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要 約 
 
 

第Ⅰ部 調査の概要 
 

本調査は、青少年育成施策へ総合的に取り組んでいる英国について、その推進体制及び

関係の法・制度等に関する情報を収集・整理し、我が国の青少年育成施策を効果的に推進

していく上での参考とすることを目的とする。調査項目は次のとおりである。 
① 青少年育成に関する制度、法、及び政策の変遷 
② 子どもの遊びに関する政策等の変遷 
③ 共通アセスメント枠組み（Common Assessment Framework for Children and Young 

People） 
④ 困難を抱える青少年への対応 
調査にあたっては、文献調査、有識者からの意見聴取及び英国現地調査を行った。意見

聴取を行った有識者は、秋元美世東洋大学社会学部教授、乾彰夫首都大学東京都市教養学

部教授、塚本一郎明治大学経営学部教授、平塚眞樹法政大学社会学部教授、宮本みち子放

送大学教養学部教授の 5名（敬称略）であった。また、2009年 1月 19日～29日にロンド
ン、バーミンガム、リーズ等で現地調査を行い、政府機関及び民間団体から聞き取り調査

を行った。 
 
 

第Ⅱ部 調査の結果 
 
第1章 青少年に関する制度、法及び政策の変遷 
 
1.1 英国政府の青少年育成に関する法、制度及び政策の変遷 
 
1.1.1 青少年育成に関する基本法、基本方針、基本計画、評価システム等の変遷 

1989年児童法に始まり、その後の青少年育成施策に大きな影響を与えたいくつかの主要
な法律や基本方針、計画、評価システム等の変遷を、時系列に沿って述べる。それにより、

同国の青少年育成施策の変遷が持つ傾向が伺える。 
「1989年児童法（Children Act 1989）」には、次の 3つの特徴がある。すなわち、①国
や地方当局等による子どもの福祉に関する業務等に関する公法と、保護者等による子ども

の監護養育責任などに関する私法との統合、②子どもの養育・財産管理に関し、裁判所等

が判断を下す際に「子どもの福祉」を最も重要な判断基準とすること、③「親責任」とい
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う新たな概念を導入し、「子どもの福祉」に寄与することが明確に示されない限り福祉機関

による命令の発給をできるだけ避け、家族を支援等し、家族の下での養育を優先させると

いう原則を示したことである。 
1979 年から 18 年間に及んだ保守党政権の特徴的な青少年政策のひとつは、学校教育へ
の国家の介入であり、市場原理とナショナル・カリキュラム、ナショナル・テストの導入

により、教育水準の向上をめざしたことである。1992 年には「教育水準局（Office for 
Standards in Education：Ofsted）」が設置され、全国の公立学校の教育内容を、ナショナ
ル・カリキュラムが十分に実践されているかどうかという視点から視察を行った。 

1997年 5月、ブレア首相の労働党政権が誕生し、初等教育の質の向上とともに、就学前
教育・保育の充実に力を注いだ。「すべての 4 歳児への幼児教育の普及」「子どもを育てる
最も確実な手段としての家庭生活への支援」「親の仕事と家庭生活の調和支援」を目指し、

「確かなスタート（Sure start）」プログラムが開始された。当初、貧困地域を対象として
いたが、その後拡大し、2004年からは全国的に「確かなスタート子どもセンター」が設置
され、幼児保育・教育だけでなく、親への支援を含めた総合的な子育て支援を行っている。 

1980年代末に、教育にも雇用にも訓練にも参加していない若者を指す NEETという用語
が登場し、その数を減らすことが重要な政策課題となった。さらに、EU等の若年無業者対
策、生涯学習機会の必要性に関する認識の高まりを背景に、2001年に「コネクションズ・
サービス（Connexions Service）」が導入された。それは、13歳から 19歳までのすべて若
者を対象とし、彼らのニーズに応じ、主にパーソナル・アドバイザーにより、就労や起業、

学習、健康、住居、金銭、人間関係や社会的な権利、余暇や旅行等に係る情報、助言、指

導を与え、大人へのスムーズな移行を支援するための総合的なサービスである。とりわけ

NEETや社会的排除の危機に直面する若者に重点が置かれた。 
2001年 6月に 2期目を迎えたブレア政権は、大人への移行期にいる若者たちに政策の重
点を移行し、2003 年 1 月に白書『14～19 歳：機会と卓越（14-19: Opportunity and 
Excellence）』を公表した。義務教育修了後の進学率が他の先進諸国より低いという状況に
対処するため、14歳から 19歳までを、人生を左右する重要な時期と位置づけ、一貫性のあ
る教育政策を構築することを打ち出した。 

2000年 2月に発生し、大きな社会問題となった、ヴィクトリア・クリンビーという少女
の虐待死の事件を受け、政府は 2003年 9月に『どの子どもも大切（Every Child Matters）』
と題する緑書を発行した。この中で、①健康であること、②安全であること、③楽しみか

つ目標を達成すること、④前向きな活動に寄与すること、⑤経済的に幸せになることとい

う、5つの成果指標が打ち出された。そして、子どもトラストの設置、共通アセスメント枠
組みの開発、子ども局長の配置、主任専門家の導入などの施策が打ち出された。 
「どの子どもも大切」で示された政策に、法的根拠を与えたのが「2004年児童法（Children 

Act 2004）」である。2004 年児童法によって規定された主な施策には、子どもコミッショ
ナーの任命、子どもトラストの設置、青少年の基本情報のデータベース構築、地方児童安
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全保護理事会の設置、地方当局による青少年計画の策定、子ども局長と主任の配置、統合

的な監査の枠組みの構築などが含まれる。 
2004年児童法では、子ども向けサービスを提供する地方当局は、当局の適切なパートナ
ー及びその他当局が子ども向けの活動を行っている団体あるいは個人との間で、協力を推

進するための体制「子どもトラスト（Children’s Trust）」を構築することが義務付けられ
ている。その目的は、子どもの福祉を促進することにあり、①州カウンシル、ディストリ

クト・カウンシル、②警察、③保護観察機関、④青少年犯罪防止チーム、⑤戦略的保健当

局、プライマリ・ケア・トラスト、⑥コネクションズ・パートナーシップ、⑦学習技能評

議会が協力の義務を負っている。 
2004年 7月に発表された「子どもと学習者のための 5ヵ年戦略（Five Year Strategy for 

Children and Youth）」は、就学前教育、初等教育、中等教育、14～19歳教育・訓練、成
人教育、高等教育のそれぞれについて、5 年間で達成すべき目標とその方法を示している。
教育の個人化と選択の拡大、新しい教育サービス提供者への門戸開放、現場の責任者の裁

量拡大、教職員の人材育成重視、パートナーシップの拡大といった次の 5 つの原則に基づ
いた改革がなされることとなった。 

2005年 7月、緑書『若者は大切（Youth Matters）』が発行された。その施策の特徴は、
①若者自身がサービスの決定プロセスに参加できるようにするという若者の「エンパワー

メント」、②ボランティア活動や地域社会への参加の推奨、③情報提供、助言、指導サービ

スの充実と、コネクションズ・パートナーシップから地方当局への責任移管、④主任専門

家の配置を中心とした、重大な困難を抱える若者に対する支援の充実などである。 

2006年 7月に成立した「2006年児童ケア法（Childcare Act 2006）」は、英国法制史上
で初めて幼児向け施策と児童ケアについてのみを専門的に扱ったものである。この法案の

成立によって、それまで要保護児童が地方当局のケアの対象とされてきた英国において、

すべての子どもを対象とした「普遍的な児童ケア」の普及という方向性が、法的に整備さ

れたのである。 
2007年 6月の「子ども・学校・家庭省」設立に引き続き行われた意見聴取に基づき、青
少年やその家族らに関する長期的な目標を示すものとして作成されたのが、『子ども計画：

明るい未来を築くために（The Children’s Plan: Building brighter futures）』であり、計画
は 2007年 12月に子ども・学校・家庭大臣により国会へ提出された。子ども計画の目的は
「英国を青少年の成長にとって世界一の国にすること」であり、それを実現するために 2020
年までに達成すべき目標が定められた。 
「2008年教育技能法（Education and Skills Act 2008）」は、国民に 18歳の誕生日を迎
えるまで、何らかの教育か職業訓練に参加するよう義務付けるとともに、コネクションズ

の仕組みを改変し、学習技能評議会等の若者に対する教育機会の提供責任を強化し、成人

の学習機会への支援を提供するものである。英国政府が義務教育の終了する年齢を引き上

げたのは 30年ぶりであった。 
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1.1.2 子ども・学校・家庭省の設置に至る経緯 

2007 年 6 月 28 日、ブラウン新首相により、子ども・学校・家庭省（子ども省）が新設
された。これは、従来「教育」など提供するサービスを中心に編成されていた機関が、「子

ども」「学校」「家庭」というサービスや事業の対象者に着目して編成されたという点で、

一種の「パラダイムの転換」と捉えることができる。異なる行政サービスをパートナーシ

ップの形成により統合して提供することは、労働党政権が当初から一貫してめざした手法

であったが、それを「子ども」のニーズを中心に据えて構築することが強力に打ち出され

たのは、2003年の「どの子どもも大切」においてであり、地方における子どもトラストの
設置と、中央における子ども省の設置は軌を同じくするところである。 
 
1.1.3 子ども・学校・家庭省の概要 

子ども省には、子ども・学校・家庭大臣、学校・学習者大臣（閣外相）、子ども・家庭大

臣（閣外相）学校・学習者政務次官、子ども・若者・家庭政務次官からなる、「省責任体制」

の下、事務次官、子ども・家庭局長、学校局長、青年局長、広報局長、コーポレート局長、

外部委員からなる「幹部委員会（Board）」が設置され、それぞれの局長の下に各担当部局
が置かれている。2008年 4月現在の職員数は、正職員が 2,695人、非正規職員が 12人、
合計 2,707人である。2011年 4月には、これを 2,430人まで減らす予定である。 
子ども省は 2007年 6月 28日、庶民院（下院）に提出された大臣声明文書の中のブラウ
ン新首相による宣言によって設立された。設置根拠法令は、大臣法に基づき国会に提出さ

れ、12月 12日に効力が発生した、枢密院令「2007年子ども・学校・家庭大臣、イノベー
ション・大学・技能大臣、ビジネス・企業・規制改革大臣令」である。首相の声明によれ

ば、子どもの省の役割は「青少年に関する政策を推進するとともに、若者や家族に関する

施策を、政府全体を通じて調整し主導すること」である。また、その責任について首相は、

①14～19 歳向け施策改革を含む 19 歳までの質の高い教育の提供、②子どもに対する社会
サービス政策、③子育て支援と子どもの貧困の撲滅、④青少年の健康の増進、⑤薬物乱用

防止策やホームレスの若者に関する住居支援など青少年問題に関する戦略、⑥若者の地域

社会への貢献といった、6分野を挙げている。 
2007年は新内閣が発足し子ども省が設立された年であるとともに、財務省による「包括
的支出見直し（CSR）」が行われた年であった。CSRでは、財政支出の根本的な点検が行わ
れ、以後 3年間（2008年度、2009年度、2010年度）の各省庁の予算の上限と、「公共サー
ビス合意（PSA）」が定められた。全 30項目の PSAのうち、子ども省が特に関与する 6項
目（そのうち 5 つが主管）を達成するため、子ども省は 6 つの「省戦略目標」を設定し、
具体的な施策を構築した。また必要に応じて関係省庁や団体と協力している。子ども省の

関係事業の支出は、2007-08 年度の実績見込で 502 億ポンド余、2010-11 年度計画は 594
億ポンド弱と、大きく拡大傾向にある。 
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1.1.4 青少年施策を推進する機関の実施部門 

子ども省を中心に政府が策定した青少年政策に沿って、各地方当局が子どもトラストを

通じて事業を行っている。しかし、「中央政府が策定した青少年向けのサービスを地方当局

が提供している」のではない。中央政府が打ち出すのは青少年施策の枠組みと、達成すべ

き成果指標であり、その実施方法を含めて地方当局へ委託している。成果に対する評価は

厳格に行われ、達成基準に届かない場合には、責任者の更迭を含む厳しい措置が行われる。 
イングランドはロンドン地方を含む 9つの地域（region）に分かれ、各地域に政府地域事
務所（Government Office）が置かれているが、地方当局と比較するとその役割は限定的な
ものである。地方当局は、イングランドにおける州カウンシル（County Council）やディ
ストリクト・カウンシル（District Council）などを指す。全国には 388のカウンシルがあ
り、一層制（Single tier）当局と二層制（Two-tier）当局とに大別される。二層制とは州と
ディストリクトという 2階層で、機能を分担している自治体を指し、全国 34の州の下に 238
のディストリクトがある。青少年施策に関連する教育や社会福祉の業務は、州カウンシル

の管轄である。一層制当局とは地方当局のほぼ全機能を有しているものを指す。 
「2004年児童法」で地方当局に子ども局長と主任の配置が義務付けられた。また、同法
により定められた「子どもサービス当局」の業務には、①子どもの福祉を増進するための

関係機関による協力体制（子どもトラスト）の設置、②青少年の基本情報を保管するデー

タベースの構築、③地方児童保護理事会の設置、④青少年計画の策定などがある。これら

の業務や同法で定められた子ども局長の機能を遂行するために、子ども局長の下にいくつ

かの担当部署が設置されている。 
子どもトラストは、「2004年児童法」第 10条に基づく、「すべての子どもの福祉の向上」
を目的とする統合的な青少年施策の協調のための仕組みである。2004年児童法により、子
どもトラストに参加し子どもサービス当局と協力することが義務付けられた諸機関に加え

て、学校やボランティア団体などの任意のパートナーが、子どもトラストに参加している。

これらは通常、子どもトラストの理事会（board）に代表者を出し、情報交換や意見調整を
行い、当該地域の青少年施策に関する戦略を協議している。現在、子どもトラスト理事会

を法定機関として制度化し、各地方の青少年計画の策定、公表及び監督責任を持たせると

ともに、学校や継続教育カレッジ、ジョブセンター・プラス（公共職業安定機関）などを、

協力義務のある「関連するパートナー」に加える方向で準備が進められている。 
 
1.1.5 青少年育成施策の推進体制等の問題点 

青少年をめぐる近年の諸問題並びにその社会的背景及び求められている対策等には、①

子どもの安全保護の問題、②青少年による犯罪やテロを含む反社会的行動の問題、③子ど

もの健康の問題、④困難を抱える子どもや若者の問題などが含まれる。青少年施策の推進

体制等について指摘されている問題点、制度改正に向けた動き等としては、①中央政府が

矢継ぎ早に打ち出す施策の実現に地方当局では困難が伴う、②子どもトラストの中で職種
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ごとの文化的な違いがあり調整が難しい、③子どもトラストへの参加方法が分からないセ

クターもある、④コネクションズ・パートナーズから子どもトラストへの責任移管に伴う

混乱がある、⑤次の総選挙で労働党が政権の座から降りれば政策が大きく変わる危険性が

ある、などが含まれる。 
 
1.2 地方機関の仕組み及び取組状況の具体的事例 
 
1.2.1 青少年・家庭局等の取組状況、子どもトラスト体制の事例 

バーミンガム市青少年・家庭局は、教育、麻薬とアルコール対策、社会的排除、要支援

児童、統合的若者支援（コネクションズ・サービスを含む）担当などから構成されている。

バーミンガム市の年間予算の約半分が青少年・家庭局の関連事業に投入される。青少年・

家庭局局長には、元主任教育官が就いたが、教育以外のことも必要に応じて研修を受ける。

子どもトラストには、法律で協力が義務付けられたパートナーに加え、地方児童安全保護

理事会（LSCB）、ボランティア団体、コミュニティ（地域住民）団体など、さまざまな組
織が含まれ、1ヵ月に一度は会議をし、電子メールなどで頻繁に連絡を取り合っている。し
かし、子どもトラストは現状では「バーチャル（仮想的）」なものであり、政府からの予算

は青少年協議会に入る。この協議会からコネクションズなどへの予算配分が行われる。 
リーズ市子どもサービス部はプライマリ・ケア・トラスト、教育、ソーシャル・サービ

ス、ユース・サービス、就学前教育、計画部門などからなる。子どもサービス部長は社会

福祉部門の出身である。これらの課題担当の他に、地区毎に担当を置き、統合サービスの

提供に努めている。子どもトラスト体制は、チルドレン・リーズと呼ばれている。全体を

総括するポジションはない。子どもトラストに対して事業委託する組織は、統合戦略的委

託理事会である。子どもサービス部の部長が議長を務め、リーズ市の子ども担当議員が関

連組織間の連携の促進にあたる。他に、オープン・フォーラムと称し、青少年や関係する

スタッフを招き、意見交換をする場を設けている。子どもトラストに参加するのは、チル

ドレン・リーズ・パートナーシップと呼ばれるグループで、ボランティア団体やコミュニ

ティー（地域住民）団体がメンバーとなっている。 
 
1.2.2 地方当局による青少年施策への取り組みの総括 

上述のバーミンガム、リーズの 2 都市での訪問調査をもとに、地方当局による子ども・
青少年施策への取り組み状況をまとめると、①政府の青少年施策・取組方針には賛成・歓

迎、②施策の実施には困難が伴う、③政府の政策・アプローチに対する疑問（整合性、有

効性などについて）もある、などが主要な意見であった。 
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第2章 子どもの遊びに関する政策の変遷 
 
2.1 子どもの遊びに関する政策形成の背景と経緯 
 
2.1.1 背景 

20 世紀の初頭においても、遊びの重要性が認知されていなかったわけではないが、政府
にとって、遊びは常に優先順位の低い事項であった。 

1948年、ロンドンに初めて「冒険遊び場（Adventure Playground）」が開設された。冒
険遊び場とは、プレイ・ワーカーが配置され、子どもたちが自分たちに適した遊び場を自

由に作ることができるような遊び場を指す。1970年代までに、英国全体で約 250ヵ所の冒
険遊び場が作られた。 

1970年代は、圧力団体の要求に応じて、その都度、遊びのための施設が作られるなど、
地方当局ごとにまちまちな対応がとられていた。また、1974年に施行された「労働環境等
における健康安全法（Health and Safety at Work etc. Act）」によって、行政が遊び場での
事故に対する管理責任を問われることを恐れるようになり、冒険遊び場の設置が減速し、

子どもの遊びからリスクを排除しようという傾向が生まれた。 
1980年代に入ると、財政難から学校や地方自治体が運動場を次々売却した。1988年の教
育改革法により、公立学校が経営の自助努力を迫られたことで、この傾向はさらに加速し

た。1985年にプレイボード（Play Board）が当時の遊びに関する施策についてまとめ、政
策提言行った。それを受けて、環境省は 1987年に全国児童遊びレクリエーション・ユニッ
トを設置した。1988年には「子どもの遊び協議会」が設置された。 

1991年、英国は国連子どもの権利条約を批准した。これ以降の子どもの遊びに関する政
策の根拠となるものである。1997年にブレア政権が誕生すると、子どもの遊びに対する社
会的認知が徐々に高まった。プレイウェールズ（Play Wales）やロンドンプレイ（London 
Play）など、遊びに関する中間支援組織が設立され、積極的に活動を展開した。 

2001年、世論調査機関MORIが、青少年施策に対する国民のニーズについて調査結果を
発表した。また、2007年 2月にユニセフのレポート『豊かな国における子どもの福祉に関
する概要』では、英国の子どもの福祉が先進国 21ヵ国中最下位であると発表された。これ
らを通じ、英国政府の子どもに対する認識が高まった 

 
2.1.2 経緯 

2000年以降、政府による子どもの遊びに対する積極的関与が始まった。2001年に、子ど
もの遊びに国営くじ基金の 2 億ポンドが費やされることが決定し、文化メディアスポーツ
省（以下、文化省）と教育技能省は、2002年に子どもの遊びに関する初めての総合的調査
を実施した。文化省は調査結果を受け、遊びに対して戦略的かつ省庁横断的にアプローチ

する必要があるとして、教育技能省、コミュニティ・地方自治省等と政策策定グループを
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結成した。2003年に打ち出された政府方針「どの子どもも大切」では、達成すべき 5つの
成果指標の 3 番目として「楽しみかつ目標を達成すること」という遊びに関連する項目が
取り入れられた。「2004年児童法」では、レクリエーションについても計画策定が地方当局
に義務付けられることになった。 

2006年 8月、文化省は Time for Playを発表し、これまで政府関係省庁（文化省、教育
技能省、コミュニティ・地方自治省、保健省、大蔵省、内務省、環境・食糧・農村地域省、

運輸省、国営くじ基金）が実施してきた子どもの遊びに関する施策を整理した。 
2007年に子ども省が設置されると、子どもの遊びに関する政策の中心は文化省から子ど
も省へ移行した。同年 12月に子ども省から国会へ提出された「子ども計画」には、子ども
省、文化省、地方社会・地方政府省が、恵まれていない地域の環境改善に努めることが明

記されている。 
2008年 4月、子ども省と文化省は、子どもの遊び施策に関する審議書 Fair Playを作成
し、遊びに関する現状分析を行うとともに、政府の施策案を発表して、広く関係者や国民

から意見を聴取した。 
 
2.2 現行の子どもの遊びに関する政府戦略 

2008年 12月、Fair Playに対して寄せられた意見を受けて、子ども省と文化省は、2008
～2011 年に子どもの遊び施策へ配分される予算の使い道を含めた政府の「遊び戦略」を発
表した。政府は、英国を「青少年の成長にとって世界一の国にすること」を目標として掲

げている。この「遊び戦略」はそれに通じるものである。Fair Playに示した子どもの遊び
政策のねらいに加えて、ここでは短期的、中期的、長期的なビジョンが設定されている。

また、それを実現するための施策として、「遊び場の増設」「あらゆる子どもに対する遊び

支援」「安全の確保」「子どもに寛容なコミュニティ形成」「遊びを地域の優先課題とするこ

と」に関する具体的な施策を発表した。 
 
2.3 現状と課題 
 
2.3.1 現状 

63 の地方当局が最初のパスファインダーとプレイビルダー（積極的な遊び施策を実施す
るために政府から優先的に予算配分を受ける自治体）として指名されており、地域コミュ

ニティについて計画、デザインを行い、遊び場の建設や再建に努めている。これらの地方

当局が実施するプログラムが、子どもやその家族にどのような影響を与えたかなどについ

ての調査が現在、実施されており、2011年に報告書が完成予定である。 
 
2.3.2 課題 

Time for Play で指摘された課題のうちいくつかは、現在も継続しており、その中には、
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2011 年以降の予算配分が未定である等の「持続可能性」に関する問題、監督下の遊びと自
由な遊びとのバランスに関する問題、プレイ・ワーカーの社会的認知に関する問題などが

含まれる。 
 
 
第3章 共通アセスメント枠組み 
 
3.1 共通アセスメント枠組みとは 
子どもトラストを通じた統合的なサービス提供の手段として、情報の一元的な収集・管

理・使用がある。共通アセスメント枠組み（Common Assessment Framework：CAF）は、
その一環として、英国のすべての地域において、すべての青少年サービス機関によって使

用される、青少年のニーズを調査するアセスメントのための統一的な枠組みである。 
 
3.1.1 開発の経緯 

CAF が導入された理由は、問題が深刻化しなければ取り組みが行われない子どもがいる
という現状の解決を目指し、ニーズを早期に発見する方法が必要であると認識されたため

である。CAFの開発に取り組むことは、2003年の緑書『どの子どもも大切』に示されてい
る。CAFは教育技能省（現在の子ども省）によって開発され、2005年から 2006年にかけ
て 12 の地方自治体で公式な試験運用がなされた。2005 年 10 月には、CAF の運用が教育
技能省から青少年人材開発協議会（CWDC）に移管され、CWDCがマニュアルの作成や担
当者のトレーニングの実施などを行っている。現在、150 の地方当局のうち 10％程がまだ
CAFを導入しておらず、政府は全国での完全導入の目標を、2008年までから 2010年まで
に延長した。 
 
3.1.2 概要 

CAFは、共通プロセス（共通アセスメントの実施と、その結果に基づく行動）、標準書式
（アセスメント結果と支援の提案を記録し共有する書式）、事前評価チェックリスト（共通

アセスメントの実施が有益かどうかの判断への支援）によって構成されている。CAF の対
象となるのは、「追加的ニーズ」、「複合的ニーズ」を抱えた出生前～18歳以下の子どもであ
り、以下のような状況にある場合に実施される。 
1. 子どもたちの健康、福祉、行動、学習進度、その他の福利面について懸念がある場合。 
2. ニーズが不明確であるか、担当者の対処可能なものより広範囲に及ぶ場合。 
3. CAF がニーズの特定、あるいは他のサービス機関による支援を得るために役立つと考

えられる場合。 
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3.1.3 活用の方法 

CAFの実施プロセスは、「準備」「協議」「提供」の 3つのステップに分けられる。準備は、
過去の介入やアセスメントの実績を調べることから始まる。CAF 実施の必要性が不明な場
合は、CAF事前チェックリストを使用する。CAFを行うかは、子どもかその親、またはそ
の両方と一緒に決定する。協議は、子どもと協力し、必要な場合にはその家族とも協力し

て子どもに関するアセスメントを実施することであり、CAF の書式に沿って行うことで、
適切な段階を踏めるようになっている。その後、特定されたニーズに基づき、サービスが

提供される。より専門的な機関や実務者の支援を取り付ける必要がある場合もある。CAF
は追加サービスを求める子どものニーズを評価する最初の一般的なアセスメントであり、

特定の課題に特化した全員対象アセスメントや、より高度な専門性を要するその他の専門

的アセスメントとは区別される。早期介入手段としての CAFは、専門的アセスメントより
も早い段階での採用に適している。 
 
3.2 アセスメント担当者の研修方法 

CAF は青少年関連機関による統合的なサービス提供の一環として行われている。政府は
CAFの普及を促進するためにトレーニングのモデル（「CAF入門」コースと「CAF応用」
コース）を示しているが、地方の状況を考慮に入れた上で、モデルを応用することが期待

されている。 
 
3.3 関係機関による情報共有の実際例 
ロンドン市内のカムデン区における、家族を中心にしたアプローチの重要性を示した事

例では、6 歳の追加的教育ニーズを持った娘に対し、CAF を使用してニーズが特定され、
複数機関による支援が計画された。児童・成人健康サービスの職員が主任専門家として任

命され、教育心理学者、追加的教育ニーズの専門家、医師、ソーシャルワーカー、家族を

支援するボランティア団体、コネクションズ、住居関連機関の関与が決定された。 
テルフォード・レキン・ショフショアーにおける、出生前の児童に対するアセスメント

の事例では、学習障害をもった妊婦に対し CAFを実施してニーズが特定され、助産士、ソ
ーシャルワーカー、訪問保健士、医師、確かなスタート・保護者支援職員からなるチーム

による作業により対応計画が策定された。訪問保健士が主任専門家として任命され、妊娠

中及び母親になった後も、必要に応じてその他の専門家と協力していくことになった。 
 
3.4 利用上の留意点及び現状における課題等 
 
3.4.1 アセスメントにおける留意点 

CAF を使い、①出生前の児童、②幼児と年少の子ども、③若者、④教育を受けていない
子ども、⑤民間児童養護施設の子どもなどにアセスメントを行う場合には、それぞれの対
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象者に応じた配慮が必要となる。 
 
3.4.2 CAFの現状と課題 

英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）において、子ども省、地方当局、青少年人材
開発評議会（CWDC）等から得られた情報を基に、CAFの現状と課題をまとめると、次の
ような点が指摘できる。 
 CAFに対する理解が十分行き届いていない。そのため CAFの利用の方法も担当者によ
って統一されていない。 

 CAFを受ける側の親、子どもに CAFに対する理解が十分でない場合があり、アセスメ
ントを受けることを嫌う場合がある。 

 コンタクト・ポイント、eCAF（電子版 CAF）は、導入の準備中である。 
 CAFのトレーニングの受講者を増やしていかなければならない。 
 個人情報保護、データの管理への注意不足、あるいはその困難さがある。 

 
 
第4章 困難を抱える青少年への対応 
 
4.1 困難を抱える青少年に関する政策の変遷 
 
4.1.1 コネクション・サービスの成立に至る経緯 

1990 年代後半、教育にも雇用にも訓練にも参加していない状況（not in education, 
employment or training：NEET）や低学力・低技能が、いかに若者及び国家にとって深刻
な問題であるかについて、英国社会の認識が高まった。それを受け、社会的排除の問題に

取り組み、すべての人が教育や職業訓練を通じて競争力のある技能や知識を身に付けられ

るよう支援する施策が模索された。しかしながら、16 歳以降（義務教育終了後）の教育・
訓練の仕組みには、複数機関による所掌業務の重複や過度な複雑さなどの問題が見受けら

れた。こうした問題を解決するため、従来の職業訓練や継続教育を管轄する組織を統合し、

全国 47ヵ所に学習技能評議会（Learning and Skills Council）が設置された。合わせて、
学習評議会の管轄区域と同様の区分けでコネクションズ・パートナーシップと呼ばれる組

織が置かれ、13～19 歳のすべての若者（学習困難・障害者等は 24 歳まで）を対象に、就
学・就業を中心とした総合的な若者支援を目的とした「コネクションズ・サービス」が提

供されることとなった。コネクションズ・サービスは、2000年にパイロット事業として導
入され、2001年からは順次全国に展開された。 
 
4.1.2 コネクションズに対する評価 

2001 年の 4 月からの本格的な導入に先立ち、前年より英国内 13 の地域でパイロット事
業が実施され、評価は概ね高かったが、①多機関で業務を行うための仕組みの整備、②困
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難を抱える若者のみでなくすべての若者を対象とした支援のレベル向上、③若者や地域住

民の参画の促進などの課題が指摘された。また全国展開後の 2003年には、設定された目標
と実際の成果の比較などを通じ、会計検査院による調査が行われた。それによると、例え

ば NEETの若者の数について、2002年 11月～2004年 11月に 10％の減少という目標値に
対し、2002年 11月～2003年 11月の 1年間で、コネクションズ設置地域で 8％、全国平均
で 3％の減少であった。一方で、こうした成果は経済成長などの要因が強く影響するため、
長期的な予測は難しいとも指摘されている。加えて調査報告書では、サービスの質の向上

や、サービスを受けられる若者の範囲の拡大などが求められている。会計検査院の調査結

果は、2004年 5月に英国議会庶民院（下院）公会計委員会に報告され、委員会はコネクシ
ョンズに関する審議を行い、同年 10月に、スタッフに対するトレーニングの充実などを含
む、9つの提言をまとめた。 
 
4.1.3 「若者は大切」（2005年）以降の政策の変遷及び現状 

「どの子どもも大切」では、子どもトラストの設置、共通アセスメント枠組みの導入、

主任専門家の配置、地方当局による青少年計画の策定など、今日に至るまで英国の青少年

政策の根幹をなす施策が打ち出された。その後、2005年には緑書『若者は大切』が発表さ
れ、コネクションズを含む情報・助言・指導サービスの地方当局への責任委譲など、大き

な政策転換が行われることとなった。2005年以降の青少年に関わる施策は、すべて子ども
トラストを中心に進められている。2008年 7月には、子ども省の下に青少年サービス卓越・
成果センター（Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People’s 
Services：C4EO）が設立され、2009 年からは「委託支援プログラム（Commissioning 
Support Programme）」が始まる予定になっており、子どもトラストの体制強化を推し進め
るさまざまな施策が進められている。 
 
4.2 困難を抱える青少年を支援する制度の仕組み 
 
4.2.1 パーソナル・アドバイザー 

13～19歳のすべての若者支援を行うのがコネクションズ・サービスの役割であり、現場
で直接若者にサービスを提供しているのは、学校、職業訓練校、コミュニティ施設などに

配置されるパーソナル・アドバイザーである。そのサービスの内容は、就学・就業に関す

る助言、成長できる機会の提供、薬物乱用や 10代の妊娠などの複合的な問題に対する支援
等である。パーソナル・アドバイザーになるには、英国の職業資格レベル 4（高等教育の基
礎レベル相当）を保有していることが条件となり、2008年 4月までのコネクションズ・パ
ートナーシップ体制化においては、コネクションズ・ナショナル・ユニット（旧教育技能

省内の担当部署）あるいは地域のコネクションズ・パートナーシップが独自に定めたトレ

ーニング・プログラムを受講することになっていた。現在は「情報提供・助言・指導（IAG）
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人材開発」プログラムとして、子ども省がトレーニングを提供しているが、これは必ずし

もパーソナル・アドバイザーのみを対象としたものではない。パーソナル・アドバイザー

の数は、いくつかの情報を総合すると約 8,000～10,000人である。 
 
4.2.2 受益者取扱事項情報システム（CCIS） 

コネクションズ・サービスの効率的な提供のため開発されたのが、サービス利用者の情

報を一括管理する「受益者取扱事項情報システム（Client Caseload Information System：
CCIS）」である。CCISは当初 Connexions Customer Information Systemの略称として用
いられていたが、2008年 4月よりコネクションズ・サービスの主幹が各地方教育当局に移
管されたことに伴い、現在は運営主体とともにその名称も変更された（ただし既に使用さ

れていた略称は引き継がれた）。情報登録の対象となるのは、13～19歳までの全ての若者（但
し学習障害などがある場合には 24歳まで）が登録の対象である。現在、管理責任は地方教
育当局（全国 150 地域）が負っており、一部の情報は子ども省が管理する全国規模のシス
テムにも提供される。 
 
4.2.3 支援の過程において問題が生じた場合の対応方法 

2008年 4月までの枠組みを規定していた「2000年学習技能法」では、コネクションズ・
パートナーシップの監査を教育水準局が行うこととなっていた。監査の結果に基づき、必

要に応じてコネクションズ・パートナーシップに活動改善計画の策定とその実施を求め、

改善計画の実施をさらに監督することによって、コネクションズ・サービスの質を保証し

てきた。子どもトラスト体制下では、青少年向け国家枠組みとその成果指標を基に、各地

方の状況を考慮に入れた上で、達成すべき指標設定し、中央政府（地域事務所）と地方当

局および地方戦略的パートナーシップが地方協定を締結する。これをもとに地方当局は青

少年計画を策定する。監査の仕組みは、地方当局とそのパートナーを含む共同調査委員会

を設置し、地方協定に示された指標が達成されているかを評価するものである。その評価

結果は、中央政府の出先機関である地域事務所へ報告される。評価結果報告のための委員

会は、進捗状況を報告するため 6 ヶ月に 1 度開催され、評価が低いとされた場合には、改
善措置がとられる。 
 
4.2.4 制度の周知方法 

ワン・ストップ・ショップは 13～19歳の若者を対象に、コネクションズ・サービスの提
供を目的とした施設である。若者がアクセスしやすい街中に位置していることが多く、パ

ーソナル・アドバイザーが施設に配置されている。街中でコネクションズ・サービスを受

けることができる施設は全国で 400 ヵ所以上に存在している。コネクションズ・ダイレク
トは電話、電子メール、テキストメッセージ、インターネットを経由したチャットなどに

よる、コネクションズ・サービス提供の方法である。若者が匿名で気軽に情報を入手、ま
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たは相談することができるようになっている。また子ども省は、子どもトラストの役割の

明確化及び周知のため、多くのガイドブック、リーフレット等を作成している。子どもト

ラストが地方でサービスを提供し、認知度を上げる制度の一つとして「子どもセンター」

もある。 
 
4.3 対象となる青少年の実態把握調査の概要 
 
教育技術省は、2005 年 7 月 18 日に緑書『若者は大切』を発行した。発行と同時に、緑書
への反応、意見を収集するために 2つの調査を実施した。「どこか行くところは？何かする
ことは？―どうすれば 10代の若者の人生をよくできるのか？」調査（主に若者自身を対象）
と、「若者は大切（緑書）」調査（主に青少年支援団体対象）である。前者は 19,000人以上
の若者から、後者は 1,000 以上の若者支援関連団体の回答を得て、調査は大規模のものと
なった。また、この他にも青少年の実態調査が行われている。その中でも長期的かつ大規

模で行われている調査が、「若者コーホート調査」と「イングランドの若者に関する長期継

続調査」である。前者は、1985 年から毎年新たな 10,000 人余りの義務教育を終了した若
者を選定し、原則として 3 年間の追跡調査によって、高等教育機関、労働市場への移行期
の若者が将来を決定する要因とその行動をモニタリングするもので、後者は、2004年から
10年間、15,000余の若者とその保護者を対象に追跡調査を行うものである。 
 
4.4 国・地方機関及び民間団体の役割分担 
若者支援に関する国、地方機関、民間団体の役割分担は、コネクションズ・パートナー

シップ体制から子どもトラスト体制への移行により、以下のような変更が行われた。コネ

クションズ・パートナーシップ体制下では、教育技能省にあるコネクションズ・サービス・

ナショナル・ユニットとの契約に基づき、全国の 47コネクションズ・パートナーシップが
サービスを提供していた。実際に日々の業務を担っているのは地方当局単位に存在してい

る地方運営委員会であった。地方運営委員会は若者支援の直接の窓口となるパーソナル・

アドバイザーを配置することによって若者へのサービスを提供した。子どもトラスト体制

下では、地方当局が達成すべき指標を含んだ地方協定を中央政府（地域事務所）との間で

締結する。青少年育成に関しては、青少年計画を策定し、指標の到達に向けて、子どもト

ラストが実際の業務をパートナー団体へ委託することによって実施する。 
 
4.5 現状と課題 
英国政府は困難を抱える青少年へ対応するため次々と各種の施策を打ち出し、地方当局

へその実施を求めている。その大きな特徴が以下の 2点である 
 パートナーシップによる統合的なサービスの提供 
 成果主義に基づいた評価 
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地方当局は、「どの子どもも大切」以降の政策に関して、概ね前向きに受け止めている。ま

た政府の期待に応えるべく、パートナーシップの強化に努力を続けている。施策は概ね歓

迎されながらも、批判される多くの課題も目に見えるようになっている。その主なものを

まとめると以下のようになる。 
 大きな政策を中央で決め、中央の施策を地方へ強制している。 
 政策の展開が早すぎて、地方当局がついていくのが難しい。地方において、決められた

日程通りに施策実施がなされないことがある。 
 パートナーシップ機関の間に、文化、仕事の仕方などに違いが見られ、機関間の連携、

信頼の構築が思うように進んでいない。またコミュニケーションのとり方が複雑になっ

ている。 
 パートナーシップを進める上での人材の能力が十分でない。 
 コネクションズ・サービスに対する予算は削減傾向にある。 
こうした課題が指摘されてはいるが、各機関の間の連携は徐々に進んでおり、政府はさ

らに子どもトラストの強化に向けた支援策を実施している。 
 
 
第5章 ハンディのある層を吸収するための社会的企業の概要 
 
5.1 英国における社会的企業設立の経緯と主な社会的企業の概要 
 
5.1.1 社会的企業設立の背景と経緯 

英国政府は社会的排除の問題に取り組むため、1997 年に社会的排除対策室（Social 
Exclusion Unit：SEU）を内閣府内に設置した。こうした動きと連動し、社会的企業には
社会的排除対策の一翼を担うことが期待されている。社会的排除対策室は、社会的排除を

「失業、低熟練、低所得、劣悪な住宅、高い犯罪発生率を生む環境、健康状態の悪さ、家

庭崩壊といった相互に関連する問題が組み合わさった状態にさらされている個人または地

域に生じうる問題に対する簡潔な表現」と定義している。 
英国において社会的企業というコンセプトが積極的に政策的な側面から出てくるのは

1997 年の労働党政権登場以降、特に 2000 年以降である。英国で社会的企業を定義した最
初の公式文書は、政策検討チーム（Policy Action Team）第 3チームの報告書『企業と財政
排除』（1999年）であると言われている。報告書は、企業活動の促進による地域再生を支援
することは、公共機関・民間企業を含む多くの関係者の関心事であり、社会的企業は地域

の活動に貢献することができるとしている。2005 年時点では少なくとも 55,000 の社会的
企業が存在し、全従業員数の 5％、270億ポンドの売上（全体の 1.3％）、GDPへの貢献は
84億ポンドと見積もられている。 
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5.1.2 社会的企業の概要 

社会的企業の定義は、各機関によって異なるが、社会的・環境的課題に取り組むという

「社会的目的」と、提供する製品やサービスに対する対価を受け取り利益を上げるという

「企業的性質」の点で共通している。社会的企業には、主に以下の 4つの法人形態がある。 
① 保証有限責任会社（company limited by guarantee：CLG） 
② 株式会社（company limited by shares：CLS） 
③ 産業・共済組合（industrial and provident society：IPS） 
※コミュニティ組合（community benefit society)と 
真正協同組合（bona fide co-operative）の 2種類がある。 

④ コミュニティ利益会社（community interest company：CIC） 
社会的企業の主な活動分野は、「保健、社会福祉」「コミュニティ、社会、個人向けサー

ビス」「不動産関連」「教育」「卸売り、小売り」などである。また、2005年に中小企業局が
行った調査によれば、サービス対象者の上位は「障害者」「青少年」「高齢者」「低所得者」

等、雇用による支援の対象者は「障害者」「失業者」「特定のグループ」「若者」等である。

従業員 10人未満の零細企業が全体の半数近くを占め、平均の従業員数は 31人である。 
 
5.1.3 主な社会的企業支援組織の概要 

英国内の 9 つの地域には、それぞれに社会的企業を普及しそれらを支援する「中間支援
組織」と呼ばれる機関がある。英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）では、社会的企
業ロンドン（Social Enterprise London、以下「SEL」）と社会的企業ウェスト・ミッドラ
ンズ（Social Enterprise West Midlands、以下「SEWM」）を訪れた。 

SELは 1998年に設立され、英国で初めての社会的企業の中間支援組織である。設立以来、
社会的企業のプロモーションや、政府に対するロビー活動を行ってきた。その他、起業の

支援、会員企業への支援、研修の実施、社会的企業に関する調査などを行っている。SEL
の会員は約 1,100団体・個人。ロンドン開発庁（London Development Agency）とロンド
ン評議会（London Council）からの補助金を受けている。現在、2012年のオリンピックに
社会的企業の参加を促進することに取り組んでいる。 

SEWMは、ウェスト・ミッドランズ州コベントリー市にある。現在の体制になったのは
2007年 6月からで、アドバンテージ・ウェスト・ミッドランズ（Advantage West Midlands：
AWM）と呼ばれる地域開発庁がSEWMに資金援助をするようになったためである。SEWM
の目的は社会的企業を増やすことである。会員数は、2年前には 20だったが現在は 215に
なった。この地域は、以前は自動車などの大規模な製造業とその関連会社による雇用機会

に依存していた。ジャガー社を除いた自動車産業は撤退してしまったが、社会的企業の力

でこれら大規模製造業による雇用を吸収するのは容易ではないと認識されている。 
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5.2 社会的企業を育成・支援するための施策 
2001 年、貿易・産業省内に社会的企業室（Social Enterprise Unit）が設置された。翌

2002年には、貿易・産業省は『社会的企業：成功のための戦略』を発表し、社会的企業分
野支援のために、次の 3つの成果目標を掲げて具体的施策を述べた。 
① 活動を促進できる環境を創出する。 
② 社会的企業の活動をより質の高いビジネス活動へ発展させる。 
③ 社会的企業の存在価値を確立する。 

2006年には、社会的企業室を吸収した、サード・セクター室（Office of the Third Sector）
が内閣府内に設立された。サード・セクター室は、「社会的企業の認知度向上」「学校や大

学との協力」「社会的企業についての研究」「必要な技能の特定とトレーニングの支援」「投

資の促進」などを含む、「社会的企業行動計画」を発表し、社会的企業を支援する施策を明

らかにした。サード・セクター室以外で、社会的企業支援に重要な役割を担う政府機関に

は、貿易・産業省中小企業局、地域開発庁と政府地域事務所があり、特に地域開発庁・地

域開発庁は英国内 9 地域のそれぞれにおいて、SEL や SEWM のような中間支援組織に対
する支援を行っている。 
 
5.3 青少年施策と社会的企業 
社会的企業が青少年施策に貢献する方法としては、主に 2 つの関与の仕方がある。ひと
つは青少年やその親を対象とした事業を行うことであり、もうひとつは就職に困難を抱え

る若者などを積極的に雇用することである。 
 
5.3.1 社会的企業による児童ケア事業に関する手引き書の概要 

SEL が作成した『社会的企業による児童ケア』と『児童ケアに携わる社会的企業のため
の共同事業体モデル』という 2 つの手引書により、社会的企業が子どもを対象とした事業
を行う方法論の一例を紹介する。『社会的企業による児童ケア』は、児童ケア分野の活動に

関心がある者が、効率的に社会企業モデルを取入れるためのガイダンスを示したもので、

こうした手引書が作られた背景には、働く親などによる児童ケア・サービスの需要に比べ

て供給が不足しており、特に従来民営の児童ケア・サービスでは利益の見込みがなかった

ような貧困地域で、社会的企業モデルを採用した児童ケア・サービスの提供が関心を集め

ていることがある。手引書は、①協同組合、②複数関係者モデル、③共同事業体（コンソ

ーシアム）モデルの 3 つを紹介するとともに、児童ケア市場を概説し、地域の市場調査の
重要性を説いている。さらに、市場調査や事業計画策定の方法などについて、具体的な確

認事項を例示しながら説明している。 
一方『児童ケアに携わる社会的企業のための共同事業体モデル』では、『社会的企業によ

る児童ケア』で紹介された企業形態の 3 つのモデルのうち、特に「共同事業体モデル」に
ついて詳しく述べたものである。共同事業体とは、投資家や事業者によって、特定の目的
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のために設立された連合体であり、参加者の財務管理などを統合することで規模の大きさ

を活かした効率的な経営ができる。また、地方当局は数多くの小規模なサービス提供者よ

りも、一つの大規模な提供者と契約することを望んでいることも、共同事業体の存在意義

のひとつである。手引書は、共同事業体の設立方法や、組織体制について具体的に説明し

ており、また人事や経理、品質管理や広報などの機能を、集中的に行う「支援部門

（supporting unit）」を設置することが共同事業体の主要な特徴のひとつであると述べてい
る。 
 
5.3.2 若者の就労支援と社会的企業 

中小企業局実施の社会的企業に関する調査によると 17%の社会的企業が若者をサービス
の対象とし、14％の社会的企業が若者を雇用によって支援している。その実例として、次
のような社会企業を紹介する。 
 障害を持つ若者などを雇用し、調理師あるいはウェイター／ウェイトレスとして訓

練し、独立させることを目指すフィフティーン（Fifteen） 
 公共レジャー施設の運営を地方当局から引きつぎ、多くの若者を雇用しトレーニン

グを行っているグリニッジ・レジャー・リミテッド（Greenwich Leisure Limited） 
 NEET やホームレスの若者に住む場所を提供する Aberdeen Foyer というチャリ
ティ団体がオーナーであるフォイヤー社会的企業（Foyer Enterprises） 

 精神保健上の問題を持つ人びとを音楽や美術を通じて支援するコア・アーツ（Core 
Arts）の協力団体として設立された、いくつかの社会的企業 

 


