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Ⅳ 考察 

 

調査の全体的な特徴 

 

はじめに 

本調査は、調査の概要にも述べられているように、「静岡市の青少年の意識や行動、生活の実態

を把握することにより、体系的かつ総合的な施策の推進に役立つ基礎資料を得ること」を目的に

行われた調査である。対象者は、静岡市内の小学 5・6 年生、中学生、高校生、およびその保護

者 2,700 名であり、2,172 名より有効な回答を得た（回収率 80.4%）。調査内容は、対象者により

多少異なるが、大きく分けて、①生活、②家族、③友だち、④地域活動・体験、⑤規範・関心、

⑥生き方・目標の 6 領域となっている。 

近年、日本社会、特に青少年を取り巻く環境が大きく変化したと言われる。情報機器の発達に

目を向ければ、パソコンや携帯電話が日常化し、青少年問題では、ニートやフリーター、ひきこ

もりといった現象や雇用不安が非常に問題視されるようになった。またここ数年、幼児や児童が

被害者となる事件や犯罪が頻繁に報道され、「子どもをどう守るか」ということに社会の関心が集

まっている。こうした状況の中で、静岡市の青少年およびその保護者の意識や実態はどのような

状態にあるのだろうか。 

ここでは、本調査で立てた仮説に基づき、本市の青少年（および保護者）の意識や行動、生活

実態に関する特徴的な事柄について考察していく。 

結論を先取りしていえば、調査結果から、①本市の青少年はきわめて健全な意識と態度をもっ

ていること、②家族との関係のあり方が青少年の意識や行動に対して強く影響していること、③

相談できる者が身近にいるかいないかということが、青少年の意識や行動に強く関係しているこ

とが分かった。 

 

第一部 基礎集計編の考察 

1. 生活について 

ここでは、こづかい、テレビの視聴時間、ゲームのプレイ時間、自分の部屋に所有している電

化製品、就寝時間といった「基本的な生活習慣」と生活への満足度や悩みといった「生活への意

識」について聞いた。 

 

(1) 基本的な生活習慣 

各年代別に特徴をまとめると、以下のようになる。 

小学生は、9割以上が 1か月 3千円未満のこづかい（内約 30％がもらっていない）で過ごし、6

割以上は 1 日に 3 時間未満でテレビを見ており、6 割強がゲームを 1 日に 1 時間未満するか、ま

ったくしないと答え、約 4割弱がゲーム機を所有し、9割以上が午前 0時前に就寝している。 

中学生は、約 7 割が 1 か月 3 千円未満のこづかい（内約 19％がもらっていない）で過ごし、7

割強は 1日に 3時間未満でテレビを見ており、約 6割がゲームを 1日に 1時間未満するか、まっ

たくしないと答え、約 5割弱がゲーム機を所有し、7割以上が午前 0時前に就寝している。 
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高校生は、約 6 割が 1 ヶ月 5 千円未満のこづかい（内約 20％がもらっていない）で過ごし、7

割以上は 1 日に 3 時間未満でテレビを見ており、6 割以上がゲームを 1 日に 1 時間未満するか、

まったくしないと答え、約 4割弱がゲーム機を所有し、5割弱が午前 0時前に就寝している。 

 

前回調査と比較すると、1 ヶ月のこづかいが小学生、高校生で「もらっていない」の割合が高

くなった。テレビの視聴時間では、小学生は増え、中学生は減る傾向がみられた。小学生、中学

生、高校生のすべての年代でゲーム機の所持が増え、プレイ時間では、高校生では「まったくし

ない」という人が増えた反面、1 時間以上 2 時間未満が増えた。平日の就寝時間については、小

学生は 9 時前が減り、午後 9 時～0 時までが増え、中学生と高校生は午後 9 時～0 時までが減り、

0～3 時が増え、すべての年代で遅くなる傾向がみられた。 

 

注目すべきなのは、ゲームのプレイ時間である。「ゲーム脳」や「ゲーム漬け」など世間で騒が

れている中で、ゲームを「まったくしない」という人が、小学生 13.8％、中学生 23.3％、高校生

32.5％と年代が上がるにつれて、その割合が高くなり、自然にゲーム離れが進んでいくことが分

かる。しかし、すべての年代において 1日にゲームをする時間は 1時間未満という人が半数を超

え、また、すべての年代においてゲーム機を所有する人が最も多く、ゲームへの興味・関心が高

いことが分かる。 

 

(2) 生活への意識 

「現在の生活に満足していますか」という質問に、小学生は 91.4％、中学生は 81.3％、高校生

は 70.5％が「満足」、「どちらかといえば満足」と答えている。また保護者の 81.6％が「満足」、

「どちらかといえば満足」と答えている。この値は、内閣府が 20 歳以上を対象に行った調査1）

の「生活に対する満足度」の「満足している」と「まあ満足している」の合計 59.5％と比較する

と、非常に高い値であることが分かる。 

また、悩みごとや心配ごとに関しては、年齢が上がるにつれて、「ある」と答える人の割合が高

くなること、その内容も「勉強や進学のこと」がすべての年代で最も高く、「友人や恋人のこと」、

「自分の性格や生き方のこと」が多くなることが分かる。 

そして、「悩みごとや心配ごとで困ったときに誰に相談しますか」という質問に対しては、年齢

が上がるにつれて、「学校の友だち」、「親」、「学校の先生」と答える人の割合が高くなっている。 

 

前回調査と比較すると、現在の生活の満足度は、小学生、中学生の満足度は高く、高校生、保

護者もわずかであるが、高くなった。また、小学生と高校生で悩みごとや心配ごとが少なくなっ

た。その相談相手は、小学生は親が低くなり、兄弟姉妹と学校の友だちが高くなった。一方で、

中学生は親が高くなった。高校生は学校の先生が高くなった。その内容は、小学生、中学生では

お金のことが低くなり、高校生では、勉強や進学のこと、就職や仕事のことが低くなった。 

 

注目すべきなのは、小学生、中学生、高校生のすべての年代においても、相談相手が「いない」、

「わからない」と答える人が合わせて 2割程度いるということである。 

                                                   
1 ）『国民生活に関する世論調査（平成 17 年 6 月）』http://www8.cao.go.jp/survey/h17/h17-life/index.html 
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2. 家族について 

家族については、よく話す家族や食事、家事などといった「家庭生活の実態」と親の存在や家

庭の捉え方といった「家庭生活への意識」について考察をしていく。 

 

(1) 家庭生活の実態 

「よく話す家族」については、すべての年代において、第 1位が「母」、第 2位が「兄弟姉妹」、

第 3 位が「父」となっている。年齢が上がるにつれて母親とよく話をすると答える人に変化がそ

れほどないのに対し、父親に関しては減少する傾向にある。食事に関しては、年齢が上がるにつ

れ、「朝食も夕食もほとんど毎日一緒」という人の割合が減少し、「朝食も夕食もほとんど別々」

という人の割合が高くなる。また、すべての年代において、「部屋の掃除」、「風呂掃除」などの家

事をする人が多いが、年代が上がるにつれて、「家事・手伝いはしていない」という人の割合が高

くなっている。年齢が上がるにつれて、部活動や塾などといった課外活動が多忙になるために、

家族と一緒に食事をとることや家事をする機会が少なくなるのではないかと考えられる。 

 

前回調査と比較すると、よく話す家族は、小学生では祖父母が低くなり、高校生では父が高く

なった。家族での食事は、小学生、中学生では、「朝食はほとんど別々だが、夕食は一緒」が高く

なった。朝食を作る人は、小学生では母と自分、店で買うが高く、中学生、高校生は自分が高く

なった。普段している家事は、小学生では部屋の掃除とゴミ出し、ペットや植物の世話の割合が

高く、高校生は食器洗いが高くなった。 

 

(2) 家庭生活への意識 

「親がどのような存在か」という質問に対して、小学生、中学生は「優しい」、高校生は「尊敬

している」が第 1位である。年齢が上がるにつれて、「うっとうしい」、「友だちのような感じ」と

いう人の割合が高くなっている。年代に応じて、また、親に相談をしているかなどの親との関係

が異なるために、親への意識が異なってくると考えられる。 

「家庭はどのような場ですか」という質問に対しては、年齢が上がるにつれ「心の休養や安ら

ぎの場」と答える人の割合が高くなっている、一方で、「基本的な生活や生き方を学ぶ場」と答え

る割合が低くなっている。年齢が上がるにつれて、家庭が親や家族からの教育の場から、学校や

社会での生活時間が増えることで、家庭が心の休養や安らげる場となっていることが考えられる。 

 

前回調査と比較すると、親の存在は、中学生では厳しいが低くなった。家庭の捉え方では、小

学生は基本的な生活や生き方を学ぶ場、家族がお互いに助け合い協力し合う場、心の休養や安ら

ぎの場が高くなった。 

 

3. 友だちとの付き合い 

「友だちとの付き合いで気をつけていること」に中学生において、「多少のことは我慢する」と

「嫌われないようにする」、「けんかをしないようにする」と答える人の割合が特に高くなってお

り、互いに干渉しすぎず、傷つかないような思春期の関係のもち方が理解される。 
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携帯電話については、小学生 22.3％、中学生 50.7％、高校生 96.5％と年齢が上がるにつれ、

所持率も急増する。特に高校生の所持率は 9割を超え、高校生にとって携帯電話がすでに欠くこ

とのできない持ち物となっていることが分かる。また、持っている理由について聞いた結果、年

齢が上がるにつれ、「一人でいるとき安全だから」と答える人の割合が減り、「待ち合わせや急ぎ

の連絡に便利だから」、「友だちとの関係をよくできるから」と答える人の割合が増えている。こ

のことから、よく携帯電話などの情報機器による人間関係の希薄化が問題視されるが、実際は、

生身の人間関係を補強するような形で、特に中高生は携帯電話を利用していることが分かる。 

 

前回調査と比較すると、友だちとの付きあいで気をつけていることは、小学生では、「けんかを

しないようにする」、「仲間はずれにしないようにする」、「弱い部分を見せないようにする」、「嫌

われないようにする」が低くなった。中学生では、「多少のことは我慢する」、「プライバシーを大

切にする」、「仲間はずれにならないようにする」、「嫌われないようにする」が低く。高校生は、

「仲間はずれにならないようにする」が低くなった。携帯電話は、小学生、中学生で所持率が高

くなった。 

 

4. 地域活動・体験などについて 

「この 1 年間に、地域のグループ・団体の活動や、自治会・町内会の行事などに参加したこと

がありますか」という質問に対して、小学生、中学生、高校生と年齢が上がるにつれ、参加度が

減る傾向が見られた。ただし、ボランティア活動について尋ねる質問では、中学生よりも高校生

のほうが「今はしていないが、積極的にしてみたい」「今はしていないが、機会があればしてみた

い」と答える人の割合が高く、潜在的にはボランティア活動への参加を求めている人がかなりい

ることが分かる。 

最後に「静岡市が好きですか」という質問に対し、「とても好き」、「好き」を合わせると、小学

生 79.7％、中学生 71.2％、高校生 71.2％、保護者 76.9％であった。その理由については、各年

代に共通して高いのは「友だちがいるから」、「自分が生まれ育ったところだから」、「自然環境に

恵まれているから」で、年代が上がるにつれ、「楽しく遊べる場所が多いから」、「地域の集まりや

行事が盛んであるから」が減り、「通学、通勤、買い物など生活が便利だから」が増える傾向にあ

る。また、「安全に安心して暮らせるから」も各年代において 3割以上の人と答え、高く評価され

ていることが分かる。 

 

前回調査と比較すると、地域活動の参加行事では、小学生は、「地域のお祭り」と「募金、交通

安全運動」が高くなった。一方、「高齢者施設などでの手伝い」、「リサイクル活動」は低くなった。

中学生は、「地域のお祭り」と「地域の運動会、クリスマス会など」が低くなった。高校生は、「地

域のお祭り」、「地域の運動会、クリスマス会」、「道路や公園などの清掃活動」、「地域の避難訓練、

防災活動」が低くなった。保護者は「地域の運動会、クリスマス会など」と「道路や公園などの

清掃活動」が低くなった。地域行事の参加しない理由では、小学生は、「身近にそういう活動がな

いから」、「趣味や活動など他に熱中していることがあるから」、「興味がないから」の割合が高く

なった。中学生では、「身近にそういう活動がないから」が低くなった。高校生では、「興味がな

いから」の割合が低くなった。保護者では、「仕事や勉強などで忙しいから」、「興味が無いから」
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が高くなった。「身近にそういう活動がないから」、「自分の趣味や活動など他に熱中していること

があるから」が低くなった。ボランティア活動では、中学生は、今はしていないが機会があれば

してみたいが高くなった。体験では、小学生では、「カナヅチでクギを打ちつける」、「包丁やナイ

フで果物の皮をむく」、「アイロンをかける」、「親戚や友だちの家などに一人で泊まる」が高くな

った。小学生、中学生、高校生で赤ちゃんを抱っこするが低くなった。中学生、高校生で近所の

幼い子の面倒をみるの割合が低くなった。静岡市への好感度では、小学生は「好き」と感じる人

が高くなった。その好きな理由としては、小学生は「自分が生まれ育ったところだから」、「自然

環境に恵まれているから」、「歴史や伝統が豊かであるから」、「文化や芸術に触れる機会が多いか

ら」が高くなった。また、「友だちがいるから」、「楽しく遊べる場所が多いから」の割合が低くな

った。中学生は、「自分が生まれ育ったところだから」が高くなった。高校生は、「友だちがいる

から」が高くなった。保護者は、「自分が生まれ育ったところだから」、「自然環境に恵まれている

から」が高くなった。「通学、通勤、買い物など生活が便利であるから」、「地域の人とのつきあい

が豊かであるから」が低くなった。 

 

5. 規範や関心について 

(1) 規範意識 

違反行為に対する意識をみると、中学生と高校生で大きな開きがある項目がある。 

 

中学生と高校生で、「絶対にしてはいけない」と答えた人の割合が、20％程度の開きのある項目

は、「学校をさぼる」、「先生に乱暴な口をきく」、「自転車で二人乗りをする」、「深夜まで遊ぶ」、

「無断外泊をする」、「酒を飲む」、「たばこを吸う」であり、高校生がそれを「絶対にしてはいけ

ない」と答える人の割合が減っていた。特にこれらの項目は、高校生になると、規範意識が下が

る項目であると考えられる。 

 

 前回調査と比較すると、 違反行為に対する意識で、「絶対にしてはいけない」について、中学

生では、「授業のじゃまをする」、「酒を飲む」が高くなった。保護者では、「学校をさぼる」、「酒

を飲む」が高くなった。 

 

(2) 関心のある問題（保護者のみ） 

「最近の子どもたちを取り巻く問題で関心のあることは何ですか」という質問に対し、「少年犯

罪」、「いじめ、校内暴力」、「インターネットや携帯電話を介したトラブル」については、5 割以

上の保護者が「関心がある」と答えている。新たに追加した選択肢「インターネットや携帯電話

を介したトラブル」の割合が 2番目に高く、年齢が上がるにつれて急増する携帯電話の所持率が

保護者の危機意識を高めていると考えられる。 

 

前回調査と比較すると、保護者の関心のある問題については、「いじめ、校内暴力」と「メディ

アにおける有害情報の氾濫」が高くなった。「少年犯罪」、「児童虐待」、「規範意識の低下」、「少子

化」、「学力低下」、「体力低下」、「ひきこもり」、「ニート、フリーターの増加」、「受験勉強の過熱」

が低くなった。 
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6. 生き方・目標について 

「大人になった」と感じるときについて、中学生・高校生は「就職したとき」、「親から経済的

に独立したとき」、「20 歳になったとき」が高いが、保護者は、「親から経済的に自立したとき」、

「親から精神的に自立したとき」が高い。中学生・高校生は自分自身の生活や成長上の変化に視

点を置いているのに対し、保護者は「親から～」という形で、親からの自立に視点を置いている

ことが分かる。また、生きていく上で重視することについても、中学生・高校生は「やりがいの

あることを見つけ実行する」、「家庭を大事にする」、「趣味や余暇活動を楽しむ」が 5割以上を超

えており、保護者は「やりがいのあることを見つけ実行する」、「家庭を大事にする」の 2つの割

合が、特に高くなっている。 

「誰かの役に立っていると思うか」という自己有用感、「自分は価値ある存在だと思うか」とい

う自己評価は、年齢が上がるにつれて、「そう思う」と答える人の割合が減少している。発達心理

学的に考えると、思春期以降には、様々な可能性や選択肢を目の前にして「自己への問い直し」

が起きると言われている。したがって、年齢が上がるにつれてこうした自分に対する評価が下が

るのは、一概に悪いこととは言えない。また、夢や目標への努力についても同様の傾向が見られ

る。 

 

前回調査と比較すると、「大人になった」と感じるときについては、中学生は「職業上で自信が

ついたとき」の割合が高くなった。高校生は「就職したとき」、「20 歳になったとき」、「親の家か

ら独立したとき」が低くなった。保護者は「親から精神的に独立したとき」、「職業上で自信がつ

いたとき」、「親の家から独立したとき」が低くなった。自己有用感では、小学生、中学生は、｢思

う｣と「どちらかといえば思う」を合わせた、思う人の割合が高くなった。自己評価では、中学生

で｢思う｣と「どちらかといえば思う」を合わせた、思う人の割合が高くなった。夢や目標への努

力については、高校生では、「努力していない」の割合が低くなった。 
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第二部 分析編の考察 

 

本調査では、以下の 3 つの仮説に基づき、関連する項目の分析を行った。 

第 1の仮説「豊富な体験が、自己への評価を高めるだろう」 

第 2の仮説「家族とのコミュニケーションが豊かな子どもは、他の物事に対して意欲をもつだ

ろう」 

第 3の仮説「周囲と関わりが認められることで、生活や自己への評価、および規範意識の向上

が認められるだろう」 

 

ただし、報告書の分析では、因果関係の特定まではできなかった。したがって、より正確には、

「体験と自己への評価」、「家族とのコミュニケーションと物事への意欲」、「周囲と関わりが認め

られることと生活や自己への評価、および規範意識」のそれぞれの間には関連があると考えられ

るということである。以下では、それぞれの仮説について考察する。 

 

1.体験の大切さ 

小学生においては、自然体験、生活体験、対人体験すべてにおいて、体験が多い人ほど自分の

ことを「役に立つ」と思う自己有用感が高く、中学生においては、生活体験、対人体験において、

体験が多い人ほど自分のことを「役に立つ」と思う自己有用感が高く、高校生では、自然体験、

対人体験が多い人ほど、自己有用感が高い。 

また「自分は価値ある存在である」という自己評価に関しては、中学生では、生活体験におい

て、体験が多い人ほど「自分は価値ある存在である」と思っており、高校生では、自然体験が多

い人ほど、自己評価が高い。特に中学生は、様々な体験が、自己有用感や自己評価の向上に結び

つきやすい時期と言える。 

 

2.家族とのコミュニケーションの大切さ 

小学生・中学生・高校生がともに、地域活動への参加や夢に向けて努力していること、現在の

生活に満足感を得ていることと、家族とのコミュニケーションが深く関わっていることを示して

いる。このことは、単純に家族とのコミュニケーションが大切ということを意味しているのでは

なく、青少年が様々な物事や将来の夢、地域社会との関わりに意欲的に取り組み、また現在の生

活に充実感を得るためには、子ども自身に対するサポートだけではなく、家族を含めて、どのよ

うにサポートしていくかということが、大切になってくることを意味していると思われる。した

がって、事情により家族との関わりが不十分な子どもに対しては、他の形で、それに相当する他

者との関わりを補っていく必要があると思われる。 

 

3.周囲の関わりの大切さ 

「誰かの役に立っている」という自己有用感、「自分は価値ある存在だ」という自己評価、現在の

生活への満足度、規範意識、すべてにおいて、相談できる人（＝関わりを持てる人）が側にいる

ことがその向上にとって極めて重要であるということをはっきりと示している。前回調査との比
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Ⅳ 考察 

較からも、中学生では、先生に相談する子どもで、自己有用感、自己有用感が高くなる結果が出

ている。 

言い換えるなら、身近に相談できる人がいる人ほど、自分自身への価値付けが高く、現在の生

活にも満足感が持ちやすく、また規範意識も高く保てるということである。 

このように相談できる人が身近にいる大切さを考えたとき、「悩みごと、相談ごとで困ったとき

は、誰に相談しますか」という質問に、小学生、中学生、高校生、全てにおいて、「相談する人が

いない・分からない」という人が 2割に上ることは、深刻に受け止めるべき問題であるのかもし

れない。というのも、逆に考えるなら、こういう人たちは、自己や現在の生活に対する満足感が

低く、また規範意識が低いと考えられるからである。 

したがって、静岡市において、青少年が、自分に対して肯定的な意識をもって、生活を充実さ

せ、健全な日常生活を送っていくためには、こうした現状をふまえたより効果的な施策を模索し

ていく必要があるのではないかと考えられる。 

 


