
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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