起きた親との関係の事件です。加害者は、15歳の中学生
でした。東京で父親と母親と一緒に暮らしていましたが、父親が暴力

ぼうりょく

的であっ

たため、少年と母親は神戸に引っ越しました。しかし、平成７年の阪神大震災
だいしんさい

で

母子
ぼ し

は、住むところに不自由して再
ふたた

び東京に戻って来ました。事件が起きた５

年前、少年は近くのコンビニで、たむろしていました。近くの川原
かわら

に行き、朝

方家に帰りました。帰ってきた少年を父親が殴
なぐ

りました。少年はこのまま殴り

続けられたら、死んでしまうと思い、台所にあった包丁で父親の胸を刺しまし

た。幸
さいわ

い、急所
きゅうしょ

を少しずれたので、命を落とすことはありませんでした。殺

人未遂
みすい

事件です。少年は初等少年院に入りました。この事件は親の虐待
ぎゃくたい

が原因

となったものです。幸いにも事件をきっかけにして、両親は子どものためにと

仲が改善する兆
きざ

しが見られています。

二つ目は、２年前に担当した事件です。少年は 18 歳でした。父親は現職の
暴力団の組長で母親は行方

ゆくえ

不明
ふめ い

でした。少年は自立支援施設に入っていました。

その施設出身の友人の大切にしていた本を全部売ってしまいました。換金
かんきん

して

５万円でした。少年は少年院に入りました。友人の本を勝手
かって

に売ってしまった

ことは悪いことですが、少年院に入るまでの行動ではありません。八王子に住

んでいるおばさんに少年の引き取りをお願いしましたが、父親が組長というこ

とで断
ことわ

られました。施設にも戻れない状況でした。居
い

場所がないために、少年

院に入った訳です。

- 11 -

三つ目は、女子高生コンクリート詰め事件です。平成元年に起きた事件です。

世間を震撼
しんかん

させました。40日間監禁
かんきん

したうえに死亡させました。犯人は 4人で



す。主犯
しゅはん

格
かく

の少年は、運動部に入っていました。かなり運動能力が高かったよ

うです。それで、先輩に実力をねたまれ、いじめられていたようです。そのこ

とで、女子高生に対するいじめにつながったことが、精神
せいしん

鑑定
かんてい

の結果、分かり

ました。「やられたのだから向こうみたいに強い人間になろう」という「攻撃者
こうげきしゃ

の同一視
どういつし

」というものです。これらの事件が印象に残っています。

質問２ 容疑者
ようぎしゃ

の段階で、新聞や雑誌等で顔や実名

を出された場合、その後、その少年及び少年

の家族の生活などはどうなりますか。また、

実名等の報道を取り締まる法律は何故
な ぜ

ないの

ですか。

回答 少年法 61条で罪を犯した少年の氏名、年齢、
職業、住所を記事にしてはならないと規定され

ています。戦前（昭和 20年）は、61条に違反   マスコミの報道のありかた

すると罰
ばっ

せられました。戦後になって、表現の    について質問する後藤翔君

自由が憲法で保障されていることから、自主規制となりました。ある週刊誌は、

61条の規定を度々
たびたび

、無視します。私が弁護を担当した「女子高生コンクリート詰

め事件」では、野獣
やじゅう

には人権はないということで、一部の週刊誌は氏名等を掲載

しました。最近の少年事件では、山口県の周南市で起きた事件で、加害少年が死

んだ後に顔写真を掲載した新聞や週刊誌がありました。しかし、我々弁護士は、

死んだ後においても顔写真は載せるべきではないということで抗議しました。各

社、対応がまちまちでした。朝日新聞では顔写真を載せませんでしたが、週刊朝

日は載せました。とても、悩ましい問題であると考えます。

子どもの権利条約では、プライバシーを守りましょうとうたっています。（第

16条）新聞や雑誌等で顔写真が載ると、少年の親や兄弟はその地域に 住み続け
ていられなくなります。私たち弁護士は、将来社会に戻って来た時のためにも、

顔写真等を掲載するべきではないと考えています。また、加害者のみならず被害

者側のプライバシーも守る必要があります。雑誌によっては、被害者の家族がプ

ライバシーを守って欲しいと言っていたにも関わらず、顔と氏名を掲載する（し

た）こともしばしばです。私が担当した女子高生コンクリート詰め事件も被害者

家族の意思に反して、顔が掲載
けいさい

されました。「プライバシーの保護と表現の自由の

バランスをとるのは非常に難
むずか

しい」問題です。

新聞協会の見解では、①連続殺人をしていて逃げているような場合②自殺する

恐れのある場合に限っては、氏名及び顔写真を公表しても良いとなっています。

それ以外は、載せてはいけないのです。

質問２－１ 顔写真が掲載される前に、取り締まることはできないのですか。
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 回答 出版を止めようとしたことはたくさんあります。

質問３ 警察庁の「少年非行等の概要
がいよう

」によると、薬物（覚せい剤）使用は女子が男

子の２倍近いという統計が出ていますが、この理由は何かあるのですか。

回答 薬物の犯罪は以前から女の子が多かったです。人間関係が上手
う ま

く築
きず

けない子ど

もが薬物に走る傾向があります。心理的虐待（無視される等）が原因と考えられ

ます。親子関係が上手くいかなくなり、家出をしてしまいます。家出した女の子

かどうかは、覚せい剤を売っている人には、一目で分かるようです。女の子の心

は投げやりになっていることから暴力団のえじきになってしまいます。そのよう

な状況で注射されます。覚せい剤は歌舞伎町で売っています。ものすごく値段が

高いです。この場合、注射された子どもも罪になります。

質問３－１ 薬物使用はダイエットのためだと思っていたのですが、違うのですか。
回答 違います。

質問３－２ 無理やり注射された場合にも罪になるのですか。

回答 無理やりですと罪にはなりません。しかし、多くは無理やりではないのです。

むしゃくしゃしている状態なので、（注射されても）構わないと思っています。
質問３－３ 覚せい剤を使用すること自体、当然に罪になることは分かりますが、覚

せい剤を使用したしたうえでの行為についても犯罪になるのですか。

回答 なります。私が弁護した少年の事件ですが、当時の合法
ごうほう

ドラッグですすめら

れて吸引して、道に裸で寝ていたところに警察官が来て「何をしているのだ」

と聞かれ、警察官を殴ってしまったとして公務
こうむ

執行
しっこう

妨害
ぼうがい

になりました。本人は

覚えていないのですが、殴っているときには意識があったということで、非行

（罪になる行い）があったということになりました。

質問４ 罪を犯した少年の「権利」とは、どの

ような権利があるのですか。

回答 子どもの権利条約と日本の法律（少年

法）で、少し食い違っているところがあ

ります。子どもの権利条約 40条では、
① 社会に復帰する権利。②弁護人を依頼

する権利。③少年に対する身柄
みがら

拘束
こうそく

を最

短期間にする原則をうたっています。今   聞きたいことはたくさんあります

まで大人も子どもも、お金を払わないと

弁護士をつけられませんでした。警察に捕
つか

まった時に弁護士をつけられるしく

みがあることが大事です。そのために、弁護士がお金を出し合って当番

弁護士制度を設
もう

けています。１回無料で面会に行きます。先月から警察に捕ま

った時から、国選弁護人がつくようになりました。2009年からすべての事件に
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国選弁護人がつくようになります。

大人の場合には、裁判になったら国選弁護人がつきます。子どもの事件では、

家庭裁判所に行ってしまうと国選弁護人のしくみがありません。警察にいる時

までは弁護されているのに、大事な裁判になると弁護人がつかなくなってしま

っています。家庭裁判所での審判
しんぱん

でも弁護人をつけることが我々、弁護士の悲願
ひがん

です。

③の少年に対する身柄拘束を最短期間にすることについて、お話します。身

柄拘束の日数を短くすることです。子どもも大人と同様、最大 23 日間となっ
ています。その日数を短くするように申し入れています。

質問４－１ 少年法の適用年齢が厳
きび

しくなったことに伴い、守られるべきプライバシ

ーの年齢も引き下げられていることについて、どのようにお考えですか。

回答 ５年前の 2001年４月に少年法が改正されて、触法
しょくほう

少年（刑法の適用を受け

ること）の年齢が 16歳未満から 14歳未満になりました。これは、神戸の連続
幼女殺害事件が改正のきっかけでした。この改正で 1６歳及び 15歳の少年が人
を殺した時は原則、刑事裁判を受け刑務所に行くようになりました。

奈良の自分の家を燃やして弟と母親を殺してしまった事件は、改正された少

年法からすれば、刑事裁判になってもしかたなかったのですが、ならなくて良

かったと考えます。少年院で再教育することになりました。今の国会で少年法

が改正されるかも知れません。その内容は、14歳未満の子どもをどうするかと
いうものです。国会での審議結果で、少年院に行くことになるかも知れません。

この見直しのきっかけは、長崎や佐世保の小学生が加害者となった事件です。
また、審議の結果で将来、罪を犯すかも知れない少年（ぐ犯少年）について、

事件を未然に防ぐという理屈で警察が調べても良いことになるかも知れません。

十分にプライバシーが守られるようにしてもらいたいところです。

質問５ 触法少年の年齢は何歳が妥当
だとう

だと思いますか。

回答 少年法は、罪を犯した少年を１４歳以上２０歳未満としています。また、１

４歳未満の少年を触法少年としています。

  触法少年の年齢は、諸外国などとも比較して 14 歳くらいが妥当であると考え
ます。罪を重くすることだけではよくないと考えます。犯罪をする時に、罪が

重くなったからといって思い止
とど

まれるものではありません。

犯罪少年については、今は２０歳未満となっていますが、１８歳未満に下げ

るべきだとの意見があります。１８歳と１９歳の人は大人と同じように責任を

とるべきだというのです。私は、選挙権の年齢を２０歳から１８歳に引き下げ

ることと一緒ならば、少年法の年齢を１８歳に引き下げることには賛成です。
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質問６ 路上等で警察官に氏名等を聞かれても答えなくてもよいですか。

回答 普通は、答えなくてもよいはずです。

質問７ いじめは、いじめられる側にも問題があると言う人がいます。いじめはだれ

が悪いとお考えですか。

回答 自殺した子は必ずしも弱くはありません。クラスでのリーダー格であったり、

クラブ活動に一生懸命励
はげ

んでいる子どもも多いです。頑張っていて明るい子は、

ストレスがたまって逃げ場がなくなり自殺に追いやられてしまいます。弱い子

は、すぐ不登校になり非難でき命が守られます。いじめられたら学校を休んだ

方が良いです。

質問８ 死刑についてどのようにお考えですか。

回答 私自身は、以前は死刑廃止
はいし

論者
ろんじゃ

でした。国が人の命を奪うことは人権尊重に

反します。また、裁判所が、本当は無実なのに死刑判決を出して死刑が執行
しっこう

さ

れたら取り返しがつきません。世界的にも死刑制度を廃止する国が圧倒的に多

数です。ただ、私自身は、池袋の無差別殺傷
さっしょう

事件の被害者の遺族からの話を伺

ってから、廃止という考えは変わりました。被害者にあわれた方のご遺族・ご

家族の苦しみは大変なものです。

我々弁護士の間でも、死刑については色々な意見があります。日本弁護士連

合会は死刑制度については、冷静
れいせい

に議論を深めるために、「死刑執行停止」法案

を提唱
ていしょう

しています。これは、裁判所が死刑判決を出したとしても、死刑執行の

停止をするということです。韓国で、このような法律が制定されました。死刑

について私たちが冷静に議論を深めるために、死刑制度賛成論者の方も死刑制

度反対論者の方も、一致できるのではないかと思います。

むすび

私たち弁護士は「加害者にも権利はある」という考えで弁護をしています。他方
たほう

で、「犯罪被害者の権利をどう守っていくか」はみなさんも考えていただきたい。

法律制度も様々
さまざま

な意見・要求が渦巻
うずま

く中で生まれ、運用
うんよう

されていくものだと感

じています。私の今日のお話しも、ひとりの弁護士の意見です。皆さんには、様々

な立場の意見を聞いて、柔軟
じゅうなん

に、ご自分の意見を考えていただくと良いと思いま

す。
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４．２００６年度子どもの意見表明事業「ハイティーン会議」発表会の要旨
日時：２００７年２月１０日（土）     

   １４時～１６時           

会場：中野区役所７階第９・１０会議室   

聴取者：３３名              

発表者：１１名           

ファシリテーター：安部 芳絵       

（工学院大学非常勤講師、教育学専門） 

サポーター：斉藤 大（都立大学４年生）  

金澤 真之（国学院大学２年生）  

配布資料

１ 平成１８年１０月３１日取材時の「矯正協会での質疑応答」

２ 平成１８年１１月１３日取材時の「黒岩弁護士との質疑応答」

３ 平成１８年１１月１７日取材時の「ＩＬＯ駐日事務所での質疑応答」

開会のことば

大橋 雄治子ども育成担当課長

ハイティーン会議は、子どもの権利啓発推進事業です。今年で４回目です。１６名の中学生・

高校生がワークショップや取材を通して活動してきました。今年度のテーマは「少年犯罪」と

「児童労働」です。発表はパワーポイントも使いながら行います。発表が終わった後、聴取者

のみなさまから質問をいただき、その後に発表者と聴取者による意見交換をさせていただきま

す。

また、本日の発表会には中野 CATV の取材が入っておりますので、みなさまご了承の程、
よろしくお願いします。

あいさつ

田中 大輔区長

発表者のみなさまご苦労さまです。長い間の活動の成果を披露していただくということで楽

しみにしております。また、この発表会に大勢のみなさまがお越しいただき心から感謝申し上

げます。

 中野区の事業で中学生・高校生が自分たちの考えを発表するのは、このハイティーン会議の

みです。若い人たちが自分たちの考えをまとめて発表し、そのことを社会に反映させていくこ

とは、大変大事であると考えます。若いみなさま方が集まって議論してまとめたものは、新鮮

で的を射た意見であるということを、私たちおとなに教えてくれます。ハイティーン会議とは、

そのような事業だと考えます。

学校の勉強や受験等で忙しいみなさんが、自分たちの考えをまとめるということは、なかな

か機会が無いと思います。そして、発表の成果がいろいろな形で地域に共有されていければ嬉

しく思います。本日の発表を楽しみにしております。

菅野 泰一教育長

 私は本日、教育委員会を代表して参加させていただいております。私は、中学生・高校生の

意見を直接お伺いするのは初めてです。発表者のみなさまは、関係機関へ何個所か取材に行か

れて、活動されてきたようです。テーマも「少年犯罪」と「児童労働」ということで、中学生・

高校生のみなさまがどのようにまとめたか楽しみにしております。
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総合司会（吉永 涼）

 それでは、発表します。先ず、「少年犯罪」です。少年犯罪の発表者のみなさんよろしくお

願いします。聴取者のみなさまは、本日配布させていただきました①矯正協会での質疑応答②

黒岩弁護士との質疑応答を、ご覧いただきながら発表を聴いていただきたく思います。

少年犯罪の発表

１ メンバー自己紹介 五十音順

  上木 ゆりか（中野区立第一中学校２年生）

  岡田 直樹（東亜学園高等学校３年生）

  鞍掛 俊介（中野区立北中野中学校３年生）

  小塚 裕貴（明治大学付属中野高等学校１年生）

  後藤 翔（東京都立富士高等学校１年生）

  對馬 加純（東京大学教育学部附属中等教育学校５年生）

  野口 真央（中野区立第一中学校２年生）

  橋本 広子（中野区立第一中学校２年生）

  樋口 めぐみ（東京大学教育学部附属中等教育学校５年生）

  宮城 友香（東京大学教育学部附属中等教育学校４年生）

上木 ゆりか：本日は学校の行事等で発表会に参加できないメンバーもいますが、聴取者のみ

なさまよろしくお願いします。

２ 少年犯罪をテーマとした理由

発表者：上木 ゆりか

 近年、低年齢で手口が凶悪な少年犯罪がマスコミで取り上げられることが多くなった気がし

ています。何故、自分たちと同世代の人たちが罪を犯してしまうのか、何故、思い止まること

ができなかったのかと思ったからです。

３ 少年犯罪をめぐる現状

発表者：橋本 広子

 会場のみなさまで、最近、少年犯罪が増えていると思う人は手を挙げてください。

～ 数名の人が手を挙げる ～

 少年犯罪は増えてはいません。むしろ減っています。

スクリーンのグラフをご覧ください。このグラフは、

警察庁生活安全局少年課が公表している「少年非行等

の概要」の資料です。平成９年から平成１８年の刑法

犯罪の少年数の推移です。平成１４年をピークに、以

降下がっています。１８年は過去最低です。

 凶悪な事件が増え、マスコミで大きく取り上げられ

ることが多いために、少年犯罪が増えていると思って    少年犯罪の現状を説明する橋本

いる人が多くいます。少年犯罪の場合には原則、氏名   広子さん（写真中央）
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や顔写真或いは、住んでいる所が特定されるような報道をマスコミはしてはいけないことにな

っていますが、最近ではその原則を無視するマスコミがあり、報道のあり方が問題であると考

えます。

～山口県周南市で平成１８年９月に起きた「高専生殺害事件」の週刊誌の記事を掲げる～

この雑誌では、被害者の女性の顔写真が掲載されています。私は、遺族に対して失礼だと

思いました。小さく掲載されているのが容疑者の写真です。容疑者は１９歳です。少年法か

らすれば、顔写真を掲載してはいけないことになっています。容疑者は自殺したので、顔写

真を掲載したとのことです。

４ （財）矯正協会での質疑応答から

発表者：野口 真央

 （財）矯正協会には、１３人のメンバーで取材に行きました。矯正協会とは、学校・職場で

いじめにあっている。金をおどされて取られている。などの相談を受け付けているところです。

本日の配布資料「矯正協会での質疑応答」からメンバーの多くが印象に残ったことと、私の感

じたことをみなさまに発表したいと思います。

メンバーの多くが印象に残ったこと １

 配布資料「矯正協会での質疑応答」の質問２の部分で「施設内の規則等に従わせるだけで更

正になるのでしょうか」に対しての矯正協会の人の回答として、少年院は、気づきの場です。

と答えられたことです。

Stop（立ち止まる）→Look（振り返る）→Awareness（気づき）→Choice（選択）
 このような段階を踏めば徐々に更正していきます。ほとんどの子が、退院式では泣いていま

す、と回答されました。

退院式での話を紹介します。

担当教官は、その少年の後ろ姿をみて異変を感じました。近くに寄って詳しく聴いてみると、

高校１年生のころに聞いたピアノのメロディーが流れたので、それで友だちの顔が浮かび、次

に乱闘時の相手の真っ赤な血だらけの顔が浮かんだとのことでした。自分は、とんでもないこ

とをしてしまった。死にたいと漏らしたとのことでした。その少年はそれ以降、更生していき

ました。この少年にとって、ピアノのメロディーが Awareness（気づき）になったのです。
私が感じたこと

この話を聴いて、私はこの担当教官のように子どもの様子をみて異変に気づいてくれるおと

なの人が、子どもの近くにたくさんいればいいなと思いました。

メンバーの多くが印象に残ったこと ２

 配布資料の質問４を見てください。「罪を犯すに至った動機は何ですか？」に対して、家族

の機能が果たされていない或いは、家族力が弱い家庭の子の犯罪が多く見受けられています。

また、動機については、数の多い窃盗を取り上げてみた場合、物そのものが欲しいというもの

から、親の関心を引きたい、親へ当てつけしたいというものという回答でした。

私が感じたこと

私の周りの友だちでも最近、家族と話をすると言い争いになってしまうので、会話をしなく

なっている子がいます。このような状態は家族の機能が果たされていないと考えます。何かあ

ったら、たやすく崩れてしまうのではないでしょうか。家庭内の会話は大切だと思いました。

メンバーの多くが印象に残ったこと ３
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 質問６を見てください。自分の友人がもし非行傾向になり犯罪をしそうになった場合など、

自分たちに何かできることがあるかという質問に対しての回答では、主に私たちには、何もで

きないそうです。でも、３つのことを心がけてほしいと言われました。①ご両親の誕生日を覚

えておいてほしい。誕生日には、おめでとうとか、花の１本を贈り生んでくれたことに対して

感謝の気持ちを表していただきたい。②朝食を一緒にとってほしい。③貯金をすること。ぜひ、

家族の絆を大切にしてもらいたい、とのことでした。また、自分が学校生活や家庭の中で必要

とされているという意識が持てる人は、比較的非行に走る傾向が少ないそうです。

私が感じたこと

 この話を聴いて、子ども一人ではできないことだと感じました。親、学校の先生は子どもに

何を望んでいるのか。どのような子どもがよい子なのかと思いました。

５ 黒岩弁護士への質疑応答から

発表者：鞍掛 俊介

 先ず、黒岩弁護士を紹介します。本名は黒岩哲彦さんです。北千住法律事務所で働らかれて

います。１９９５年から１９９６年に東京弁護士会子どもの人権救済センター運営協議会議長。

９７年～９８年、日本弁護士連合会子どもの権利委員会事務局長。そして現在は、東京弁護士

会子どもの人権と少年法に関する特別委員会委員長をされています。それではインタビューを

紹介します。時間が限られていることから、３つ紹介します。

インタビュー １

 配布資料質問１を見てください。黒岩弁護士が携

わった事件で一番印象に残っている少年はどのよう

な人ですか。というのに対して、女子高生コンクリ

ート詰め事件と答えられました。この事件は、平成

元年に起きて、女子高生を４０日間、監禁したうえ

で死亡させて４人の少年が捕まったものです。黒岩

弁護士は４人の少年のうち、少年Ｃを担当されてい

ました。この４人の少年たちは、いじめにあってい

たということです。そのことが女子高生に対するい

じめにつながったそうです。これは、「やられたの      発表する鞍掛俊介君

だから、やりかえしてやろう」という攻撃者の同一視という心理だそうです。

私が感じたこと

 私はこの事件が起きた当時は、まだ生まれていませんでした。黒岩弁護士からのお話で、初

めてこの事件を知りました。自分がいじめられたからといって、自分よりも弱い人をいじめそ

の挙句、殺してしまうという心理状態はまったく理解できません。いじめをもたらす影響につ

いて、改めて考えさせられました。

インタビュー ２

 配布の質問２を見てください。新聞や雑誌等で実名等の報道を取り締まる法律はないのです

か。というのに対して、少年法６１条で罪を犯した少年の氏名、年齢、職業、住所を記事にし

てはならないと規定されていますが、戦後になって表現の自由が憲法で保障されていることか

ら、自主規制になったということです。自主規制になったことで、少しずつ氏名や顔が公表さ

れるようになってしまったわけです。
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私が感じたこと

 罪を犯してしまった少年の家族は、その地域に住み続けられなくなるばかりか、少年自身が、

社会にもどる時に大変になってしまうので、厳しく取り締まってほしいと思いました。

インタビュー ３

 配布資料の質問５を見てください。触法少年の年齢は何歳が妥当と思われますかです。触法

少年とは、１４歳未満で罪を犯してしまった少年のことです。この質問に対して、諸外国など

と比較して１４歳未満くらいが妥当と考えます。罪を重くすることだけではよくない、罪が重

くなったからといって、思い止まれるものではありません。と答えられました。

私が感じたこと

 私も同感です。少年法というのは、決して犯罪をすることを思い止まらせるものではなくて、

罪を犯してしまった少年の更生機会をも考慮されているものなので、単に罪を重くするのは、

よくないと考えるからです。

 これらのインタビューを通して、本来ならば僕らの年齢の少年法について知っていなければ

いけないところでしたが、知らなかったということを知りました。そして、少年法について、

多くのことを知ることができました。さらに、黒岩弁護士の貴重な体験談を聴けてよかったで

す。

６ 話し合ってまとめたこと

発表者：後藤 翔

 矯正協会と黒岩弁護士との取材を終えた後、みんなで

ブレインストーミングをして話し合いました。話し合い

は、「現状」、「理想の姿」、「理想の姿にするためには、

どうしたらよいか」を子ども、おとな、社会という視

点で考えてみました。さきほど、野口さんの発表にも

あったように、「少年犯罪を考えるとき、子ども一人

だけではだめで社会全体で考えていく必要がある」と

思ったからです。

 現状

・子ども：学力が以前よりも低下している。

・おとな：①学校と家庭が責任をなすりつけあっている。

②給食費を支払わない親がいる。

・社会： 少年法が必ずしも更正に結びついていないつまり、マスコミは少年法の適用年齢で

罪を犯した少年を実名等で報道している。

・子ども＆おとな：会話が少ないために、双方が何をどのように考えているかを理解しできて

いない。

・子ども＆社会：酒・タバコ・薬物などが容易に手に入る。

・子ども＆おとな＆社会：①親が子どもをきちんとしつけていない。

②子どもの意見を発言する機会が少ない。

 理想の姿

・ おとな：①常に生徒の見本になれる先生がいてほしい。（生徒にはお菓子を学校に持  
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ってくることを注意するのに、先生は持って来ているのを見た）

②お互いを思いやれ、気付くことができるおとなが近くにいてほしい。

③子どもを対等に見てくれる人がいてほしい。

・ 子ども＆社会：①（少年）犯罪、自殺、いじめ、差別が存在しない社会。

②ストレスを発散できる場所が確保されている社会。

・ 社会：①人が意見を発し易い社会。

②一人ひとりが節度ある行動のとれている社会。

・ 社会＆おとな：①毎日学校に行くことが楽しみな学校になっている。

        ②子どもの気持ちが分かり、いけないことを子どもがしたらきちんと注意

できる親や親せき、ご近所さん、先生が周りにいてほしい。

私たちの考える解決策

 少年犯罪の背景には、必ず親や学校、社会が関係していると私たちは感じました。メンバー

全員でブレインストーミングをして意見をまとめました。すると、少年犯罪だけでなく、その

周りの親や学校、社会への不満が出てきました。これらの不満を解決すれば、よりよい社会

になると思います。

変えるために何ができるか（何をしたらよいか）

自分：①自分で善悪を判断して責任を持って生きていく。

②友だちの話を常日ごろから聴いてあげる。特に、非行に走りそうな兆候が見受

けられたら、話を聴いて支えてあげる。

 ③自分が悩んだ時は、友だちに悩みを話す。

親：①ほかの子どもと比べないでほしい。子どもの人生は親の人生ではないということ

を分かってほしい。

  ②子どもの話を最後までじっくり聴いてほしい。

  ③気分で怒らないでほしい。

学校の先生：①子どもだけでは自主的に自治することはできないと思います。そこで、

子どもの数に対して教職員の数を増やしてほしい。登校時間をずらし、

使用していない教室を利用して一つの教室にいる生徒の数を少なくし

てほしい。そうすれば、先生は一人ひとりの生徒の毎日の表情の変化に

気づいてくれると思います。

      ②先生を生徒が選ぶ制度があってほしい。

      ③何で漫画やＭＤ携帯を学校に持って来てはいけないのか、きちんと説明

してほしい。

マスコミ：少年犯罪についてのドキュメントや映画を放送して、罪を犯したらその少年

と家族がどうなるのかを知らせてほしい。

７ 少年犯罪を調査・取材して感じたこと 

橋本 広子：ハイティーン会議で少年犯罪に興味を持ち、みんなといろいろな話をできて

よかった。

野口 真央：これまでは、少年犯罪は自分とはまったく無関係だと思っていたが、きっと

罪を犯してしまった子どもは、日ごろのうっぷんがたまってしまいそのよう

な行為に及んでしまったのだと思い、自分たちにも関係のあることだと感じ
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ました。友だちが SOSのシグナルを発したら気付いてあげたいと思います。
鞍掛 俊介：いろいろな人と触れ合えたこと。難しいテーマでしたが、やりがいがありよ

かったです。

後藤 翔：異なる視点を持った人と交流でき大変貴重な経験ができました。

上木 ゆりか：少年犯罪について考えるきっかけになったこと。これを機に中野区がより

よいまちになればよいと思いました。

             発表を終え、席に戻りほっと一安心している３人

      （写真手前 野口真央さん 中央 橋本広子さん 奥 上木 ゆりかさん）
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５．「少 年 犯 罪」について（ブレインストーミングで出た意見）

①現状と課題                                     ②理想の姿「こんなふうにしたい！」 

子ども おとな

・子どもの学力が以前よりも低下している。                            ・ 常に生徒の見本になれる先生がいてほしい（生徒にはお菓子を学校

おとな                                               に持ってくることを注意するのに、先生は持ってきているのを見た）            

・学校と家庭が責任のなすりつけ合い                              ・ お互いを思いやれ、気付くことができるおとなが近くにいてほしい。 

・給食費を支払わない親が多い                                  ・ 子どもを自分と対等に見てくれる人

・先生はいつも、理由を説明せずに○○しなさい。と言う  ・ 勉強々と言わずに、友だちのつき合いなどに口を出さない親になってほしい。

社 会                                            子ども＆社会 

・「少年法」が必ずしも更生に結びついていない      ③③               ・ストレスをテレビゲームやサンドバックなどで、発散でき、人との関係が

一部の雑誌や新聞は、罪を犯した少年の顔や氏名を掲載している。       じょうずに築けている社会

子ども＆おとな                                        ・ （少年）犯罪、自殺、いじめ、差別のない社会

・子どもとおとなの会話が少ない                                 社 会 

子ども＆社会                  ・ 人が意見を発し易い社会                                

・酒・煙草・薬物等が比較的容易に手に入る。                           ・ 一人ひとりが節度ある行動のとれている社会 

子ども＆おとな＆社会                                    ・ 一人ひとり、運転や飲酒、制限付きのゲーム、映画など科学的、倫理的に

・いじめが多い。無免許でバイクを運転している子どもが多い。                   判断し、ライセンスがもらえる世界。ただ、その試験を受けるチャンスは平等

親が子どもをきちんと躾ていない。                               辞退も可                               

・おとなの都合で何でも決めている。                               社会＆おとな                                      

「ゆとり教育」の見直しなど                               ・ 毎日学校に行くことが楽しみな学校                          

・子どもの意見を発言する機会が少ない。                            ・ 子どもの気持ちが分かり、いけないことを子どもがしたらきちんと注意でき

                                       る親や親せき、ご近所さん、先生が周りにいてほしい。

③変わるために何ができるか（何をしたらよいか）

自分 ・物事の大小に関わらず、責任を持って生きていく。

・周りの友だちが犯罪に手を染めたとしても、支えてあげたい。

・ 友だちが悩んでいそうであれば、それとなく聞いてあげる。周りから孤立してでも構わないくらいの心持ちを持ち、

悪いことは悪い、良いことは良いという考えを持って、積極的に行動していく。

自分の（両）親 ・他の子どもと比べないでほしい。子どもの人生は親の人生ではないことを分かってほしい。

・ご飯を家族みんなで楽しく食べたい。自由だけど悪い時にきちんとしかる親。

おとなとしてきちんとしている（子どもに言えるだけのことをしている）親

・友だちみたいな親、気分で怒らない親になってもらいたい。

学校の先生・子どもだけで自主的に自治することはできないと思う。そこで、子どもの数に対して教職員の数を増やして欲しい。

               登校時間をずらす、使用していない教室を利用したり、副担任をつけたりして、一つの教室にいる生徒の数を少なくして欲しい。

そうすれば先生は、一人ひとりの生徒の毎日の表情の変化に気づいてくれると思う。

・先生を生徒が選びたい。・授業中に騒ぐ生徒を先生は注意して。・ストレスを発散できる教室などを作ってほしい。

・何でマンガやMD携帯を学校に持ってきてはいけないのか、きちんと説明してほしい。
マスコミ・少年犯罪についてのドキュメントや映画を放送して、罪を犯したらその少年と家族がどうなるのかを知らせて欲しい。

 

③変わるために何ができるか 
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６．ILO駐日
ちゅうにち

事務所での「児童労働」に関しての質疑応答

日時：平成 18年 11月 17日（金） 
１７時３０分～１８時３０分 

会場：国連大学ビル８階      

国際労働機関駐日事務所会議室

質問１ 児童労働で一番多い年齢は何歳ですか。

回答  児童労働の統計を取るのは難しいです。

本来、１５歳未満は働いてはいけない年齢です。用意した資料を見てくださ

い。ＩＬＯの統計によると、2004年の数字では、5～17歳の年齢で約 2億１千
７百 70 万人が児童労働をしています。そのうち、5～14 歳の年齢層は、約 1
億 6千５百 80万人です。               

5～14歳で「危険有害業務」に従事しているのは、7千 4百 40万人です。危
険有害の具体的な業務は、鉱山での仕事、海に深く潜

もぐ

って魚をとる仕事等、児

童にとって危険で健康にも悪い影響を及ぼす業務です。15～17歳の年齢層は働
くこと自体は良いが、危険有害業務に従事してはならないと定められています。

その人数は５千１百 90万人です。
資料は５歳からの統計になっています。実際５歳から働いている児童もいま

す。紅茶とかコーヒーの農園ですと、住み込みで働くので親が子どもを連れて

働かせることもあります。

質問２ 児童労働で一番安い時給（賃金）及び一番

高い時給（賃金）は、ドルもしくは日本円で

はいくらで、国はどこですか。

 回答  これもお答えするのは難しいです。一番

安いのはいくらですかとなると、賃金をも

らっていない子どももいます。それは債務
さいむ

労働です。つまり親の借金のために働いて  メモをとる對馬加純さん（写真左）

いる子どもがいます。ブラジルなどでは、親の借金を返すために 20～30 年
間働いている児童がいます。

1995年の統計では、マレーシアの油ヤシつまり石鹸の原料となるヤシ農園
で働く児童は、１日働いて日本円に換算

かんさん

して 100 円です。ウガンダの 2002
年の統計では、さとうきびを 10本刈

か

ってそれを束
たば

ねるのが１組として 50組
完成させて 50円です。
１日１ドル未満で暮らしている人は、最貧層

さいひんそう

になります。

質問３ ＩＬＯ駐日事務所のホームページを拝見しました。児童労働撲滅
ぼくめつ

国際計画
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（IPEC）など多くの取り組みを進めていることが分かりました。しかし、「途
上国」では、児童労働が現在も行われています。そこで、ILOの今後の取り組
みの方向性や、日本政府がどのようなことをしているか（どのようなことを求

められているか）を教えてください。また、ILOは、日本政府や NGOとどの
ような協力関係にあるのでしょうか。

回答 今後の取り組みの方向性についてですが、４年に１回、世界の現状を報告

します。危険有害業務従事
じゅうじ

児童者数は、2000年から 2004年を比較すると５
～14歳の年齢層で、1億1千1百30万人から７千４百40万人に減りました。
約 33％の減です。2016 年までに最悪の児童労働をなくす目標を定めていま
す。過去４年間の実績からすれば到達可能です。そのために 2008 年までに
各国で行動計画をつくるよう呼びかけています。国によって、最悪の労働形

態は異
こと

なります。ネパールでは、荷物を運ぶ、家事使用人として個人の家で

働くことなどを最悪の児童労働としています。インドでは、ガラスの装飾品
そうしょくひん

作りなどが含まれます。何を最悪の形態にするかは、各国の政府が使用者と

労働者の代表と話し合って決めてくださいとしています。

取り組みの中身としては、すべての就学
しゅうがく

年齢の子どもたちが義務教育を受

けられるような体制づくり、子どもが働かなくてもすむように、大人に家族

の生計を維持していけるような収入を生む仕事の機会
きかい

を創
つく

り出すことなどで

す。

児童労働がはびこっている原因の一つに、親は子どもを助けるのは当然で

あると思っており、子どもを学校に行かせることに魅力を感じていないこと

も挙げられます。親自身もそうであったように、小さい時から働くのは当た

り前と考えられています。そのような考えを変えていかなければなりません。

きちんとした義務教育があって、子どもを働かせないという法律も施行さ

れる必要があります。それでも子どもたちが働いていたら、学校教育の場に

戻すという国の執行
しっこう

体制をつくりあげることを助ける取り組みを ILO は行
っています。

     日本政府がどのようなことをしているかですが、ILOに直接かかわってい
るのは、厚生労働省です。児童労働に関しては、アジア諸国の政府、使用者、

労働組合に集まってもらい児童労働の現状を報告し、取り組みについて話し

合う会議を開催しています。今年（2006年）７月には、ジャカルタで、中国、
カンボジア、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、モンゴル、

ラオス、ベトナム、フィリピンから代表を招
まね

いて、期限を区切って最終目標

年は 2016 年ですが、どこの部門の児童労働を、なくすか計画を立てる話し
合いを日本政府が支援しました。また、外務省は国連にお金を出しています。

合計すると 300億ドル弱です。人間としての基本的な権利を確保するために
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活動してくださいということで支出しています。

ILOは、女性や子どもが人身取引をされてどこかの国に売られ、働かされ
ることがないようにとの活動にも取り組んでいます。ユニセフも働いている

子どもたちが、学校に行けるようにするために取り組んでいます。

児童労働をなくすための取り組みの中では、政府だけでは実効的な行動はで

きないので、NGO や実際に子どもを雇っている使用者やそこで働いている
大人の労働者も一緒になって児童労働をなくすために取り組んでいます。児

童労働撤廃
てっぱい

国際計画（IPEC）のプロジェクトの中で役割を決めて実践しても
らっています。例えば、サッカーボールを作るのに、７千人の子どもたちが

従事していました。商工会議所と協力して、子どもたちが学校に戻るよう支

援し、再び就労しないための監視制度やコミュニティー単位の作業場を作り、

家の中で子どもが労働させられることをなくしました。最初から公式の学校

に行ってもらうことは無理なので、読み書きを教える活動をしている NGO
もあります。また、心身疲れている子どもの精神ケアのリハビリ活動に取り

組んでいる NGOもあります。

質問４ 子どもが自らの意思で労働している場合は、法律によって、罰せられますか。

回答 15歳未満の児童については、働かせないで学校に行かせることが法律で決め
られています。ILOは就 業

しゅうぎょう

最低年齢条約を規定していますが、罰則
ばっそく

の規定は

設けていません。罰則は各国の法律で適用されます。罰せられるのは、子ども

ではなくて使用者です。日本では、児童労働は存在しませんが、仮に、日本で

児童労働があった場合には、労働基準法が適用されます。その罰則は使用者に

対して１年以下の懲役
ちょうえき

か５０万円以下の罰金と規定されています。

質問５ 児童労働をなくすために、私たちにできることはどのようなことですか。

回答 最終的には、みなさん方で考えてください

ということになりますが、直接的には、日本

国内でも児童労働をなくすことに取り組んで

いる NGOの活動に参加されることも一つに
挙げられます。また、どのような職業に就い

ても、仕事の中で児童労働を意識していただ

くことです。例えば、国際協力事業の活動を

支援することもあります。  

間接的には、身の回りの製品で児童労働が使われているかも知れないと思う

ことです。人が生産して日本に運ばれて売られていて、この価格で生産した人

は生活していけるのか。どのように作られているのか関心を持つことです。報
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道などを通して、サッカーボールやチョコレートの原料生産に児童労働が使わ

れている場合があることを知っている方もいらっしゃるかと思います。日本の

企業の場合は、直接途上国で児童を雇っていることはないと思いますが、その

下請けや孫請け先の企業で児童を雇っていないか、意識をしてもらうことが大

事です。消費者が企業行動に対して関心を持つことも大事と考えます。

質問６ 子どもの人身取引の記事を読んだことがあります。外国人が来て児童が連れ

て行かれても、回りの大人は干渉
かんしょう

しないで放っておくと書いてありました。

また、その国の政府は何も対策を講
こう

じていないようです。何故ですか。

回答 人身取引をする人は、あなたの家庭は子どもが多くて生活が大変でしょう。

お子さん一人くらいでしたら、引き取りますよ。そうすれば、子どもにとって

も良いことだし、親御
おやご

さんの生活のためにもなりますよ。と言って子どもを買

い取ります。中には顔見知りのおばさんが代理人となって親に近づく場合もあ

ります。人身取引された子どもたちは、大きな農園、建設現場や鉱山、物乞い、

セックス産業で働かせられています。 

人身取引は犯罪です。国の警察、入国管理局などが法律を執行する能力を持

っていることが大事です。人身取引の原因となっているものを取り除く対策を

講じていく必要もあります。

質問７ 本日いただいた資料を見ると、2000年から
2004年の間で、児童労働者数は 2/3減少して
いるということですが、どのような取り組み

を行った成果なのですか。

回答 資料「児童労働の動向」の裏面
りめん

を見ていた

だくと、2000年から 2004年でラテンアメリ
カ及びカリブ海諸国では、5～14歳の経済活
動率は、16.1％から 5.1％に下がっています。 質問する真木理愛さん（右から３人目）
これは、ブラジル政府が最貧層

さいひんそう

に対して、補助金を出して子どもを学校に行か

せる施策
せさく

をとったことが大きな要因となっています。経済的援助の大きな成果

です。学校に行くのには、文房具や制服が必要です。みなさんはノートを使い

きった場合には、保護者の方に話せばノート代をもらえるでしょうが、途上国

の保護者にとって、いくら近くに学校があったとしても、通わせることは経済

的に大変なことなのです。文房具などは消耗するので、買い換えなければなり

ません。そのような理由で、子どもを学校へ行かせたがらない場合もあるので

す。そのような国においては、経済的支援も有効です。

質問８ 危険有害業務に従事している児童は、命を落とすこともあるとのことですが、

そのような場合、葬式をすることなく農場に放置するのですか。または、穴を
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作って埋めてしまうのですか。

回答 ケースバイケースだと思います。

むすび

世界の半数の人たちが（約 28 億人）１日２米ドル以下で生活しています。今日食
べていくことが精一杯です。貧しさに日常的に触れたことがないのは、とってもまれ

なことです。

児童労働の根幹
こんかん

は「貧しさ」です。児童労働問題は、かわいそうという問題ではあ

りません。働いているということは教育を受けていないので、５年経っても同じ状況

です。貧しさは親の代から続いていて抜け出せません。

どうしたら、世界中の多くの人が人間らしく生きていけるのか。日本は豊かなのか

貧しいのかと考えた時に、日本も問題が無いわけではありません。

児童労働が存在する国と日本は、近くでつながっていることを意識してもらえたら、

と思います。

          

世界中に笑顔があふれることを願って
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７．児童労働の発表

１ メンバー自己紹介 五十音順

  下田 麻衣子（大妻中野高等学校２年生）

  長谷川 侑司（明治大学付属中野高等学校１年生）

  比留間 萌（大妻中野高等学校２年生）

  真木 理愛（大妻中野高等学校２年生）

  吉永 涼（東京大学教育学部附属中等教育学校５年生）

２ 児童労働をテーマとして設定した理由

発表者：真木 理愛

 昨年始め、テレビで放映されたドキュメンタリー番組で、国によっては、学校にも行

けず働かされている子どもがいるということを知り衝撃を受けました。ある子は、農

園でカカオを栽培し、ある子は市場で働き、みんな裸足です。私たちよりも小さい子ど

もが働かせられていることを知り聞き流すことはできませんでした。私たちは、豊かな

国に生まれ、毎日学校にも通え、食事もお腹いっぱいとれます。しかし、私たちのよう

に恵まれた子どもたちばかりでないことを知り、人事で済ませてはいけないと思いまし

た。児童労働の本当の理由は、貧困だけなのだろうか。私たち中学生、高校生にできる

ことはないのだろうか。中野区で取り組めることはないのだろうか、と思いました。

３ 発表の目的

発表者：長谷川 侑司              

 この発表を聴いていただき、より多くの人たちに、

世界には悲惨な状況下にある子どもたちが存在してい

ること。また、児童労働の存在を知りそのうえで、児

童労働撲滅のためのボランティアや募金活動に参加し

てほしいと思います。

４ 児童労働とは何か

発表者：比留間 萌

 児童労働とは、法定の就業最低年齢を下回る年齢の子どもたちによってなされている

労働のことをいいます。ＩＬＯの就業最低年齢条約は、批准国に対して、一般に１５歳、

軽易な労働は１３歳としています。また、健康・安全・道徳を損うおそれのある労働は

１８歳と定めることを規定しています。児童労働で子どもたちは、農業・製造業・債務

奴隷・人身取引などで働かせられています。

５ 国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所での質疑応答から

発表者：比留間 萌

 全９回のうち、２００６年１１月１７日（金）にＩＬＯ駐日事務所に取材で赴きまし

た。
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 国際労働機関は、１９１９年にベルサイユ条約に基づき国際連盟とともに誕生しまし

た。第２次世界大戦後は、国際連合の専門機関となりました。労働条件の改善・雇用確

保・生活水準の向上をめざしている機関です。２００５年１２月１日現在、加盟国数は

１７８カ国です。日本は創立当初から加盟しています。

 次に、ＩＬＯでの質疑応答の一部を紹介させていただきます。お手元の配布資料を見

てください。

Ｑ 児童労働の最低賃金はいくらですか？    

Ａ 賃金をもらっていない子どももいます。それは

債務労働です。つまり、親の借金返済のために働

いている児童がいます。１９９５年の統計では、

マレーシアの油ヤシつまり石鹸の原料となるヤシ

農園で働く児童は、１日働いて日本円に換算して

１００円です。ウガンダの２００２年の統計では、

さとうきびを１０本刈ってそれを束ねるのが１組

として５０組完成させて５０円です。１日１ドル

未満で暮らしている人は、最貧層になります。  順番に発表します。写真左：比留間萌さん

次に資料の質問７を見てください。      中央：真木理愛さん 右：下田麻衣子さん

Ｑ ２０００年から２００４年の間で、児童労働者数は２/３減少していますが、どの
ような取り組みを行った成果なのですか？ 

Ａ ２０００年から２００４年でラテンアメリカ及びカリブ海諸国では、５～１４歳の

経済活動率は、16.1％から 5.1％に下がっています。これは、ブラジル政府が最貧層
に対して、補助金を出して子どもを学校に行かせる施策をとったことが要因となって

います。と答えられました。

６ 児童労働の現状

発表者：下田 麻衣子

 児童労働は世界の発展途上国の多くの国で存在しています。一番多いのはアフリカで

す。先進国においても存在しています。

 ＩＬＯの統計では、世界中の５歳以上１７歳未満の子どもを紹介しますと、２０００

年では２億４千５百５０万人が労働させられていました。２００４年には２億１千７百

７０万人になりました。11.3％減少したことになります。そのうち、危険有害業務に従
事している児童は、２０００年では１億７千５０万人で、２００４年には１億２千６百

３０万人で 25.9％減少しました。
 先ほども発表したように、児童労働は減少しています。これは、政府やＮＧＯの取り

組みの成果と考えられます。

 児童労働で働かせられている子どもたちは、主に農業や製造業に従事しています。農

業で言えば、コーヒー、茶、綿、カカオ、さとうきびなどの大規模農園で働いています。

肉体的な重労働を強いられています。製造業においては、器用で小さな子どもの手が役

立つと思われていることも働かせられる原因の一つです。マッチ、カーペットなどを作

っていて材料の爆発や道具によってケガをしたり、体に悪い影響を与える細かいチリを

吸い込んで病気になったりもします。



- 34 -

 児童労働は減少してきてはいるものの、まだまだ多くの子どもが家計を支えるために

働いています。豊かな国に暮らす私たちは、そのような子どもたちに何ができるかを考

えなくてはいけないと思います。

６ 児童労働の問題点

発表者：吉永 涼

 児童労働の最大の問題点は、身体的に未発達な子どもたちに、危険な作業や過酷な労

働をさせていることです。また、労働させられていることにより十分な教育が受けられ

ないことです。

７ 児童労働の原因

発表者：長谷川 侑司

 児童労働の原因は、①貧困によって成人の労働力が足りないこと。②紛争や災害によ

り、社会が不安定であること。③借金返済のために、子どもが働かざるをえないこと。

④子どもの権利を守る法律が守られていないこと。などです。日本では考えられないこ

とが原因になっています。悲しいことに、小さな子どもたちも立派な労働者になってし

まっています。

８ 私たちの考える解決策

発表者：吉永 涼

 先ほど、述べた問題点を踏まえて私たちは、

それぞれの立場において児童労働を無くすた

めの取り組みを考えました。

日本国民：政府やＩＬＯの活動を分かったう

えで、募金活動に積極的に参加する。

おとな：①どうして世界的に児童労働撤廃に

向けて取り組まなければいけない

のかの理由を示したうえで、学校

などで児童労働について、子ども ブレインストーミングでまとめたことを発表す

たちに教えていく。       吉永涼さん(写真左)と長谷川侑司君

    ②小さなころから、児童労働ということばを知ってもらうために、幼児向けの

紙芝居の読み聞かせを行う。

中野区民：中野を象徴するサンプラザやブロードウエイで写真展などのイベントを開催

する。

中野区長：①区の図書館で幼児向けに紙芝居の読み聞かせを行う。

     ②児童館・学童クラブで世界の子どもたちの現状について考える時間を作っ

ていく。

     ③児童労働に関する情報をメールマガジンで発信していく。

     ④中野のＣＡＴＶで児童労働に関する映画やドキュメンタリーを放映する。

     ⑤ＮＨＫなどと協力して全国へ児童労働問題を発信していく。

企業：①児童労働で作った商品を売らない。
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   ②牛肉のようにオーストラリア産などのように、その商品がだれがどのように作

ったのかを必ず表示していく。

メディア：児童労働について、国民にもっと分かり易く伝える番組を作りテレビ、ラジ

オ、新聞等で伝える。

中学生・高校生：積極的に児童労働について学び、学校の募金活動に参加する。

９ 児童労働の調査・取材をとおして感じたこと

下田 麻衣子：児童労働ということばを、ハイティーン会議に参加するまでは知らない

ことに恥ずかしく感じています。豊かな国に住んでいると世界に目を向けること

がおろそかになってしまうと思います。子どもたちが働くということは、本来あ

ってはならないと

思います。児童労働は今すぐ無くなることは、ないけれども少しずつでもなくな

ることに貢献できたらと思います。

真木 理愛：児童労働は私たちと無関係ではないと思いました。日本では、１年間で約２

トンの食べ物がゴミとして廃棄されています。貧困にあえぐ国では、１年間に

約１トンの食べ物があれば、満足に食事がとれます。このような現状も児童労

働に影響を及ぼしていると思います。私たちにも児童労働は、直接的ではない

にしろ間接的に関係していることに憤りを覚えました。

      これからは、児童労働撤廃に向けて活動を通して気付いたことから少しずつ

でも解決策を見つけていきたいと思います。

比留間 萌：活動を通して、今まで以上に世界に視野を広げる必要があると思いました。

何もかもはできなくても、何かはできるということです。具体的には、募金

活動や＊フェアトレード（公正貿易）で輸入している商品を買うことです。

この経験を今後にも生かしていきたいと思います。そして、将来は私たちが

社会を支える番だと思います。

＊ フェアトレード：開発途上国の製品を公正な価格で買い、現地の人々の生活

を保障し、環境保護にも貢献する貿易のこと。

長谷川 侑司：活動前までは、児童労働は日本とはまったく関係ないことだと思っていま

した。というか、考えもしませんでした。僕はチョコレートが好きですが、

チョコレートの主原料であるカカオの農場で子どもたちが働いているとい

うことを知り、とても衝撃を受けました。私たちよりもかなり年下の子ども

たちが家族を養うために、人身取引をされたり過度の労働を強いられている

現状を、もっと多くの人に知ってもらいたいと思います。そのうえで、児童

労働がなくなればいいなと思います。

吉永 涼：ＩＬＯ駐日事務所に行って話を伺ったなかで、非常に印象に残ったことばがあ

りました。それは、児童労働をさせられている子どもをかわいそうと日本の子ど

もは思うかも知れませんが、日本の子どもも虐待やいじめによる自殺、少年犯罪

があり、たくさんの問題があるということです。

私は世界のことに目を向けることも大事だと思いますが、同時に日本国内で生

じている子どもの問題についても目を向け、解決していかなければいけないと

感じました。
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「児童労働」の発表を終えて聴取者からの質問等

質問者 聴取者Ａ

 児童労働の発表のなかで児童労働で作られた製品を買わないとありましたが、そのことが直

接的に児童労働とどう関係するのですか。

回答者 吉永 涼

 サッカーボール、チョコレートの原料などは児童労働で作られているものがあります。しか

し、児童労働で作られた製品を買わないで、おとなが作った商品等を購入することで、児童労

働の機会が少なくなるのではないかと私たちは考えました。

発言者 聴取者Ｂ

 私は、ユニセフに毎月 3，000円自動引き落としで募金しています。募金活動の方法はいろ
いろあると思います。子どもにふさわしい活動、おとなにふさわしい活動があると考えます。

例えば、募金で伝染病予防のためのワクチンを送ったなど、その募金の使途が明確にされると

よいかなと思います。しかし、現在のところ、募金の使途が明確にされていないところがあり

ます。そのあたりのことも調べて教えていただきたいなと感じました。

発言者 聴取者Ｃ

 ５０数年中野区に住んでいます。私は児童労働に関する紙芝居を作っています。子どもは大

切です。子どもは世界を良くしていく原動力であると考えます。世界の中には、教育を受けら

れない子どもがたくさんいます。私はアムネスティーインターナショナルで人権活動していま

す。子どもの権利条約を多くの国民が認識してもらいたいと思っています。マスメディアで私

たちの活動を紹介される機会は少ないです。中・高校生の発表を聴いてとてもうれしく感じて

おります。ぜひ、このようなすばらしい事業を中野区で継続していただきたいと思います。子

どもに理解のある中野区であり続けてもらいたいです。
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８．「児 童 労 働」について（ブレインストーミングで出た意見）

①活動を通して印象に残ったこと（現状と課題）                     ②理想の姿「こんなふうにしたい！」 

・今まで児童労働で働かせられている子どもたちは、かわいそう                     社会（設備）関係

としか思っていなかったけれど、私たちにも児童労働が関係して                     ・児童労働をしている子どもたちに衣・食・住が提供されている。

いることを知り他人事では済ませてはいけないと感じた。                        ・生きるうえでの最低限の生活ができている。

・児童労働をしている数が減っていること。それは、各国の政府の                    ・世界の多くの人が人間らしく（笑顔があふれている）生きている。           

取り組みや ILOの活動成果であることが分かった。                          ・子どもが保護される施設が完備されている。（NGOとか ILOの団体）        

・児童労働をなくすために出来ることがあるということ。   ・「健康第一！」親が病弱のせいで子どもが働いているので、健康を保て

る社会にする。病院、医師を増やすとか施設が充実している社会の構築

・ 「人権」って何？何の為にあるのか？一人ひとりの命は                         ・世界のすべての子どもが義務教育を受けられている。

人権で守られていると思う。その人権がきちんと機能                         広報活動を通して

していない現実に衝撃を受けた。                                   ・児童労働を減少させることが大切！先ずは、地域で児童労働について、

・ 児童労働を減らさなければならない。しかし、どうやって減らせる                    多くの人に伝えている。たとえば、ポスター、新聞、区報、チラシで

か？身近に活動できないものか？先進国は発展途上国に無関心では                    ・児童労働で製品を作っている会社をスクープし、マスコミが取り上げ 

いけない。                                              る回数が増え、多くの人が児童労働に関心を持つ。

・ サッカーボールなどに「児童労働で作ったものではありません」と                   ・発展途上国のおとなが児童労働をさせないように（学校に行かせ、親 

いう表示を、作った子どもたちが自ら張っていることを政府などは、                   が制止したり）なっている。 

分かっているのに、その商品が今もうらで売買されている。                      ・児童労働をさせられている子どもに、他国（児童労働が存在しない）  

                    の生活を教えてあげたい。

・ ILO駐日事務所で、児童労働の多い年齢層を質問したところ、                     ・より多くの人が児童労働などの国際的な問題について、知る機会が用  
年齢が分からなくて統計をとれないと言う答えが返ってきたこと。                    意されている。たとえば、テレビでのドキュメンタリー番組、授業に

そのような国がまだまだあるのだということが印象に残った。                      取り入れることを通して

児童労働の活動をしているのは、NGOだけだと思っていたので、                    ・多分、多くの人は「児童労働」ということばの意味や内容を知らない  
ILOの活動は初めて聞いた。ILOの 2016年までに最悪の児童労働                    と思うので、先ずは、児童労働ということばを知ってもらえる社会が 
をなくそうとしている取り組みに関心を持った。                            築けている。 

③変わるわるために何が必要（できる）か？

中・高校生ができること・学校の募金に参加する。

親及び学校の先生ができること ・「児童労働」について学校で教育する。どうして世界的に活動（取り組むこと）しなければならないのか等、そうすれば、政府も

国民に伝え易くなる。

・児童労働について、幼児向けに紙芝居などで伝えていく。

中野区の人ができること・中野区を象徴するサンプラザやブロードウエイなどで、児童労働の写真展等のイベントを実施する。

中野区（長）ができること・区の図書館で、幼児向けに紙芝居を作って子どもたちに読みきかせる。児童労働に関することをメルマガで発信していく。

・ケーブルテレビで児童労働に関するドキュメンタリーや映画を放映していく。・中野区を発信源として、NHKなどと協力して全国へ児童
労働問題を発信していく。・児童館、学童クラブの中で、子どもたちに世界の問題について考える時間を作っていく。

・区報や HPなどで、ハイティーン会議など児童労働を取り扱ったものを紹介して多くの区民に知ってもらう。
          日本国民ができること ・ボランティアに積極的に参加する。・「児童労働」という言葉を知ってもらう。・政府や ILOの活動を理解したうえで募金などに参加する。

企業ができること・児童労働で作った商品を売らない。牛肉のように「オーストラリア産」などのように、その商品がだれがどのように作ったのか表示する。

メディアができること・テレビ、ラジオ、新聞等で多くの人に児童労働を伝える。・児童労働について、国民にもっと分かりやすく伝える番組を作る。

       

       ③

変わるためには、何が必要か

（１） 日本国民（２）おとな・

企業・メディア（３）中

高生
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９．２００６年度ハイティーン会議意見交換会（要旨）

発表者から聴取者への質問

質問者：上木 ゆりか

 学校での話ですが、携帯電話や携帯MD、漫画、お菓子
を先生は校則で持ってくることが禁止されていると言って

没収します。何故、そのような校則があるのか先生に聞い

ても説明してくれません。具体的に理由を説明してもらい

たいです。どうしてそのような校則ができたのですか。

回答者：東京大学教育学部附属中等教育学校 草川剛人副校長

 教師なので、私が責任を感じて答えさせていただきます。うちの学校も学校や旅行等の行事

で持ってきてはいけないものを定めています。その理由は、あなた方が持って来た時に、それ

をきちんと管理できるかが問題だからです。具体的には、授業中に携帯電話を鳴らさないでい

られるか。他の生徒に迷惑を及ぼすことがないかということが問題だからです。あなた方がき

ちんと管理できれば認められることになると思います。しかし、学校はいろいろな集団活動が

あるので、失敗した場合には学校としては困ります。それゆえ認めていません。

 私の学校では、先生は「何故、持って来てはいけないのか」説明します。取り上げたりもし

ます。その時、生徒は怒ります。先ほど申し上げたように持って来てはいけないルールの根拠

があります。しかし、うちの学校では、あまり校則を厳しくはしておりません。

うちの学校では生徒・保護者・教師による３者協議会があります。そこでインターネットや

携帯電話をどう使うかを話し合いました。その時に一橋大学の先生、大学生が来られて授業中

に携帯電話が鳴らない東京大学教育学部附属中等教育学校はルールが守られていると感心し

ていました。生徒のみなさんにこの問題を返します。今の私の答えにどう思いますか。ぜひ、

聞かせてください。

発言者：上木 ゆりか

 今のお答えで納得できました。生徒みんながけじめをつけなくてはいけないのだと感じまし

た。

質問者：真木 理愛

 教育長にお尋ねします。私たちの児童労働の発表でも披露しましたが、世界の中には、学校

にも行けず教育をうけられないで児童労働をさせられている子どもが存在するということに

ついて、どのように思われますか。

回答者：菅野 泰一教育長

 世界中には、さまざまな国があります。日本は経済的には豊かです。貧しい国ではおとなが

働くだけでは家族を養えないため、子どもも働かされている。そのために教育を受けられない。

それは不幸なことです。そのような国は、いつまでたっても貧しい状態が続きます。これはフ

ェアではありません。

そこで、豊かな国は、貧しい国の子どもたちの人権を守っていくために経済的な面で支援し

なければいけないと考えます。もちろん、その国をどうするかは、その国の人が考えなくてい

けないと思いますが、最低の条件は豊かな国が作ってあげなくてはいけないと考えます。

質問者：野口 真央

 休み時間に騒いでいると先生から怒られます。どうして授業中ではないのに、怒られるので
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しょうか。

回答者：田中 大輔区長

 きっと、何がなんでも騒いではいけないということではないと思います。恐らく休み時間の

その騒ぎ方が物を壊したり、人を傷つけたりしまう可能性が高い場合に、先生から注意される

のではないかと思います。

質問者：橋本 広子

 友だちがスカートをあげると先生に注意されます。   

何故でしょうか。

回答者：草川 剛人副校長

 私には娘が２人います。娘もスカートを短くしています。

娘に何故、スカートをまくりあげるか訊いたところ、「足が

きれいだから、若さを見せたい」と娘は言いました。思えば、

私自身も中・高校生のころ、力こぶを見せたりして、自分は

こんなにも力があるぞと誇示していました。きっと、スカー

トを短くすることで、自分はきれいであるということを見せ

たいのではないでしょうか。しかし、周りから見れば必ずし

もきれいではないかも知れません。私の結論としては、ほど

ほどに短くしてくださいということです。

質問者：長谷川 侑司

 授業とかでいろいろな先生を見ていると、何故この先生は先生になりたかったのかと思うこ

とがあります。そこで大変失礼なのですが、区長さんは何故、区長になりたかったのですか。

回答者：田中 大輔区長

 理由は明確です。よい中野区をつくりたいからです。区民みんながよいまちだと誇りに思え

るようにするためです。それに私が貢献できたらうれしいと思いました。

質問者：真木 理愛

 １か月前まで、生徒会長を務めていました。１年前、立候補した時に、生徒会長になりたい

理由を生徒全員の前で発表しました。「よい学校を作りたい」と考えました。私の考えるよい

学校とは、笑顔が満ち溢れていて、どこにでもあいさつが行き交っている楽しい学校です。そ

んな学校になったらと思いました。

生徒が学校に求めるもの、先生が生徒に求めるもの、親が学校及び生徒に求めるもの、それ

らをすべて満たすことは、非常に難しいことです。私たち生徒にとってよい学校の意見として

は、スカートが短くなって欲しい。制服が可愛いのがよいという意見がありました。逆に校則

をある程度厳しくして校風をよくしたいという考えの生徒もいました。いろいろな意見を聴け

ました。そこで、私は校則に目を向けてよい学校づくりをめざしました。そこで、区長さんに

お伺いします。よい中野区とはどのようなものですか。

回答者：田中 大輔区長

 中野区は区民みんなのものです。区民みんなが明るい気持ちで、お互いに支え合い助け合っ

て暮らしていける状態が一つはよいまちと考えます。そのことを実現するためには、困った人

がいたら助けられる福祉、みんながきちんと教育を受けられるなど、一つひとつが充実してい

る必要があります。また、みんなの決まりをみんなで決め合っていくこと。つまり、自分たち

の自治で自分たちが暮らしを支えることがよいまちだと思います。また、そういうまちであり
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続けられることが必要です。そのようにするために、財政、まちづくり、福祉、防災などの政

策などが総合的にうまく運営していくことで、よいまちになると考えます。

発言者：吉永 涼

 私も、学校で生徒会長をしています。私が思うよい学校とは、学校の情報を全生徒が共有で

きている状態です。そのために、全生徒が週１回体育館に集まっています。生徒会が得た学校

の情報を放送で伝えることもあります。

このハイティーン会議も、私たちの意見を本日発表会に参加されているおとなの方に伝えら

れ、また、おとなの方の意見を私たちが知ることができ非常に有意義だと考えます。そこで、

本日私たちと同年代の小・中・高校生も参加されていると思いますが、私たちの発表及びこれ

までの意見交換を通してどのように感じているか伺いたいと思います。いかがでしょうか。

回答者：聴取者の高校１年生

 先ほどの何故、携帯電話や漫画、お菓子を持って来てはいけないかについて、私の意見を述

べさせていただきます。私の学校では、携帯電話等を持って来ても先生は、特に注意はしませ

ん。しかし、携帯電話が授業中に鳴って或いは、ガムを持ってきて授業中に噛んでいる生徒が

いました。その時、先生はその生徒に注意して授業が一時中断されました。どうして持って来

てはいけないのかではなく、持ってきて管理できない場合、相手に不快な思いをさせてしまう

のではないでしょうか。相手の立場になって考えるとよいと思います。

質問者：野口 真央

 先生も人間であることは承知しています。先生

にも生徒の好き嫌いがあるかと思いますが、明ら

かにえこひいきをしているなと感じることがあり

ます。やはり先生も生徒によって好き嫌いがある

のですか。

回答者：大妻中野中学高等学校 山口 正和教頭

 教師も人間ですから、気が合う・気が合わない

という感情を持つこともあると思います。しかし、

多くの教師は、生徒の良い面を見るように務めて      回答に聴き入るメンバー

います。教師は生徒に対して、えこひいきをしてはいけません。しかし、どうしてこの生徒は

あれたことば使いをするのか。家で、そのように育てられたのだろうか、などと区別的に生徒

と接してしまうこともあるかも知れません。それは教師として、基本的には行ってはいけない

ことだと思います。私どもの学校で言えば、社会に貢献できる生徒の育成をめざしています。

回答者：草川 剛人副校長

 私は日本史を教えています。私の意見に反発する生徒、或いは私の日本史の見方と異なる見

解を持つ生徒を非常に歓迎します。

 生徒は好きな先生の科目は一所懸命勉強し、嫌いな先生の科目は勉強しないという傾向が見

受けられます。小学校までは、それで済まされると思いますが、中・高校生になったら、それ

ではいけないと思います。

その人の良い面を見るように努力したらどうでしょうか。私は管理職で副校長をしています。

先生たちの良い面３つを、いつも見るように努めています。そうしないと学校を楽しく運営で

きません。先生の中でも、私の意見に対して異議を唱える人がいます。そのような先生はあり

がたいです。
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もしかしたら、先生はあなたに関心があるのかも知れません。あなたに意見を言ってもらい

たいのかも知れません。そのように考えてみることも必要ではないでしょうか。最初に嫌いと

感じたら、その先生に嫌いだということを率直に表現しても良いのではないでしょうか。しか

し、その後もずっと嫌いだというのでは、つまらなくなるのではないでしょうか。何で、その

先生がそのような態度をするのかを、先生を乗り越えてあなた自身で考えてみたらいかがでし

ょうか。

発言者 聴取者Ｃ

 昨年の夏、郷里の宮崎で古希の会がありました。その時に話題になったことは、げんこつを

した先生の話や、宿題をたくさん出した先生の話で盛り上がりました。その当時は、嫌な先生

だなと生徒みんなが思っていましたが、いたずらをした時に、厳しく叱ったりしてくれる先生

が本当の意味で良い先生だったなと思います。しかし、当時は生徒に迎合するような先生が優

しくてよい先生だと思っていました。後から気づくことがあるものです。 

発言者 聴取者Ｂ

 教育相談をされていた先生についての生徒の話です。自分は良いことをしているつもりはな

いのに、常に、その先生は自分のことを褒めてくれていたとのことです。それで反対に、もし

かしたら自分には悪いところがあるのかも知れないと考え、自分の行動に責任を持つように心

がけたと話していました。褒めてくれるから褒められるだけではいけないと感じたと、その生

徒は話していました。そのように先生を見ている生徒さんもいることは、すばらしいことだな

と私は感じました。

質問者：下田 麻衣子

 私が通っている学校の話です。生徒がこれをやりたい、

あれもやってみたいと先生に話すと、快く何でも認めて

引き受けてくれます。しかし、その先生はそれらを実現

するために疲れてしまいます。生徒が先生に大丈夫と声

を掛けると、大丈夫と答えます。でも、はたから見てい

て明らかに大丈夫な状態ではありません。その先生は生

徒を甘やかせ過ぎるのではないかと思います。厳しさと

甘さの境界について、本日参加されているおとなの方は

どう思われますか。

回答者：山口 正和教頭

 友だちのような親、また、友だちのような教師ではいけないと私は考えます。人間としての

尊厳を尊重したうえで、親と子ども、教師と生徒という関係が成立すると考えます。導きが重

要です。

生徒自身で考えさせ、生徒自身で判断させ、失敗をすることも考慮したうえで、生徒を導き

ます。あなたたちが参加してきたハイティーン会議もどのような結果を出すか、発表の内容が

すばらしいものであっても、失敗してもよいと思い、本日の発表会に参加しました。大切なこ

とは、発表会に至るまでの過程において、あなたたちはいろいろな事を学んできたということ

です。

時には、失敗した場合の方が学ぶことが多いこともあります。悔しかったことは、後々まで

覚えているからです。成功したら忘れてしまうことがあります。

教師は生徒の仲間であってはいけません。生徒が自分の判断で行動できること、結果は自分
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で責任をとることを学んで社会に出てほしい。これはあくまでも私自身の考えです。

質問者：上木 ゆりか

 今回のハイティーン会議の「少年犯罪」のテーマについて、発表をまとめるうえで、私自身、

親やおとなに対して求めることはたくさん思い浮かびました。反対に親及びおとなから見て子

どもに求めることは、どのようなことですか。

回答者：聴取者Ｄ

 親は友だちになれません。先生も友だちにはなれません。しかし、親は子どもから学ぶこと

は、たくさんあります。あなた方がその時その時、感じたことを、私はこう思うけど、お母さ

んはどう思うかというように、お互いに話し合いながら、お互いが学びあい、相手の思ってい

ることを知ることが大切だと考えます。他者に不愉快な思いをさせないことが大事であると考

えます。

回答者：草川 剛人副校長

 おとなに求めてはだめです。私は子どもの時に、よい社会を作ろうとしてきました。いろい

ろなこともしてきました。しかし、社会は複雑です。おとなが求めるような子どもになっては

終わりです。あなた方が今、本当に思っていること。自分であり続けること、そして人前に出

たら相手のことを考える。それで十分だと思います。

質問者：對馬 加純

 本日参加されているおとなの方は、中・高校生の時、どのようなおとなになりたかったので

すか、またその時に思い描いたおとなに近づいているのかをお聞きしたいです。

回答者：田中 大輔区長

 私は中・高校生のころ、とても不自由で嫌だと思っていました。何かをしたいと思っても、

やらせてもらえない。或いは自分にお金がなく、できなかったからです。世の中全体を見渡し

ても、すべてが不自由だと思っていました。どうしたら、みんなが自由になれるのか、みんな

が自由になることに貢献できるような人間になりたいと考えていた時期です。このことは、は

なはだ抽象的なことで、どうしたらみんなが自由になれるのかは、未だに分からないです。

発言者：吉永 涼

 本日のハイティーン会議の発表会での意見交換会は

とてもよかったと感じています。私たちの質問に対し

て、おとなのみなさまから、すばらしいお答えをいた

だけました。私が本日一番強く感じたこととして、私

たちは将来のことを考えるのはもちろんのこと、自分

と自分の身の回りのことを考えて、そこから視野を広

げてより良いおとなになれればいいなと感じました。

本日のハイティーン会議を終えて

発言者：田中 大輔区長

 とても充実した時間を過ごさせていただきました。みなさんの発表も大変すばらしいと思い

ました。少年犯罪、児童労働とも自分に引き付けて考えると、どうなのかという内容になって

いたので、すばらしかったです。

少年犯罪で思ったこととしては、子どもはきちんと家庭の中で守られている。家庭がなかっ

たら家庭に替わるような何かの中で守られていることが大事であるということ。そして、その

中で子ども自身が自分は大事な存在だと考えることができる、そのような環境のもとで育つの



 - 44 -

が大事だと感じました。

児童労働については、世界の国は不均等に発展しています。経済的に豊かな日本が児童労働

をなくすために何ができるかと言えば、そう簡単に答えが出ることではないと思います。チョ

コレートの原料のカカオが児童労働で作られているからといって、バレンタインデーにチョコ

を贈るのを止めてしまうと、そこで働いていた子どもはますます苦しくなってしまうかも知れ

ません。日本にも戦前には、児童労働が存在していました。戦前、学校に二宮金次郎の銅像が

ありました。働きながら本を読んでいる銅像です。子どものころから労働しながら偉くなった

という人です。美談として学ばれていた時代が、ついこの間までありました。

日本が一番良かったのは、明治維新が終わってすぐに学校令を作って、義務教育制を確立し

たことです。教育が社会を豊かにしてきた訳です。児童労働と教育を結びつけて考えることも

よいと思います。児童労働に関しては、中野区長がやるべきことが幾つか挙げられていました

ので、私がどうできるのか、みなさんに協力してもらえることがあるのかこれから考えてみた

いと思います。

閉会のことば：田辺 裕子子ども家庭部長

発表者のハイティーン会議メンバーのみなさまご苦労さまでした。長い活動の成果を説得力

のある内容で発表していただきました。また、本日お越しいただいた会場のみなさまありがと

うございました。

私が感じたこととしまして、対話が非常に大事だということです。本日、メンバーの方と会

場のお越しのおとなの方が心を割って話し合えて良かったです。話し合いを通して双方の物の

見方、考え方を把握でき、意思疎通が図られたと思います。あらゆる場面において、対話は重

要だと思います。世界的な視野を持ってこれからも対話を考えていければと思いました。本当

にありがとうございました。

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



１０．ハイティーン会議に参加しての感想 

順不同 

少年犯罪、児童労働に関わる施設に実際に訪問できたこと、参加する前まで知らなかった児

童労働について、知ることができて良かった。               

（比留間 萌） 

最初は発表までに間に合うのか、まとめたものがうまく発表できるのか等、不安を抱いてい

たけれども回が増すごとに、他校の人たちとも仲良くなれて意見（会話）もはずんできて、発

表会を迎えられて良かった。 

（真木 理愛） 

たくさんの所に、取材に行ったことが良かった。参加する前は、他の国の人々や自分の国の

問題でも無関心で、だれかがどうにかしてくれるだろうと思っていました。参加して、いろい

ろなことが身近に存在することを知りました。 

（下田 麻衣子） 

少年犯罪は、身近だとは分かっていたけど、今まであまり関心がなかった。参加して自分で

も、友だちの話を聴くことなどで友だちの心をささえられることなどがあることが分かった。

それと、自分の思っていることを表現する力が身についた気がする。 

（野口 真央） 

参加するまでは、少年犯罪とか考えたことがなく、考える機会もなかった。参加して、とっ

ても良い体験でした。少年犯罪のことを調べて、いろいろ考えさせられることがあって人事で

はないと思った。これからは、真剣に考えようと思った。 

（上木 ゆりか） 

いろいろな人の意見がきけて良かった。少しだけど自分の意見を言えるようになった。 

（橋本 広子） 

違う学校の人たちとの交流ができたことが良かった。それと、発表会が一番印象に残った。

意見交換会で、本当にたくさんの意見が出て客席の方々が、たくさん回答してくれて内容がと

ても濃かったです。 

（吉永 涼） 

他の学校の人たちと出会えて、他の学校の現状を知ることができ大変貴重な体験になった。

やっぱり、だいたい同じような年齢の人たちと話し合うことが改めて良いことだなと思えた。 

（後藤 翔） 

黒岩弁護士へインタビューできたことが印象に残っている。これをきっかけに、少年犯罪に

ついて、もう少し調べてみようかなと思う。 

（鞍掛 俊介） 

ＩＬＯに行ったこと。皆と交流をもてたことが印象に残っている。回を重ねていくうちに、

とても興味深いものとなり、自分を成長させてくれた。 

（長谷川 侑司） 

いろいろ人たちの様々な意見を聴け、多くのことを考える機会を得ました。参加後は、「少

年犯罪」、「児童労働」について、深く知ることができ、これから何らかのカタチで取り組めて

いけたらいいなと思う。とにかく楽しかった活動でした。 

（對馬 加純） 
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参加して、普段聞けないみんなの意見が聴けて良かった。ハイティーン会議のような中学

生・高校生が意見を交わす場は、大切だと思う。 

（岡田 直樹） 

普段あまり接することのないような人たちとも話をすることができ、良かったです。いろい

ろな人の意見を聴けて様々な考え方を知れたので、良かったです。 

（樋口 めぐみ） 

ハイティーン会議に参加する前は、「少年犯罪」と「児童労働」とも自分の中では、抽象的

であったけれど、参加して取材やみんなとの話し合いをしていくうちに、具体的に見れること

ができた。 

（小塚 裕貴） 
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メンバー紹介 五十音順           学年は平成１９年２月現在

氏名 学年 趣味・特技 長所 

上木
う え き

 ゆりか 
中学２年生 バスケ、さわぐこと 

テンションが高いと
ころ。生きることを
楽しんでいる 

岡田
お か だ

 直樹
な お き

 高校３年生 音楽・映画鑑賞 
責任感が強い。面倒
見が良い。人の話を
聞くこと。 

鞍
くら

掛
かけ

 俊介
しゅんすけ

 中学３年生 バスケットボール、剣道 ボールを回せる 

小塚
こ づ か

 裕
ゆう

貴
き

 高校１年生 スポーツ全般 活発 

後藤
ご と う

 翔
しょう

 高校１年生 パソコンいじり、歌 冷静であること 

下田
し も だ

 麻衣子
ま い こ

 高校２年生 編み物、お菓子づくり 
プラス思考、手先が
器用 

對馬
つ し ま

 加純
か す み

 高校２年生 人間かんさつ 
たぶん High テンシ
ョン 

野口
の ぐ ち

 真
ま

央
お

 中学２年生
本を読むこと。音楽を聴
くこと 

なるべく人の気持ち
を分かるようにして
いること 

橋本
はしもと

 広子
ひ ろ こ

 中学２年生 数学 特にありません 

長谷川
は せ が わ

 侑司
ゆ う じ

 高校１年生
静物デッサン、音楽、映
画鑑賞 

よく寝ること 

比留間
ひ る ま

 萌
もえ

 高校２年生
ジャズピアノ、スキー、
サックス、洋楽を聴くこ
と 

物ごとに対して、コ
ツコツ取り組めるこ
と 

真木
ま き

 理
り

愛
え

 高校２年生

バスケをすること、観戦
すること、お菓子づく
り、ピアノ、DVD 観賞、
ショッピング 

一度決めたら諦めな
い精神、忍耐力、人
見知りしないこと 

宮城
み や ぎ

 友
ゆ

香
か

 高校１年生
ギター、茶道（裏千家）、
演劇、ピアノ 

一度聞いた歌はすぐ
に覚えられる。物事
をはっきり言う。 

吉永
よしなが

 涼
りょう

 高校２年生
カラオケに行くこと、ピ
アノ、タップダンス、ス
ピーチをすること 

ポジティブ、明るい
こと。 

樋口
ひ ぐ ち

 めぐみ 高校２年生
音楽、細かい作業、楽器
を吹くこと 

明るい、よくしゃべ
る 
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