
第２部 パネルディスカッション 講演録 

 

滝田 

僕の問題意識は２つあります。昨日静岡県立大学の津富教授がやっておられる「ソーシャ

ルファーム」という取組みがありまして、浜松まで行きました。愛媛県と秋田県の実践を

聞かせていただいて、起業、事業づくりに関心を持っていました。 

もう１つは、ここ 10 か月くらい関わってきた 20 歳を超えた中学校不登校からの子と週１

回カウンセリングを続けてきて、とうとう先週、緘黙だった彼が私の前で喋りだした。「本

来 IT関係のプログラムに関心があった、期待しないでね」と親の前でもそう言っていたけ

れど、この子とイメージを重ねながら今日の討論ができたらいいなと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

では 初に、たぶんお話が途中で切れてしまった感じの宮本先生から、

中間的就労の視点もあると思いますが、４人の方々の報告のコメントも

含めて、お話をいただいてもよろしいでしょうか 

 

宮本 

今４人の方のお話を伺っていて、“中間的就労”というテーマからみて、どういったことが

言えるだろうか、まだ十分整理ができてはないが、少しお話させていただきます。 

“中間的就労”のあり方というのは本当に多様であるべきであり、多様性があればあるだ

け豊かになっていくと思います。今抱えている課題は何でしょうか。今若者支援のメイン

の流れは、国や地方自治体の財源、つまり税金です。この税金を使って国、地方自治体の

事業として、困難を抱えている若者に対する支援をやってきたのです。その周辺にその他

色々な民間団体あるいは企業の活動があるということだと思います。公的財源を基にした

若者支援の一番の悩みは、出口をどのように作っていくか、ということ。この出口に関し

ても公的な財源を使って、いわゆる仕事の場、中間的な仕事の場をつくるということにな

ると、多々限界が見えるわけです。日本では公的な財源はどんどん縮小して、若者支援事

業だっていつどこで切られるか分からないという、ヒヤヒヤのところでやってきた。若者

問題は極めて大きな問題で、そんなに簡単に取りやめというわけにはいかない、これが幸

か不幸かですが、５、６年は続いてきた理由でした。公的財源を使った出口事業の抱えて

いる問題は幾つかあります。１つは民間企業と違って事業のノウハウが少ない。私がこの

ようなこという立場ではないのですが、客観的に言ってＮＰＯ等がビジネスとして中間的

な就労の世界を動かし、たとえ公的資金がなくなっても、自立的にやっていけるような力

のある民間団体をなかなか作ることができないというところがあると思います。今後の課

題としてはＮＰＯが力をつけるために国や地方自治体、民間企業がＮＰＯの力量を高める

ための努力をするということが、期待されているのですが、それだけではまわっていかな

いでしょう。中間的就労を作るということは、コミュニティ経済をつくるということと密

接に関係しているということになります。コミュニティ経済が税金だけで動くというよう



なことを考えていたのでは、コミュニティ経済にはな

らないだろうと思います。そういう意味で 初に岩本

さんがお話されたＫ２は、株式会社であってＮＰＯで

はない株式会社としてスタートし、その中にＮＰＯも

持っているという、私も未だによく分からない複雑な

仕組みの中で動いているように思うのですが、Ｋ２に

期待できると思いますのは、公的資金がたとえなくなっても独自の財源でビジネスとして

動かしていけるというところにあるように思います。Ｋ２はお好み焼きのレストラン、そ

の他色々な事業を立ち上げていて、それらが黒字ベースで動いているところは、大変期待

のできるところです。しかもそれが単にビジネスではなく、まさに志のある企業であるの

で社会的企業と言っていいのではないかと思いますが、そのビジネスの中で、色々なハン

ディを持っている若者達を育て、40 名を J-STAFF として採用し、その人たちが日々の仕事

をしてきちんと給料をもらっている。やがては J-STAFF から独立していく人もいるし、そ

のままＫ２の中で働き続ける方もいらっしゃいますが、それだけの雇用の場を確保できて

いる力量、これが重要なモデルになるなという感じがします。 

渡邉さんの、企業と連携したＮＰＯ法人ＦＤＡの取組と、ドコモの民間企業としての取組

は、大変興味深く伺いました。公的財源に頼らない民間企業がどれだけこの世界で力を発

揮できるかということは、日本を救うかどうかというくらい重要なことだと思います。民

間企業はお金を持っている、事業のノウハウを持っている、人を持っている、その力を持

って、人を選別しない、人を受入れる場を作って、それがきちんと経済循環をもたらすと

いうことは非常に正しい経済社会のあり方ではないかと思います。渡邉さんや武田さんの

取組の成功例を広げていただきながら、その土地その土地の地域の中で何が必要か、アイ

デアを発揮してこういった世界を作っていくということを期待したいと思います。 

中野先生のお話ですが、勇気とチャレンジ精神がないとなかなか学校は改革できにくいと

ころだと思います。チャレンジ校という特徴を持った田奈学校が、学校を出るまでは勉強

でいいよと学校の考え方や慣習を打ち破ろうとしています。田奈高校は普通高校ですが、

普通高校の枠組みの中で生徒を育てるだけでは、その生徒が社会に出た途端に困るので、

学校と地域の資源とが連携し合いながら育てていこうというスタンスです。その連携の中

で一番大事なのは、経済的に恵まれていない、高校時代でさえアルバイトを続けなければ

成り立たない生徒たちが、卒業した後ちゃんと働けるように、その条件をつくるのは学校

の段階だというスタンスに立ったこと。教員の数が足りない、学校の予算が足りないとい

う泣き言は言わず、地域資源に協力をしてもらいながら改革をされている。学校と地域資

源の、特に経済界、これらが連携してデュアルに若者を育てていくノウハウは、とても今

後意味があることなので、全国に広げて行ってほしいと思います。 

 

滝田 

ありがとうございました。それぞれに活動の特徴があったり、事業形態に工夫があったり、



一人一人の若者達の自立があったりということだと思います。 

もう一度、報告から少し時間が経ったので、順番にお聞かせください。特にそれぞれの取

組がとても成功している。僕は横須賀でローカルにやっているのでそんなに飛躍的にとい

う話ではないのですが、やはり事業体として地域性も含めて随分成功しているのではない

かと思うので、順に岩本さんから、今の宮本先生のお話にあったように、Ｋ２グループの

御紹介も含め、このような形で 20数年やってきて、どんどん事業を拡大し、いよいよ韓国

まで行く、このあたりの成功の秘訣を教えてください。 

 

岩本 

私たちはあくまでも、どこまでいっても元々若者支援をしている支援団体なのです。その

中で必要なものをつくっていくという形でやっています。目の前にいる若者達に対して必

要なものは作っていくのですが、それで全ての若者達が救えるわけでもないですし、それ

は一つのモデルになっていけばいいと思います。もちろんモデルになろうと思ってやって

きたわけではないのですが、ここまでこれだけの社会問題になってくると、私たちは基本

的にはそういう若者達を受けていった中で、本当は直接企業で働いて自立していければい

いが、やっていく中でなかなかうまくいかないということで、ないならこういったステッ

プを作っていこうということでやっているので、たまに誤解されるが“Ｋ２で抱え込んで

いる”と思われることがあるのですが、そんなことはない。私たちのところで経験を積み、

ステップを踏んで社会に出して行こうというのが私たちの考え方です。以前ＦＤＡに訪問

させていただき、渡邉社長にお会いした時は ITをされていて“志を持ってそういった子を

受入れていこう”と言っていただいた覚えがあります。IT はやりたいという子が少なく、

その時はうまくマッチングしなかったのですが、企業がすることは広がりがあるので、企

業の目線や資源から、支援団体と一緒にやるということで、私たちが若者の生きづらさを

企業にお伝えすることで、企業ができることを広げてもらう形になれば、もっと私たちが

支援した若者が外に出て行くチャンスが広がるなと、今日の企業の事例を聞いていて実感

しましたし、この５年間くらいの広がりがすごいと思いました。 

 

滝田 

一人一人の若者と寄り添って生きていく中で事業展開がされていく。例えば渡邉さんのと

ころから言えば事業展開しながら若者が見えてきて、若者支援にスタンスを移していくと。

初は方向が違ったけれど、つながりが・・・ 

 

岩本 

私たちはあくまでも支援者の立場から、より企業的な頭やノウハウを持って企業に近づく。

でもどこまで行っても支援者という立場からビジネスをしていくスタンスだと思う。企業

もこの時代ビジネスだけではやっていけないという面もあると思いますし、そこでより社

会企業的なスタンスを持ってビジネスをされることが、ちゃんとビジネスになるというこ



とを実践していただいて広げていただけると、困難な若者達にも働く機会が増えていくと

思います。 

 

滝田 

渡邉さんがこの事業を成功した秘訣を教えてください。 

 

渡邉 

私は元々こういう事業をやろうと思っていたわけではないのです。外

資系にずっといました。外資系は基本的に同じようなスペックの人ば

かり。営業であれば基本的に大卒しかいません。下から５％の人は配

置転換されます。そんな中にずっといて、2000 年に会社を作った時

に渋谷ではなく浅草橋に IT を作ってしまったら、誰も人が来てくれ

なかったのです。そこで、経験者に限定せずに履歴書を見ず採用して

いたところ、いろんな方が来ました。実際一緒に仕事をして、この人たち仕事ができるじ

ゃないか！と実感した。当社は５年で 1000 人になりました。来た人の中には元ひきこもり

もいましたが、この実感がないと、人はスイッチが入らないと思います。初めから資本金

1000 万円で社会貢献をやろうと思ったかといえば絶対ありえない。やり始めた頃は今の 20

大雇用と全く違って、今はどんどん広がってきているのですが、私が分かってきたことが

あります。中間就労が必要なのでＮＰＯを作ったが、結局中間就労を作っても、企業の文

化が変わらなければ受入れをしないのです。企業のトップは発達障がい、アスペルガーを

ほとんど知りません。私、昨日アスペルガーの子たちと話していましたが、彼らは言いた

いことをはっきり全部言ってしまいます。でもそれが障がいなのに、言葉尻を取って「お

前クビだ！」と言って３回も４回もクビになっているのです。こういうところから変えて

いかないといけない。企業がまず障がい者雇用を。障がいといっても今ひきこもりの子も

そうです。私は、たくさんの方と話していますが、すべて事情が違うのです。ただ怠けて

いると経営者が決めつけるのは論外だと思います。いろんな事情でみんな苦しんでいて、

家にいる人は一人も家から出たくないなんて思っている人はいないのです。チャリティ駅

伝の時に 2575 人の人が一人 3000 円出して走ってくれました。みんなに手を振ってくれと

言って U-Stream で参加者を映しました。家にこもっている人たちにこんなに沢山の人が応

援してくれているんだと伝えたかった。でも実際には経営者はあいつらたるんでいると言

っておしまいです。このギャップがある限りどれだけ皆さんが中間就労で頑張ってもダメ。

ＮＰＯの間にギャップがあるように思います。Ｋ２のような会社は少なく、企業全体の 95％

は即戦力を採る、この意識を変えていく。そのためにはまず知ってもらうということ。も

う一つは仕事の細分化。仕事を超細分化すればどんな人でも仕事ができると思うのです。

盛岡のコールセンターは電話だけやってもらっています。難病で再生不良性貧血の方は一

週間に２日しか働けない。血ができない病気だから。この２日のうちの１日はとても不安

定なので、通常の就労は難しい。でもその彼女も働きたいのです。人のために役立ちたい。



彼女は私に「営業をやりたい」と言ったんです。仕事を細分化すれば仕事はできるのです。

なぜなら営業のニューコールはリストがあり、電話をかければおわりで、そのあとは営業

に引き継げばよい。このようにして仕事の細分化をして、理解をする、知る。しゃぶしゃ

ぶ肉のように薄く肉を切ってきけば、喫茶店であれば荷物だけを運ぶとか、そういった細

かい仕事をたくさん作れば全部できるのです。でもそれは面倒くさいですよね。この前 NHK

で今のモチベーションダウンの社員の一番の原因は“部下の仕事の面倒をみること”とあ

った。こういう無関心がおそらくいろんな意味でいろんな雇用を疎外していると思います。

一人一人が汗をかこう、仕事を切り出そう、となっていけばいいなと思います。この部分

をいろんな場で話しています。実際にやってみればみなさん喜んでくれるし、やりがいも

あると思うのです。 

 

滝田 

僕も横須賀で９年位やってきましたので、市長から大企業を御紹介いただき一昨年から御

挨拶に歩きました。先ほど渡邉さんが仰ったように、人事の幹部の方たちが、若者の実態

が分からないので「ウチではちょっと対応が難しいと思います」と優しい口調で言ってく

れる。渡邉さんはどうしてそこでスイッチを切り替えて、企業のトップは分かってないと

言い切れるようになった渡邉さんの変化は何かあったのでしょうか。 

 

渡邉 

元々こういう性格なので、サラリーマンが勤まらず自分でやるしかなかったのです。性格

的に僕もある人に言わせると少しアスペルガー症候群が入っていると言われていますが、

実は自分が６年間メンタル不全だったので、すごく苦労した自身の経験を踏まえて、目線

が相手にいっていること、企業経営者は知れば変わるのです。変わるから説明しています。

今企業説明会でも、たくさんの方に来ていただいて、法定雇用ではなく、本当に雇用しよ

うという方が増えているので、こういった活動を企業経営者がするといいのです。私は数

字で説明しますので。 

 

滝田 

僕らは数字に弱い。渡邉さんからみて、中野先生がやっている田奈高校の取組についてど

う思いますか。 

 

渡邉 

ものすごく興味があります。社員を来週（田

奈高校に）行かせて、ぜひとも採用したいと

思っています。推薦校制度を作っていて、面

接はあてにならないと思っているんです。先

生からみて勉強の出来不出来ではなく、見え



ないところでどれだけ頑張っているかが大事で、そういう子を採用したいと思っています。

見えないところで一生懸命挨拶をしている子、頑張っている子は先生が一番分かっていま

すから。各推薦校制度といって各校２人くらい推薦してほしい。学業より想いの方が企業

にとっては後から生きてくる。 後はお客さんに対して“相手の目線になれる人”を求め

ているのです。 

 

滝田 

そういう実態が高校に生まれているというあたりはどのように御覧になりましたか。 

 

渡邉 

衝撃でした。前回の打合せに私は参加できなかったのですが、中野先生の話を聞いて、今

日どうしてもお会いしたかったです。 

 

滝田 

中野先生、宮本先生が仰ったように、学校というと行政や文科省の動きから金太郎飴のよ

うに切っていかれると、なかなか取組みが難しいと思うのですが、なぜここまでできたの

か成功の秘訣があれば教えてください。 

 

中野 

成功はしていないです。課題がすごく多い。成功しているように見えますが、なかなか簡

単な話ではありません。渡邉さんの話の中で“スイッチが入った”という話がありました

ので、それに関連してエピソードをいくつか話したいと思います。先ほどの発表の時間内

で伝えられなかった部分も補足しながら話したいと思います。 

本校は卒業生がたくさん遊びに来ます。夜勤明けで立ち寄ったり、仕事休みに来たりと、

授業や準備があるのに職員室で暇をつぶして帰る卒業生がいると、実は教員は大変迷惑な

のです。あるいは子どもが産まれたと見せにくる。このように卒業生が学校に現れていろ

んな話をして帰るのですが、十中八九みんな苦しんでいます。仕事がうまくいかない、離

婚した、パワハラにあっていて辞めたいと考えている、３か月位仕事を探しているが見つ

からないなど。これらは、我々が学校で３年間彼らと接する中である程度想像できたこと

なのです。しかし、とりあえずいろんな進路を見つけて卒業させて“あとは自己責任で頑

張ってね”と送り出したが、案の定社会の中で苦戦している実態を、訪ねてくる卒業生を

通して聞いているのですが、学校としては何もしてあげられず、聞いてあげることしかで

きない。また遊びにおいで、と声をかけることしかできない。それで、なんとかできない

かと考えたのが 初の「スイッチ」です。在学中から卒業後まで一貫した支援の仕組みが

できないかと模索していましたが、今いる生徒の相手をするだけでも大変苦しい中で、と

ても卒業生や中退生の面倒までは見られないというのが、教職員の率直な気持ちでした。

支援する側が疲弊して潰れてしまっては身も蓋もない話なので、難しいという受け止め方



でした。 

１学年のキャリアプログラムに、夏休みに授業の一環として生徒全員が一日職場見学体

験をするプログラムがあり、今年で７年目を迎えています。これは地域の事業所に生徒が

自分で行き、一日職場体験して帰ってくるというキャリアプログラムです。地域の公益法

人「緑法人会」に全面的にバックアップしていただいています。法人会の前会長がお忍び

で本校の視察にお見えになり、一番大変な学校を何とかしなければならないということで、

理事会を説得され、始めていただいた経緯があります。 

面白いことに、我々が見ていて絶対大丈夫だろうと思う生徒を送り出して、職場体験中

に教員が見に行くととても苦戦していて、職場の人も困っている。逆にこんなとんでもな

いリスクの高い生徒で大丈夫かと、恐る恐る体験実習中の様子を聞くと、意外にも生き生

きと仕事をしている。学校の評価と事業所で活動している子ども達の評価は、往々にして

180 度までとは言いませんが、大きく食い違う経験をたくさんします。 

もう１つ、「田奈 PASS」という相談事業で本校に入っておられる、10 数年若者支援に関

わっているキャリアをお持ちの方がいますが、彼らが携わっているサポステに来られる方

は高校卒業して 10数年経ってから来所される方が多いそうです。何年もひきこもっていた

り、フリーターやニートだったりした人。20 代半ばからでは、就労につなげていくのにも

労力がかかり成功例も少ない。非常に重症化しているケースも多い。本校の生徒の中には、

将来社会的自立という観点から見ると非常にリスクを抱えた生徒が多い。彼らの抱えてい

るリスクを早く発見・把握して適切な支援を行い、卒業後もつなげていくことができれば

早期支援として効果を上げるのではないかと考えます。「田奈 PASS」の方は“失われた 10

年”と仰っていましたが、この 10年をできるだけ短くして支援につなげることが大事です。

これは一般的には高校の役割ではないと思います。高校は３年間一生懸命育てて社会に送

り出せば、どこからも文句は言われないと思いますが、それでは本校はなかなか学校とし

ての役割をはたしていないのではないかと考えて始めたのですが、これは教員だけではで

きない仕事なので、助けてほしいとヘルプを出しました。横浜市に一番助けていただいて

いると思いますが、いろんな方に助けていただき支援の重層化が図られ、バイターンのよ

うに民間企業と協議体を組みながら、「有給職業体験プログラム」も実施できています。  

しかし、これは教育の枠組みの中だけではできない話です。文部科学省と厚生労働省が一

緒にやらないとうまくいかないようなことだと思います。生徒一人ひとりは学校や地域、

家庭、アルバイト先での生活の中で生きているわけですから、この取組は包括的で総合的

に支援する仕組みを作ることを目指しています。このような方向で若者の自立支援の仕組

みが作られると随分と予算の削減にもつながり税収も増えるのではないかと思います。そ

のためには学校が教育の現在の枠組みから少し出ていかないといけないのではないかと考

えています。 

 

滝田 

それは現実的に教育の仕組みが、中間就労が必要であるという若者の実態からすると、教



育が十分にそれにマッチした体制になっていないのか、あるいは、本人、親、地域が、小

さい頃から育ってくる過程の中で、それがなかなかつけられていないのかという観点では、

教育現場から見ていかがですか。 

 

中野 

神奈川県はインクルーシブな教育に早くから取り組んでいますが、制度的に高校はエクス

クルーシブな場と言えます。入学者の選抜を行っているということはその高校のものさし

に合わない人は不合格にしているということです。高校の制度そのものがエクスクルーシ

ブな制度なのです。 後は退学させるということもあります。その中でインクルーシブな

教育を行っていくのには大きな課題があります。まずは教員が意識を変えないとなかなか

実現は難しい。そこを変えていくためには、学校を切り口にして子どもの社会的な自立支

援につなげていくという教育プログラムの組み換えと発想の転換が必要だと思います。良

い生徒を入学させるという発想を続けている以上はなかなかこのような仕組みはできませ

ん。特に高校は、リスクを抱えた生徒が特定の高校に集中する傾向があるので、ターゲッ

トを絞りやすく支援の手をのばしやすいのですが、残念ながら教育制度の中では予算も定

数も一律にしか配分されないので、現場の力だけで解決するのはなかなか難しい状況です。 

 

滝田 

ＮＴＴが民間のＮＰＯと一緒に事業をおこしているという取組みを聞かれて、中野先生は

どのようにお感じになりましたか。 

 

中野 

私自身も民間企業でお話を伺うことがありますが、渡邉さんが先ほど仰ったように、そも

そも人が来なかったので、履歴書にとらわれずに雇ったところ、そういう方々がちゃんと

働いてくれた。そういった実感が出発点になっていると思いますが、私自身もそうです。

生徒たちがバイターンでアルバイトに行くと変わる。介護プログラムで体験すると、学校

を辞めそうな生徒が、就労体験を通じて、自分でお金もらって働いて認められるという過

程の中で変身する。そういう実感があるかどうかで、スイッチが入るかどうかが決まると

思います。その髪の色をどうにかしろというところから入れば、そういう目線でしか子ど

もを見られないけれど、少し環境を変えて生徒を違う場に置いてあげると、生徒が変身し

たという実感が教師側にもあるとスイッチが入るのではと思います。 

 

滝田 

ドコモはＮＰＯと一緒にこの横浜でやっていて、どんどん利用者が増えている。成功の秘

訣は何かありますか。 

 

 



武田 

まだまだ成功からは程遠いのですが、パリでは２万台の自転車が街に配

られて、みんなで自由に乗れる空間ができているというところからする

と、今横浜では 300 台で、まだ桁が違うなというのが、我々の事業の実

感です。これからどうイノベーションをおこすかというのが課題だと思

っています。今日の中で少し自分の考えを改めたのは、本当は一企業で

こういった人材を活用するのは人件費的にもこれから苦しくなるんだろうなということを

お伝えしようと思っていたのですが、そういうことではなく中野校長や渡邉様のお話を聞

いていると、こういった先細りの社会のことを企業が考えていると、会社としても企業と

してもシュリンク（萎縮）してしまうのではないかと思いを改めまして、企業としては渡

邉様が仰ったような、例えばパッケージのデザインを変えて高く売ろうというように、利

益率を上げれば人の雇用はできるので、利益率を上げる方向に持っていき、色々な人を雇

用する場を作っていく方が企業としては、これからの日本に対して役立てるのかなと思い

ました。その中でニートやひきこもりをサポートしてくれるＫ２インターナショナルのよ

うな団体を間にかまして生活の支援はＫ２がやって、職場にくればそういった人が働ける

ような場を作っていくということを今後やっていきたいと考えました。 

 

滝田 

武田さんはそのＮＰＯと今回そういう形で、自転車で事業提携をして、実際に運営を御覧

になっていて、率直にどんなふうにお感じになりましたか。 

 

武田 

この取組みを始めたのが１年半前で、寿町の再生を行っているコトラボ合同会社の岡部さ

んに 初に出会いました。岡部さんに“地元で事業をするにあたって地元の人を雇用して

活用していきたい”と相談を持ちかけたところ、ＮＰＯ法人アクションポート横浜さんを

御紹介いただき、Ｋ２の方を入れていただいたりと枠組みができた。 初は岡部さんも私

もこの人１年働けるかなと話していましたが、１年終わってみると皆さん休みもなく毎日

頑張って働いてくれました。その中で生き生きと生きがいを見つけて、ライバルも見つけ

て仲間の中で“あの人の方がシフトが多いから、僕はもう少しシフトを入れてほしい”と

いう要望まで出てきました。 初は私も疑心暗鬼で始めたＮＰＯとの関わりでしたが、１

年経ってようやくこれでやっていけるなというところまできました。 

 

滝田 

ＮＴＴの他の部署から見た時に、武田さんがいらっしゃる部署というのはどうなのですか。 

 

武田 

本業から大きく外れていますし、携帯電話の販売なのにそれはほとんど扱っていませんの



で、変わった部署と思われているかも知れませんね。 

 

滝田 

携帯を使って利用のシステムを作っていらっしゃるわけですよね。多様な携帯の使い方が

ありますよね。 

 

武田 

そうですね。自転車自体もただ乗っているだけでは面白くないので、乗った距離を携帯電

話で見せたり、ＧＰＳがついている携帯電話では、周辺のお店の情報をお知らせしたり、

そっと携帯電話が寄り添っていけるような事業を展開しています。 

 

滝田 

この会場に当事者の方、その御家族の方がいらっしゃると思いますが、このような取組み

をされている方の目線は、ちゃんとそちらにありますから、積極的に現状を捉えて的確な

事業展開をされていると思いますが、ここから一歩外に出れば、そういった社会は待って

いないわけですよね。叱咤激励型のいわゆる競争型の社会が待っているのですが、ここで

話していることが夢物語にならない、それだけの実践があるので、もう少し踏み込んでお

話を伺いたいと思います。先ほど中野先生が行政の枠組みや教育の課題を語られていたよ

うに、やはり福祉、教育、保健、生活保護というような枠組みがこの社会にはいくつかあ

って、具体的に民間企業なのかＮＰＯなのか、行政の取組なのか、このあたり宮本先生が

仰っていたと思いますので、その辺りを含め、今の若い人たちがなぜ生きづらさを実態と

して感じているのかということについて、なぜこうした取り組みの事業があるのか、それ

と行政もしくは各部署や民間とのやりとりの難しさというのを、僕は壁と呼んだりしてい

ますが、本当に壁があるのか、あるいは壁はないけれどお互いに壁を作ってしまうのか、

もしくはその壁を破っていくのか、そのあたりを渡邉さんから、色々な事業を展開されて

いるようなので、その壁は壁としてあるのでしょうか。 

 

渡邉 

幾つか事例を紹介します。私は会社を作ってＮＰＯを作って景色が変わりました。株式会

社からいくと、私は起業していますからＮＰＯと接することはまずないです。自治体とは

入札以外はほとんど接することもない。ＮＰＯを作った瞬間に全く変わってしまった。Ｎ

ＰＯの理事長としてはもう Not-for-Profit Organization なので、自治体からはしょっち

ゅう呼ばれたりいろんな集まりに行ってその時に可能性を感じたのが１つです。 

もう１つは中野区から誘致をされた。中野商工センターに障がい者雇用を始めて、年間 2000

名ほど見学に来ています。ここにいろんな団体が来られて 20 大雇用に発展していきました。

そこで自治体とＮＰＯ、就労団体、社会福祉法人、学校、企業との連携が大事だと思いま

した。１つ事例があって、今、豊橋であるユニークなモデル事業をやっているんですが、



これが就労の解決につながるんじゃないかと。私、先ほどドーナツ屋を買うと言いました

よね。ドーナツ屋やタオル屋は豊橋にありますが、放っておいたら潰れます。美容室にあ

る顔を拭くタオルは、１つ 13円です。そこのタオル屋はアルバイトを５人雇っていて毎月

10 万ほど赤字です。この事業は兼務しないと赤字らしいのです。でも絶対必要ですよね。

そして美容室の社長が、タオルがなくなってしまうと困るからということで、その豊橋の

社会福祉法人の理事長経由で私のところに「渡邉さん、なんとかしてよ」と連絡がありま

した。その理事長と組んで、この作業は重度の知的障がいの人もできるので、社会福祉法

人の重度知的障がい者がそこで働いて、うちがそこの会社を買って重度知的障がいの就労

継続支援 B 型の人をそこに入れてもらって工賃５万円を払って回す。10 人雇って黒字にな

った。あとは弊社のルートでモノを販売する、今度は開拓する。まず社会福祉法人からこ

こに入ればまたこちらで雇用ができます。雇用が生まれる。豊橋の産業が継続できるとい

うこと。就労継続支援 B型の人たちのやりがいが作れる、美容室の社長が喜ぶということ。

なくなるとどうなるかというと、冷たいタオルが中国から来ておしまい。ドーナツ屋でも

これから同じことを展開するが、これは実は社会福祉法人と組めばできてしまう。なぜ社

会福祉法人と組めたかというと、立ち上げたＮＰＯの関係もあり、今週の火曜日静岡でセ

ミナーを開いたのですが、50人中およそ 80％が福祉の関係者でした。企業経営者が話して

福祉の関係者が来るというのはなかなかないと思います。この関係、つながりができると

すごくいいと思います。この連携でやることによってやっていける。でも、実は企業と福

祉、企業とＮＰＯ、企業と学校というのはなかなかつながりにくいものがある。ここの垣

根を取っていくことで、すごく新しいモデルができるのではないかと思っています。 

 

滝田 

中間的就労といえば、労働行政が、国が主体者で、県や地方になかなか労働が行政に関わ

れない。中野先生の学校が取り組んでいるバイターンは、そこの間に入ってやっているよ

うなところもあるのですが、中野先生自身はバイターンの仕組みの中で何か御苦労はあり

ますか。 

 

中野 

バイターン協議体に組んでいますが、５つの事業体で、その中にはパソナのような人材派

遣会社があり、ユースポート横濱のようなＮＰＯがあります。今の高卒の求人は以前に比

べて質的にも量的にも大変な状況にあるわけですが、生徒たちが夢を持って就職したいと

思ってもそういった求人はありません。高卒の人材を雇って即戦力で働かせるのは企業に

とってはなかなか難しい。特に中小企業にとっては一人の人件費が非常に大きなウエイト

があるので、手が出せない。そういうところでもバイターンは地域の雇用の掘り起しにも

役立っています。 

ある受入れ企業の社長さんが仰っていましたが、若い人が欲しいのでハローワークに求

人を出したら 100 名も応募が来た。その中から１名採用したが、３か月後に辞めてしまっ



た。苦労して選んで、研修をして、さぁ本格的に働いてもらおうと思った時に辞めてしま

う、という状況が繰り返されると、求人を出す気にもならない。しかし人は欲しい。そこ

で、バイターンは高校時代から入っていっていろいろ鍛えられながら仕事を覚えていく。

若い人を育てたいという地域の事業主さんの熱い想いというのは実はすごくあるのです。

それをバイターンを始めて実感しました。もちろん採用する余裕のない中小企業もあるけ

れど、地域の中で若い人を育てたいという想いがバイターンの受入れ企業開拓を行う中で

すごく見えてきました。 

先ほどキャリア教育の一環として職場見学体験を行っていると話しましたが、必ずそこに

は１学年の担当者が行くことになっています。教員が民間企業に訪問する機会や事業主さ

んと話をするということはほとんどありません。そういうことを体験していろいろと見分

を広める、教師の見識を広めるということは、生徒のみならずこのような副次的な効果も

実はあります。私自身も受入れ企業はほとんど回りましたが、世の中にこれだけ仕事があ

るのか、それぞれの仕事の面白さや辛さみたいなものを実感できたので、それは生徒たち

を指導していく上では大きな財産になっているのではないかと思います。 

 

滝田 

かつて私も学校現場にいたので、いわゆる当時は特殊学級や養護学校、今でいう支援学級、

そういうところの先生方は、子ども達の就労の場を開拓するために必死になっていろんな

企業を回っていた実態を見てきましたので、中野先生のお話を伺って思い出しました。 

岩本さん、横浜市、県、内閣府、厚労省、いろんなところとおつきあいをして、この冊子

にもたくさん協力者が出ている素晴らしい展開をされていますが、行政や民間の方たちと

のつながり、壁は苦とも何とも思っていないのですか。 

 

岩本 

壁はいつも感じています。学校現場に入らせてい

ただいたり、企業との連携もしていますが、学校

の中での先生方の文化というものにも少しビック

リして、自分達が考えてやっていることがなかな

か学校の中ではできなかったり、同じ悩みを抱え

ていてもそれを突破できなかったりと、日々そう

いう繰り返しだと思うのですが、この子を何とか

しようということで壁を突破するのが、私たちは一番の近道だと思っています。学校でも

まずこの子がこうやって学校から出て社会につながったという事例を作って、あとから制

度を作ってもらうというやり方で私たちはやってきた。その突破口の役目だと思っている

ので、あとを整えていただく部分は行政の方に形を作ったり、よりいろんなところで学校

や企業との連携がしやすい環境作りをしていただけると、私たちＮＰＯ、支援団体もより

多くの若者に対して支援の手を届けたり、企業とより密接に組んだりできるのかなと思い



ます。 

ドコモで働いている若者のお話をしてもよいですか。 初は私たちも半信半疑というか、

そんな仕事続くかなと思っていた。自転車を抱えて横浜中を歩いて運ぶのですが、体力も

いるので、実際一人でやれるか心配だった。現実には他ではなかなか働けないような若者

が継続して働いていて、日の光を浴びて体を使って働くことで、今まで全く就労経験のな

かった子が働く一歩を踏み出すきっかけになっているかと思います。この事業が町づくり

であったり、企業との連携、実際にドコモの事業としてやっているということが、一つの

若者にとっての誇りにもなっていると思います。 

 

滝田 

岩本さんはいつも子どもの話が入っていて素晴らしい方ですね。 

武田さん、横浜で自転車を始められたというこの地の利や何か地域おこし、地域づくりと

かそういった観点があれば教えてください。 

 

 

武田 

初めは札幌でパートナーと行ったのですが、やはり都市型モデルで、こういった都会のエ

リアはもう電車も発達しているので、これ以上車を走らせるより、環境に優しい乗り物に

した方が良いのでないかという想いがあります。市の都市整備局も色々思っているからそ

ういうことで事業をやってきたと思います。我々は良いタイミングで自転車に携帯電話を

乗せたサービスをやりたいという思いが横浜市と合致してスタートできたと思います。た

だ、サービスを根付かせるためには、このような新しいものはやはり地域の人のサポート

や地域の人の口コミ、地域の商店街のおじさんとかが宣伝してくれないとなかなか広まら

ない事業なので、地域の人と密着したパートナーシップでやってスタートできたという面

ではよかったと思います。 

 

滝田 

そういう時に逆に地域の行政や民間企業で何か難しさとか、乗り越えてきた課題とか、何

かありますか。 

 

武田 

行政との仕事はあまり経験がなく、横浜市は大きな組織なので、都市整備局とうまくやれ

ば全てうまくいくのかと思っていたのですが、色々なことがあって、道路にものを置くに

は道路局と、アクセス先がたくさんあり過ぎて、その情報交換も難しかったりと民間企業

と行政の違いを実感した１年でした。 

 

 



滝田 

今日も多くの行政機関の方が来られているので、ぜひ若者たちの出口をどう作っていくの

かという視点から、民間やＮＰＯの方々と歩みを一緒にしていただく、そんな今日の企画

でもあると思うので御理解いただければ有難いと思います。 

残り 10 分程度になりましたので、今日のタイトルである「困難を有する子ども・若者の自

立を目指して」それぞれが素晴らしい実践をされているので、 後に武田さんからこのテ

ーマに関して、これからの子ども・若者達の置かれている状況は厳しいけれど、考えや想

いがあればお話いただければと思います。 

 

武田 

私は男の子が２人います。これからの世の中に対してはすごく不安を感じています。０歳

の子どもが二十歳になった時に日本はどうなっているんだろう、その時若者は就職できて

いるのだろうかと、母親としてとても不安に思います。その中で我々ができることとして、

地域を、日本を活性化させるような施策を企業としても、国はもっとやってほしいと思い

ますし、これから 20 年後の社会がみんなが明るく、若者が元気に働けるような職業環境を

築いていくために、私も寄り添っていきたいと考えています。 

 

滝田 

よく失われた 10 年なんて、過去を言えばそういうことだけれど、やはりここから先がどう

いう社会であるのかということに、僕らも夢を持ちたいと思っています。ありがとうござ

いました。渡邉さんいかがでしょうか。 

 

渡邉 

今日は若者ということですが、去年の１月に弊社の取組がクローズアップ現代で取り上げ

られました。翌日から電話が鳴り止まなかったのですが、電話をかけてきたのはほとんど

が 70歳を超えたお母さんでした。子どもが 30～40 代と、ひきこもりが高齢化していて、

この人たちこの先どうなってしまうのかと危機感を覚えています。私は今、お父さんお母

さんと会っています。95％が母親ですが、相模原市は珍しいですよね、父の会なのです。

僕ビックリしました。通常の母親の会なんですが。そこは障がいの方もひきこもりの方も

ほとんど親が関与している。親と話すということはすごく大事だと思っています。弊社の

障がい者の離職率は 240 人いて１％未満です。ほとんど辞めていない。それは親と一緒に

話しているからです。親と話すと親が動いて自治体も動いていろんな人が動き始めるので、

比較的課題解決は簡単ではないけれど、少し糸口がみつかるのではないかと思っています。

そういう意味で今、父母の会で月に 80人位と対話しているので、もしよろしければお越し

ください。 

 

 



滝田 

ここで顔見知りになったということでお尋ねいただいて、いろんな角度から先ほどのコー

ヒー無料券もうまくご活用ください。 

では、中野先生いかがでしょうか。 

 

中野 

先ほど行政の壁というお話がありましたが、学校も行政の一部と考えると、学校が 後ま

で一番頑なな場所かなと思っています。ただ、日本の義務教育は 100％、高校は 98％が進

学している。６・３・３と 12年間のうちに子どもは教師に出会い、学校を通過していって

います。そう考えると学校でこそこの社会的自立という観点で、将来リスクのある子ども

たちを早めに発見・補足して早期支援につなげていくという発想に転換しないといけない

じゃないかと思うのです。成績だけで子どもをみるのではなく、社会的に子どもたちが自

立していって社会の中で生きていく力をどうつけるか。もちろん学力も大事なことですが、

そういう視点で将来的にリスクがある子ども達をどこで 初に発見・補足するかというと、

学校だと思います。そこで発見・把握して早期にいろんな支援の手を入れて、これを伴走

的に継続支援していく仕組みをつくるというように変わるべきだと考えます。ヨーロッパ

ではこういう取組を早くから行っていて、必ずしも全てがうまくいっているわけではない

ですが、日本はそれが非常に遅れています。 

今、内閣府、厚生労働省をはじめ、いろいろな事業が展開されているわけですが、やはり

そういった視点で学校という場をうまく活用し、そうした切り口で捉え直していくことが

非常に大事だと私は思っ

ています。本校が取り組ん

でいる事業も学校だけで

はできないので、いろんな

方々に御協力いただき、子

どもの社会的自立に向け

て幾らかの力添えができ

ているのかなと思ってい

ます。 

 

滝田 

高校はそういう場面ではとても大事なステージだと思っています。 

では岩本さんからいかがですか。 

 

岩本 

若者支援はどんどん子ども・若者になり、生まれた時から上は 40 歳過ぎまでという話にな

り、どこをどう支援したらいいのかという、現場は悩みの中にいますが、私たちの仕事は



２つあると思っている。１つは予防的な高校との連携もそうですが、今、ニートやひきこ

もりと統計には出ていないけれど、在学していたり、子どもだったり、困難を抱える危険

性のある子どもや若者達をなるべく早く支援していくということが大事だと思っています。

高校との連携はその 後の砦だと思っています。 

もう１つは、卒業してしまってどこにもつながっていない若者をどう支援していくか、長

期にひきこもっていた若者を、どう社会の入り口に立たせるかということだと思うので、

出口ではなく、入口支援だと思います。このあたりを切り分けて考えて行かないと全てを

一緒に若者支援とやってもなかなか対策が難しいと思うので、それを両輪でやっていきた

いと思っています。私たちも色々取り組んでいるので、ここに来られたということは何か

ここから１つでも私たちに関わっていただいてアクションを起こしていただけることが若

者支援の一歩になると思いますので、支援者の方もたくさん来られていますし、ここで関

わりができて、またこの神奈川横浜で新しいことができるといいなと思います。 

 

滝田 

後に宮本先生にまとめていただきながら、先ほど幾つかアナウンスがありましたが、も

う一度何か紹介したいこと、こうした取り組みがあるということ、少し時間があるようで

すので、パネルの皆さんに振りますので、あればそこでアナウンスしてください。 

宮本先生、 初の画面が途中から少し駆け足になってしまいました。中間的就労は私も大

事な指摘だと思っています。特に今日のテーマと非常にふさわしい中身だと思っています

ので、それに触れながら、まとめていただければ有難いと、10分くらいでお話いただけば

と思います。 

 

宮本 

３つほどお話させていただきます。１つ目は現代の労働市場は働けない人をつくりやすい

ということです。失業者という言葉がありますが、失業者というのは就職活動をしている

人です。けれどなかなか仕事に就けないために求職活動を諦めてしまって仕事をしていな

い人を無業者と言います。国際的にみると全て含めて不就労者と呼ばれています。特に若

者の場合は失業者であろうと無業者であろうと、一緒に含めて不就業者が増えていくこと

に対して警鐘が鳴らされていると思います。仕事の世界の高度化の中で、高度な仕事と低

スキル・低賃金の仕事に分かれてゆきます。このスキルの要らない仕事は、機械に代えら

れそうなら機械に代えていくわけです。どうしても人間でなければならない部分だけが残

る。そうするとこの仕事は 低賃金の世界になっていき、それでももし外国の優秀な労働

力を使った方が良い場合にはそちらに代えていくということなので、国内で高度な仕事に

就けない人はどんどん落ちていき、仕事にさえ就けない。このようなサイクルを描くと言

われています。このような状態の中で、今日も障がいのある方という例が色々出されまし

たが、若者の支援のこの間の経験を見ていると、人は従来のような健常者と障害者という

単純な二項区分で整理することはできないような状況があります。つまり今まで健常者と



呼ばれてきた人の中にも、なかなか仕事に就けない、ハンディを持

っている人たちがいて、その数が軽視できない。そのような感じが

します。そういった時代状況の中で、働けない人はどうやって生き

ていくのか。今、日本の状態だと親が養っている。親が養えなくな

ったら生活保護。生活保護受給者は、20 代の伸び率がこの 10 年間す

ごく大きい。年齢で一番増えているのは、数は高齢者ですが、伸び

率でいうと 60代と 20 代が一番伸びている。続いて 30代が伸びそうだという状態にありま

す。この状態をこのまま放置しておくと、生活保護で生涯を生きるような人々が少なくな

い社会になってしまうでしょう。そのようにならないためには、どうすればよいのかとい

うことにつながる。結論は、働けない人を作らないための職場づくりということになると

思います。先ほど渡邉さんがお話されたことは非常に示唆に富んでいると思います。今あ

る仕事をもう少し細分化して、ハンディのある人々の多様な状況に合わせて、働きやすく

仕事をつくり直せば働けるとの御指摘でした。これはとても重要で、このことは障害者雇

用に関しては、すでに言われてきたことだと思いますが、実は障害者雇用の世界と健常者

世界はまるでコミュニケーションがない状態で、ノウハウが活かされていません。今仕事

に就けない悩みを抱えた若者の多くは、いわゆる法定障害者ではない。仕事に就けないと

いう意味では、就職障がい者と言ったほうがよいかも知れません。そういう点で一日２時

間しか働けない人には２時間の仕事を、週に３日しか働けない人には３日だけの仕事をと

いった、多様性があれば働けるはずだということではないでしょうか。このあたりについ

て中間就労の中で検討が行われ、場合によっては従来の 低賃金という規制を解くことに

よって、働くチャンスが拡大するとも言われています。悪徳なブラック企業が中間就労を

食いものにしないための歯止めをきちんとかけるのは公的責任だと思うが、それをしつつ

誰もが働く世界に参画できるということを行う必要がある、ということが今日のシンポジ

ウムの１つのポイントではないかと思う。 

２つ目は教育のあり方の多様化というのは、以前からも言われてきたことですが、今一番

遅れていて一番大事なのは、非常に条件に恵まれない生徒たちが、どのような教育を受け

れば、社会で自立することができるのかということではないかと思います。従って一般的

なキャリア教育という話は横に置いておく。一般的なキャリア教育の問題ではなく、働け

るようになるため、あるいは社会に参画して社会人として生きていけるための教育を、遅

くとも高校生年齢で、高校をベースに行う。全ての高校がということではなく、田奈高校

のような高校が従来の高校教育の制度の枠組みを解いていくということではないかと思い

ます。例えば今、就職活動は、大学生が一番典型的ですが、インターネットにアクセスし

て情報収集をし、エントリーシートを書いて応募するというやり方をするので、一人の求

人募集に何千通と集まるという状態で、一人一人の顔が見える採用が機能マヒしている状

態にあります。条件の悪い人の場合には、インターネットでの申請というやり方では絶対

に就職はできない。先ほどお話があったように、一人一人の顔を見て、一人一人具体的に

社会に、会社につなげる、この営みがない限りは、仕事の世界には絶対につながらないと



思います。そういう意味でいうと、田奈高校の取組は、ある意味でドイツ語圏が伝統的に

行なってきたデュアルシステムに通じるものがあります。ヨーロッパでは、つまり座学教

育と現場教育とをセットにした教育のあり方で、長い歴史があります。ヨーロッパではこ

のデュアルシステムの教育が、仕事に就けない若者が増加する中で、再び注目されている。

ドイツ語圏にとどまらず広がっていると聞いています。要するに、学校教育の座学、教科

書中心の教育だけやっていては育てられない若者がいる。そのことを見据え、現場に近い

ところで、学校と現場とが協力するということが必要です。彼らの就職はエントリーシー

トではなく、一人一人の顔を見て学校の先生が現場につなげる。高度経済成長期には、高

校の進路指導の先生方は高校とつながっている企業を持っていて、そこを先生が足繁く巡

回しながら、“本校は今年５名お願いしますね”というようなことをやってきた。当時の学

校の先生方のノウハウとスキルは、なかなかのものだったと言われています。それが廃れ

てエントリーシート型になってしまったことは不幸なことだと思います。そういう意味で

田奈高校の取組は、もう一度顔の見える学校から仕事への接続ということをされていると

思います。 

後に、社会的企業として今、日本で考えられるのは３つのタイプがあると思います。ま

だ制度化はされていませんが、１つ目は若者の就労支援団体等が、自前で働く場を持つと

いうこと。Ｋ２は自前で持っていて、若者がその場で働ける。そこで働きに応じて給料も

もらえる。J-STAFF になるというやり方です。しかし、まだまだ日本の民間団体は自前で働

く場を持って給料が払えるだけの力を持っているところはわずかだと思います。障がい者

団体の中にはもっと早くから、そういうことをやって育っているところもあると思います

が、障がい者団体のノウハウにも学ぶ必要があると思います。これが社会的企業型だと思

います。 

２つ目は、自前で就労場所を持たないＮＰＯ等の団体が地域の様々な事業所と徹底して連

携をし、中間就労として引き受けてもらう。現場に置いて育ててもらう。そしてその若者

たちに、この団体スタッフが同行をする。引き受け手とこちら側とが協力をしながら、若

者の就労体験をさせながら、もしかしたら 終的にその場で採用してもらうということも、

社会的企業型のあり方ではないかと思います。 

３つ目は、渡邉さんや武田さんの企業のようなやり方で、地域の企業や事業所が訓練や体

験の場として、働く場を提供し、一定期間経過後には、可能であればそこで採用すること

もある、という一般事業所型になると思います。社会的企業とは何らかの社会的なミッシ

ョンを持ち、地域社会に貢献をしている企業ということなので、それに対して社会的なメ

リットや公的な利益の付与ということがあり得るのではないかと思います。 

社会的企業（または社会的経済セクター）は、オイルショックの後、ヨーロッパで 1970～

80 年代、景気が悪くなり失業率が高くなった時代に、「雇用」という方法だけでは全ての人

に働く場を提供できないということで、色々な取組みが行なわれる中で作られてきたと思

います。それは成功したり失敗したりと紆余曲折を経て、こういったものが日本でも力を

発揮できることが必要ではないかと思います。 



滝田 

皆様、宮本先生のお話を伺って何か付け加えることはあるでしょうか。宣伝でも結構です。 

 

岩本 

若者の働く場づくりで横浜市の協力で、市役所や区役所で石巻の物産品を使ってお弁当販

売をしています。“うんめえもんいち”といって、チラシもありますが、明日、市役所一階

で販売がありますのでぜひ皆様お越しください。この事業は先日株式会社にし、石巻で法

人化しました。現地で牡蠣漁師になった若者、水産加工会社で働いている若者、月商何百

万にしようと思い今頑張っています。ここで配送の仕事から調理、販売までいろんな仕事

ができていて、それを通じて被災地も元気にしようとやっていますので、ぜひご協力くだ

さい。 

 

滝田 

中野先生、何かございましたらどうぞ。 

 

中野 

岩本さんのまとめ方を大変感心しながら聞いていましたが、子どもたちをこの複雑化した

社会の中で育てていく時に教科書と教室だけで育てるというのは、今や難しいと思います。

学校以外の場で実際に子どもたちが社会やいろいろな現実にぶつかる経験を大人がどのよ

うな形で用意してあげるか。大学へ行っても就活の中でつまずくのを見ていると、どこか

で早めに社会のさまざまな場で自ら体験したり挫折したりする機会を大人が用意してあげ

ないと、これから日本の若者支援はますます難しくなるのではないかと、現場にいて痛感

していますし、それは大人の役割だと考えています。 

 

滝田 

渡邉さんいかがでしょうか。 

 

渡邉 

これまで私が支援してきた方々は必ずどこかで出会いがあったわけです。なるべく講演会

には全部出て、一人でも多くの方とつながりを持ちたいと思っています。できれば弊社の

説明会を行っていますので、聞いていただき情報を得ていただければと思っています。 

 

滝田 

武田さんどうぞ。 

 

武田 

横浜都市発展記念会館から自転車に乗れますので、帰りに興味があれば乗ってください。 



滝田 

雨が降っていないことを祈りましょう。長い時間ありがとうございました。 

私も一つだけ宣伝させてください。当法人も商店街で事業展開をしていますが、今年から

横須賀市と一緒にシェアハウスという形で、一度子どもたちが家から出るという事業を展

開できていますので、その御理解もいただければと思っています。このあとぜひ名刺交換

をして顔見知りになっていただき、御家族、地域、職場にも情報をお持ちかえりいただけ

ればと思っています。 

パネラーの皆様ありがとうございました。 


