
 7 

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 
 
 

2007年 6月 28日、英国1で初となる「子ども」という語を冠した省庁、子ども・学校・

家庭省（Department for Children, Schools and Families、以下「子ども省」と略す）が誕
生した。ブラウン首相は、同省の設立によって英国政府が目指すところは、「すべての子ど

もたちが人生の中で最良のスタートを切り、自分たちや家族に対して行われている支援や

保護を受けつつ、持っている潜在能力を最大限発揮できるようにすることである」と述べ

ている2。これは、英国の青少年育成に関する施策を考える上で、ひとつの画期的な出来事3

であったが、同時にそれまでの青少年施策をめぐる歴史的な経緯に基づいたできごとであ

った。 
本章ではまず、子どもに関する「これまでに施行された法律のなかで最も総合的かつき

わめて行き届いたもの4」と評される「1989年児童法」の制定時期から、今日に至る英国の
青少年育成に関する基本法や基本方針・計画等について概観する。次に、子ども省の設置

の経緯やその概要について述べ、現在青少年育成施策の推進体制が抱えている主な課題等

について整理する。最後に節を改めて、地方の現場における取組事例を紹介する。 
 
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 

一国の青少年育成や保護等に関する各種の法律や方針は膨大な数にのぼり、それらを十

分に網羅しかつ体系立てて説明するのは容易なことではない。ここでは、保守党サッチャ

ー政権の終わり近くに成立した 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、それら

が生まれた社会的な背景等とあわせて、時系列に沿って述べることとする。この期間を通

                                                   
1 本調査報告書において、「英国」とは特に断りのない限りイングランドを指し、調査範囲もイングランド
の青少年施策とする。 
2 2007年 7月 28日付、首相の庶民院（下院）に対する書面による声明（written statement）36WS項に
述べられている。原文は “The Government’s aim is to ensure that every child gets the best possible 
start in life, receiving the ongoing support and protection that they – and their families – need to allow 
them to fulfill their potential.” 
3 宮本みち子（放送大学教養学部教授）インタビュー（2008年 12月 18日）より。 
4 英国保健省編（林茂男・網野武博監訳）『英国の児童ケア：その新しい展開』中央法規出版、1995年、
まえがき 
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じて最も長く政権の座にいたのは、就任直後の演説で「私に最優先事項は何かと聞いてく

れ。答えよう。教育、教育、そして教育である5」と言った労働党のブレア首相である。 
このように時系列で整理することには、幼児保育や児童保護から大人への移行期の若者た

ちへの就労支援に至るまで、様々な施策を織り交ぜて議論することで生じる混乱への危惧

がある。しかしながら、あえてそうすることにより見えてくることは、4代の首相が治めた
20 年近くにわたる英国の歴史のなかで、その時々の社会の要請や、政権の掲げる理念など
の影響を受け移り変わってきた、同国の青少年育成施策の変遷とその傾向である。以下、

主要な施策等を見ていくこととする。 
 

 
 
（1） 1989年児童法 

背 景 

英国の児童保護制度の歴史は 19 世紀後半の 2 つの法律に遡ることができる。すなわち、
1857年の「授産学校法（Industrial School Act）」と 1889年の「児童虐待防止及び保護法
（Prevention of Cruelty to, and Protection of, Children Act）」である。産業革命によって
大規模な社会の変動が起き、「家庭生活と家庭秩序の崩壊が進行し、一方では伝統的といわ

れた子どもの道徳的・宗教的教育が失われ、親による子の放置・虐待が問題となってきた

時期であるとともに、他方では、そうした放置に誘発される子どもの浮浪・非行・犯罪が

                                                   
5 古田多美子「イギリス教育改革の変遷―ナショナルカリキュラムを中心に―」『レファレンス』2005年
11月号、p.99より。 

本項で取り上げる主な法、制度、計画等 

 

（1） 1989年児童法（Children Act 1989） 1989年 

（2） 教育水準局（Office for Standards in Education） 設立 1992年 

（3） 「確かなスタート（Sure Start）」プログラム 1999年 

（4） コネクションズ（Connexions） 2000年 

（5） 「14～19歳：機会と卓越」 2003年 

（6） 「どの子どもも大切（Every Child Matters）」 2003年 

（7） 2004年児童法（Children Act 2004） 2004年 

（8） 子どもトラスト（Children’s Trust） 2004年 

（9） 子どもと学習者のための5ヵ年計画 2004年 

（10） 「若者は大切（Youth Matters）」 2005年 

（11） 2006年児童ケア法（Childcare Act 2006） 2006年 

（12） 子ども計画（Children’s Plan） 2007年 

（13） 2008年教育技能法（Education and Skills Act 2008） 2008年 
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大きな問題として社会的に関心を引くようになった時期でもある6。」その後、「子どもと親、

家族と国家、親と国家、子どもと国家」という関係性において意識的な議論が繰り返され、

幾度にもわたる法改正が繰り返されてきた。 
そのような中で、これまでで最も総合的と言われる 1989年児童法（Children Act 1989）
の制定に大きな影響を与えたのは、1987年に起きた「クリーブランド事件」と呼ばれる、
多数の少女が僅かな期間のうちに同じクリーブラント州内で性的虐待を受け、地方当局の

ソーシャルワーカーに保護された事件であった。この事件を通じて、家族から子どもを強

制的に引き離した小児科医やソーシャルワーカーらに、分離措置が適切だったかなどの批

判が向けられた。当時有効であった 1969年児童少年法は、地方当局のソーシャルワーカー
が専門的な知見7で裁量し、児童ケアサービスを提供することを至上とした、いわば「福祉

国家」的アプローチを採用していた。しかし 1970年代から、公的機関が関わっていても虐
待等により子どもが死亡してしまう事件が相次いで起きており、クリーブランド事件をき

っかけに、「国家が家族にどこまで介入できるか」という問題が、改めて問われることとな

ったのである。 
 
内容と特徴 

1989年児童法は、以下の 12部で構成されており、その特徴は、1）公法と私法の総合、2）
「子どもの福祉」の原則、3）親責任の 3点に整理できる8。 

＜1989年児童法の構成＞ 
第 1部 序 
第 2部 家族手続きにおける子に関する諸命令 
第 3部 子と家族のための地方当局の支援 
第 4部 ケア及びスーパーヴィジョン 
第 5部 子の保護 
第 6部 コミュニティ・ホーム 
第 7部 民間ホーム及び民間組織 
第 8部 登録児童ホーム 
第 9部 里子の私的な手配 
第 10部 チャイルド・マインディング及び幼児のためのデイ・ケア 
第 11部 国務大臣の指導監督機能と責任 
第 12部 雑則及び一般的規定 

 

                                                   
6 秋元美世『児童青少年保護をめぐる法と政策～イギリスの史的展開を踏まえて～』中央法規出版、2004
年、p. 13より。 
7 秋元美世（東洋大学社会学部教授）は、特別な注意を要する事案（ハードケース）と、普通に接してい
れば良い一般的な問題の見極めが非常に大切で、専門家の知見が求められるところであると述べている

（2008年 12月 25日、インタビューより）。 
8 網野武博「英国における子どもの福祉制度と『1989年児童法』」、英国保健省編前掲書、pp.167-172によ
る。ただし、続けて述べている内容は、必ずしも網野氏の説のみによるものではない。 
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1） 公法と私法の統合 

公法とは公的な機関の権限や義務、責任について規定したものであり、私法とは「個々

人の関係の調整や統治に関して規定したもの9」である。統合された法律が扱っていた内容

として、前者は国や地方当局、その他の関係機関の子どもの福祉に関する業務等について

の規定であり、後者は親や他の保護者による子どもの監護養育責任などについてである。

1989 年児童法の成立にあわせて、55 以上の法律の一部または全部が廃止されたという10。

従来の法律を大規模に見直した立法作業であったことの証である。 
 

2） 「子どもの福祉」の原則 

1989年児童法は、子どもの養育または子どもの財産の管理に関して、裁判所等が判断を
下す際の最も重要な判断基準が「子どもの福祉（welfare of the child）」にあることを明確
に示した。また、それを実行に移す際には、福祉機関（ソーシャルワーカー）の専門的な

裁量に基づくのではなく、法やガイドラインに拠るという、「リーガリズム志向」も特徴の

ひとつに数えられる11。 
 

3） 親責任 

「親責任（parental responsibility）」とは、1989年児童法により新たに導入された概念
であり、「法により子の親が子及び子の財産に関して有するすべての権利、義務、権能、責

任及び権威を意味する」と規定されている12。親責任の強調は、「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るという原則

（no order principle）や、子ども養育に直接福祉機関が関わるよりも、家族への支援等を
通じ、家族の下での養育を優先させるという原則（non-intervention）と関係している。そ
れはまた、「経済領域で市場がキーポイントとされたのと同じように、社会領域では家族が

キーポイントとされ13」たサッチャーリズムに基づいたものとも言える。 
 
（2） 教育水準局設立 

背 景 

1979年 5月から 1990年 11月まで 11年半に及んだサッチャー首相の時代、それに続く
メージャー首相の 1997年 5月までの 6年半、合計 18年間にわたる保守党政権がとった青
少年に関連する政策の中で、最も特徴的なもののひとつは、学校教育への国家の介入であ

る。当時の保守党政権の教育政策を端的に言えば、教育への市場原理の導入と、ナショナ

ル・カリキュラム、ナショナル・テストの導入という中央集権化により、教育水準の向上

                                                   
9 網野武博前掲書、p.169 
10 樫原朗「イギリスにおける家族政策と社会保障」『社会科学』66号、同志社大学、pp.173-225 
11 秋元美世前掲書より。 
12 第 3条 1項 
13 秋元美世前掲書、p.217 
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を目指したということである。旧来、英国では教育内容に責任を持つのは地方教育当局

（Local Educational Authority：LEA）であり、それすらも大枠を定めるのみで、具体的
な教育内容は各学校の裁量に委ねられていた。しかしながら、70 年代から続いた英国経済
の低迷の要因を子どもの教育の質の低さに求める世論等を背景に、国家の大幅な介入が行

われたのである。こうした政策に基づく国家の役割は、到達すべき目標を定め、教育の供

給者がそれを達成できたか否かを評価し、達成できなかった場合には市場から排除するこ

とにあった14。この政策は 1988年教育改革法（Education Reform Act 1988）によって法
制化され、その「監視役」として中心的役割を果たしたのが、1992年に設置された教育水
準局（Office for Standards in Education：Ofsted）である。教育水準局は、従来の勅任視
学官制度を再編して、教育技能省から独立した機関として設立された。 
 
内容と特徴 

教育水準局は、全国の公立保育園・幼稚園、初等・中等学校の教育内容を、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、独自の基準を設け、5名ほ
どの視学官により約 1週間の視察を行った。視察により「失敗学校（failing school）」ない
し「失敗教師（failing teacher）」とみなされた場合には、教育水準局等による指導が行わ
れ、改善が見られない場合には市場からの排除もやむなしということになった。 
このような学校視察は教育の質の向上のために行われたが、視察の準備や授業観察など

が生み出す教師に対する過度の負担から、教師の覇気喪失を招いたという批判15や、教師が

もっぱら成績を上げることに関心を持つようになり、切り捨てられた子どもたちが問題行

動を起こすようになったという批判もある。例えば、1993年に 2歳児が少年になぶり殺さ
れた事件の犯人は、「サッチャーの子どもたち」とも呼ばれた16。 
 
（3） 「確かなスタート」プログラム 

背 景 

1997年 5月、18年間に及ぶ保守党政権の時代を経て、ブレア首相率いる労働党政権が誕
生した。ブレア首相は「政策のトップに教育を掲げた最初の首相」と呼ばれ、前述のとお

り、最優先事項を「教育、教育、そして教育である」と述べた演説は有名である17。初等教

育に関しては、その活用方法に大きな違いが見られるものの、ナショナル・カリキュラム

とナショナル・テストを用いて学力向上を目指したところは共通している18。初等教育の質

                                                   
14 大田直子はこれを「品質保証国家」と呼び（「イギリス新労働党の教育政策―装置としての「品質保証国
家」」『教育学年報』9号、2002年）、窪田眞二は「競争の監視役としての国」と呼んでいる（「イギリスの
学力問題と教育政策」『比較教育学研究』29号、2003年）。 
15 Scanlonの研究が、坂本真由美「イギリスにおける学校視察と教師の自己評価―授業における実践と評
価の連携―」『比較教育学研究』29号、2003年、pp.81-96で紹介されている。 
16 大田直子前掲書より。 
17 吉田多美子前掲書、p.99 
18 本稿では教育政策について詳述することは避けるが、大田は前掲書で、市場原理を用いたエリート教育
を追及した保守党政権と高品質な教育の一般大衆化を目指す労働党政権を対比させながらも、「『品質保証
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の向上とともに、ブレア首相が政権獲得後にまず力を入れたのが、就学前教育・保育の充

実であった。これは、1998年に緑書『児童ケアへの挑戦―枠組みと諮問文書』によって提
示された「全国児童ケア戦略」に表され、また前述の子ども・学校・家庭省設立の趣旨説

明にもあるように、「児童は人生の最良のスタートをきるべきである」という労働党政権の

一貫した姿勢に基づくものと言えよう。「ブレア政権下において、イギリスの保育・幼児教

育のあり方は大きく変貌した19」のである。なお、ここで使用されている「児童ケア

（childcare）」という語は「広義には、保育・幼児教育に加え、統合施設における保健サー
ビス、親の就労支援等を含む広い概念であるが、一般的には、保育・幼児教育を指すこと

が多く、また、狭義には、保育を指す場合もある20。」 
旧来英国では家庭での保育が中心で、公的な幼児教育や保育の制度は未整備であった。

地方当局が保育の提供を義務付けられていたのは、児童法に定められた「要保護児童」で

あり、一般には私立や非営利団体など民間に頼ることが多く、また「家庭的保育

（childminding）」と呼ばれる、家庭内での保育活動なども一般的であった。また、幼児教
育については、学校に敷設するもの保育学級等もあったが、普及度は低く、特に経済的な

負担に耐えられない層の人びとは利用することができなかった。 
それに対し、労働党政権は「すべての 4 歳児への幼児教育の普及」と「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」、またそれを実現するための「親の仕事と家庭

生活の調和支援」を公約として掲げた。こうした公約を実行に移すための「全国児童ケア

戦略」の主な 3 つの施策は、①ケアの質の向上、②経済的に負担可能な児童ケア、③児童
ケアの定員の増大・情報の向上による児童ケアへのアクセスの向上であった21。 
 
内容と特徴 

「確かなスタート（Sure start）」プログラムは当初、貧困地域に暮らす 4歳以下の児童
を対象とした地方プログラムとして構築され、1999年に最初の事業が行われた。その内容
は、次のとおりであった。 
① 利用可能な児童ケア定員の拡大 
② 児童の健康、幼児教育、情緒的な発達の増進 
③ 親に対する育児・就労の支援 
その特徴は「保育、幼児教育の統合化だけでなく、児童への保健医療や親への支援を含

む総合的な事業22」であることにある。当初の目標は、1999 年～2000 年の「草分け的

                                                                                                                                                     
国家』的枠組みは政党の違いを超えて機能している」と延べている。吉田（前掲書）は前者の教育政策を

「競争の監視役としての国」、後者のそれを「教育改善のリーダーとしての国」と呼んでいる。 
19 岩間大和子「英国ブレア政権の保育政策の展開―統合化、普遍化、質の確保へ」『レファレンス』2006
年 4月、p.6 
20 岩間前掲書、p.6脚注。また、秋元（2008年 12月 25日インタビュー）は「児童ケアとは要するに子育
て支援のことである」と説明している。 
21 岩間前掲書、p.10。 
22 岩間前掲書、p.17 
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（pathfinder）」プログラムを基にして、2002 年 3 月までに 250 の地方プログラムを構築
することにあったが、その後大きく広がりを見せ、2003年末には 524のプログラムが、貧
困地域で実施された。2004 年からは、類似の目的を持った「就学前児童モデルセンター
（Early Excellence Centre）」や「近隣保育園（Neighbourhood Nursery）」プログラムが
統合され、「確かなスタート子どもセンター（Sure Start Children’s Centre）」が設置され
ることとなった。2008年現在約 2,500のセンターが設置され、2010年までには国内 3,500
すべてのコミュニティに設置が見込まれているという23。センターが提供するサービスは次

のとおりである。 
① 終日保育（最低年 48週、週 5日、1日 10時間）と統合された高品質の幼児教育 
② センター内での学びがうまく進むように導く質の高い教師によるインプット 
③ 親への働き掛け 
④ 家族への支援 
⑤ 家庭保育員（childminder）のネットワーク基地 
⑥ 妊婦保健を含む、子どもや家族への保健サービス 
⑦ 特別なニーズを持つ子どもや親に対する支援 
⑧ ジョブセンター・プラス（公共職業安定機関）、地域の職業訓練機関、高等教育機関等

との有効な連携24 
このように、同一の対象者に向けた様々なサービスを統合させることは、ブレア政権の

施策のひとつの大きな特徴であった25。 
 
（4） コネクションズ 

背 景 

労働党政権が幼児教育・初等教育に続けて手がけたのが、16 歳までの義務教育を終えた
人びと、特に 16歳以降の若者たちへの学習（post-16 learning）の提供についてであった。
若年層の失業問題は 1970年代末から社会問題となっており、様々な職業訓練の機会が提供
されてきたが、概して若者には人気がなく、就業支援としては十分な効果を上げていなか

った。1980年代末には、従来「失業者」として扱われ、失業保険の支給対象であったため
に大きな財政負担の原因となってきた、教育にも雇用にも訓練にも参加していない若者に

関し、NEET（not in education, employment or training）という用語が「失業手当の要求
権を 16、17歳の若者から剥奪するという、政策上の転換の結果として登場26」した。そし

て、NEET 問題が貧困や社会的排除の問題と結びついていることが多いという認識を背景

                                                   
23 “The history of Sure Start”, retrieved December 9, 2008, from http://www.surestart. 
gov.uk/surestartservices/settings/surestartchildrenscentres/history/ 
24 “Sure Start children’s centres”, retrieved December 9, 2008, from http://www.everychildmatters. 
gov.uk/earlyyears/surestart/centres/ 
25 例えば、岩間前掲書、p.12などが指摘している。 
26 アンディ・ファーロング「NEET―イギリスからの報告」乾彰夫編『不安定を生きる若者たち：日英比
較フリーター・ニート・失業』大月書店、2006年、p.70 
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に、NEET の数を減らすことが重要な政策課題として浮上し、彼らのニーズにふさわしい
解決方法が模索されたのである27。 
こうした、英国内の長年にわたる若者の失業問題の深刻化に加え、EU加盟各国における、
あるいはさらに広く世界各国での、若年無業者対策、生涯学習機会の必要性に関する認識

の高まりが、コネクションズ導入の背景として指摘されている28。例えば、1997年 11月に
ルクセンブルグで開催されたヨーロッパ雇用サミット（Job Summit）、デトロイト（1994
年）、リール（1996年）、神戸（1997年）、ロンドン（1998年）での「成長と雇用に関する
G8会合」、1999年のケルンサミットにおける『ケルン憲章―生涯学習の目的と希望―』な
どが、こうした世界的な潮流を示す具体例である。これら生涯学習への期待は、若者の失

業対策としてばかりでなく、21 世紀を目前に急速に変化する世界経済、とりわけグローバ
ルで知識重視型の社会へと向かう社会情勢の中で、国際的な競争力を維持し雇用を確保す

るためには、学校教育のみで学習活動が完結するのではなく、労働者もまた獲得した知識

や技能を常に更新していかなければならないという意識が大きく作用していた29。 
 
内容と特徴 

コネクションズ・サービスは、2000 年にパイロット事業が開始され 2001 年から本格的
に導入された、若者のニーズに応じて、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。対象は 13 歳から 19 歳まで（学習困難や障害
がある場合には 24 歳まで）のすべての若者で、とりわけ NEET になったり社会的に排除
されたりする危機に直面する若者に重点が置かれている。提供するサービスの分野は広く、

就労や起業、学習、健康、住居、金銭、人間関係や社会的な権利、余暇や旅行に至るまで、

様々な分野にわたる情報提供やアドバイスが含まれる。13歳から 19歳までのすべての若者
が対象であることから、「在学中における将来の進路選択に対する働きかけが支援の中心30」

であるが、サービスの質を測るための達成基準のひとつは NEETの数をいかに減らすかで
あり、困難を抱える若者に対する就労支援がサービスの重要な目標でもある31。これらのサ

ービスは主に、コネクションズ・パーソナル・アドバイザーと呼ばれるスタッフによって、

学校やコネクションズ・センター（あるいはコネクションズ・ワン・ストップ・ショップ

                                                   
27 ファーロング（前掲書）は、NEETとして括られる若者は実に多様な理由からNEETであるのであり、
こうした異種混合的なカテゴリーを使うことには長短両面があると述べている。 
28 労働政策研究・研修機構（2005）『若者就業支援の現状と課題』労働政策研究報告書No.35 
29 英国政府がコネクションズの設立について最初に公にした政策文書 Learning to Succeed: A new 
framework for post-16 learning (Department of Education and Employment, 1999)の中には、“Our 
vision for the new Millennium”として、“Our vision is to build a new culture of learning which will 
underpin national competitiveness and personal prosperity, encourage creativity and innovation and 
held build a cohesive society”とある。 
30 労働政策研究・研修機構、前掲書、p.28 
31 こうしたサービスの目的の二重性、すなわちすべての若者を対象とする一般的（universal）なサービス
と、困難を抱える若者への集中的（targeted）な支援との間に横たわる矛盾は、多くの論者によって指摘
されている。例えばWatts, A. G. Career guidance and social exclusion: a cautionary tale. British 
Journal of Guidance and Counselling, 29 (2). 157-176. 
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とも呼ばれる）、地域内のプロジェクト、継続教育カレッジ（further education college）
などで提供される。 
コネクションズ・サービスの特徴としては、次の 3 点が指摘されている。すなわち、①
様々な異なる分野の組織をネットワークでつなぎ、個々の若者の複合的なニーズに応える

ため、サービスを継続的に提供することを目指した包括的・統合的なサービスであること、

②13歳から 19歳までのすべての若者を対象とし、大人へのスムーズな移行ということに着
眼して、在学中から働きかけるようにしたこと、③運営や意思決定に若者自身を参加させ

る仕組みをつくったことである32。ネットワーク機能の一例は、ジョブセンター・プラスと

呼ばれる公共職業安定機関との連携である。ジョブセンター・プラスは雇用年金省の管轄

で、「ニューディール」と呼ばれる失業者向けの職業訓練・職業体験支援事業を提供してお

り、そのうち若者向けニューディール（New Deal for Young People）は 18歳から 24歳の
若者が対象である。一方、コネクションズ・サービスは教育技能省（2001年～2007年：現
在は子ども・学校・家庭省に改編）の管轄であるが、ジョブセンター・プラスはコネクシ

ョンズにとって重要なパートナーである。こうした連携により、異なる行政組織間の重複

や断絶を避け、個々の若者の複合的なニーズに、統合したサービスを提供することを目指

したのである。このサービスの根拠となる法律は、2000年学習技能法（Learning and Skills 
Act 2000）の第 114条から 122条「13から 19歳への支援：イングランド」である。 
コネクションズ・サービスの提供は、コネクションズ・パートナーズと呼ばれる団体に

国から委託されていたが、2008年 4月までにその仕組みは変更され、地方当局がサービス
提供の責任を担うようになった。コネクションズについては、第 4 章「困難を抱える青少
年への対応」の中でさらに詳述する。 
 
（5） 「14～19歳：機会と卓越」 

背 景 

2001年 6月の総選挙で労働党が再び圧勝し、ブレア政権は 2期目を迎えた。第 1期で就
学前及び初等教育に力を注ぎ、一定の成果を収めたことを受け、第 2 期ブレア政権は大人
への移行期にいる若者たち、学齢期で言えば中等教育から高等教育へと進学する、あるい

は中等教育を終えて社会へと出て行く年齢にいる若者たちに、政策の重点を移行した33。

2001年 6月に公表された緑書『学校：成功を礎にして（Schools: Building on Success）』
には、就学前・初等教育改革での成功に基づき、中等教育の改革に着手することが謳われ

ている。また、緑書に対する関係者の意見を踏まえて作成された白書『学校：成功へと導

くために（Schools: Achieving Success）』では、「14～19歳の一人ひとりの能力や希望に応
えるために（Meeting individual talents and aspirations at 14–19）」と題した章を立て、
「14～19歳の教育」という新しい概念が打ち出された。コネクションズ・サービスの普及

                                                   
32 労働政策研究・研修機構前掲書、pp.30-31 
33 吉田多美子前掲書、p.108、労働政策研究・研修機構前掲書、p.23による。 
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もこうした文脈の中で捉えることができる。これら 2 つの緑書、白書の中では、コネクシ
ョンズ・サービスがこの時期の個々の若者のニーズに応え、適切な教育あるいは職業訓練

の機会が得られるよう支援するための有効な手段として期待されている。 
白書では、英国の若者たちの学業不振に次の 2 つの主な理由があると分析されている。
すなわち、職業教育の不備と狭すぎる学習科目の 2 点である。こうした分析を踏まえ、ま
ずは短期的な改革として、14～16 歳対象のキーステージ 4、つまり義務教育の最終段階に
当たる教育のカリキュラムの改善に取り組み、その後長期的に全体的な制度改革に着手す

ることが計画された。短期計画として、2005年までの実施を目指したキーステージ 4のカ
リキュラム改革では、全生徒が職業と企業について学ぶことや、科目選択の幅を広げるこ

と、19 歳まで中等教育修了一般資格（GCSE）を受験できるようにすること、現代的徒弟
制度（Modern Apprenticeship）を改善普及することなどが、指針として盛り込まれた。ま
た、長期改革としては、職業教育・訓練のさらなる充実、若者が達成したどんな成果でも

認めることができる評価システム構築、選択の幅を広げるとともに統一した資格認定の枠

組みをつくることが謳われ、そのために 14～16歳向け施策改革（14-16 Reform）ワーキン
グ・グループを立ち上げることが打ち出された。 
 
内容と特徴 

2003年 1月、『14～19歳：機会と卓越（14-19: Opportunity and Excellence）』と題し
た白書が公表された。英国（イングランド）の教育制度では、5歳から 16歳までの子ども
たちに 11 年間の義務教育が保障されているが（表Ⅱ-1-1 参照）、義務教育修了後の進学率
が他の先進諸国と比較して低い34。こうした状況について、白書は、多くの若者が 16 歳の
時点で学習活動から離れ、結果的に低技術で低賃金の労働に携わることにつながっている

と述べている。このような課題に対処するため、従来 11～16歳（中等教育）と 16～19歳
という 2 段階に分けて教育を捉えていたことを改めて、14 歳から 19 歳までの時期を、人
生を左右する重要な（critical）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
打ち出したのである。 

                                                   
34 労働政策研究・研修機構前掲 
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表Ⅱ-1-1：イングランドの教育制度 
教育段階 教育機関 ステージ 学年 通常年齢 

高等教育 
継続教育 

継続教育機関 
（例えば継続教育

カレッジ、高等カ

レッジ、専門学校、

成人教育センター

等） 

高等教育機関 
（大学や他の高等教

育機関） 
  18歳以上 

中等教育修了資格 Aまたは ASレベル、あるいは高等職業教育修了資格（AVCE）（17歳あ
るいは 18歳で取得）を取得し、継続教育または高等教育への就学、あるいは一般社会での
就労となる。 

  17～18歳 
継続教育機関 

シックスフォーム学

校、シックスフォー

ム・カレッジ   16～17歳 
中等教育修了一般資格（GCSE）、職業教育修了一般資格（GNVQ）、及び職業系科目中等
教育修了一般資格（vocational GCSE）（通常 16歳で取得）を取得し、義務教育以降の学
術的な教育あるいは職業教育への就学、あるいは一般社会での就労となる。 

第 11学年 15～16歳 

後期中等 
教育 

キーステージ 4 
第 10学年 14～15歳 
第 9学年 13～14歳 
第 8学年 12～13歳 前期中等 

教育 

中等教育学校 
キーステージ 3 

第 7学年 11～12歳 
第 6学年 10～11歳 
第 5学年 9～10歳 
第 4学年 8～9歳 

キーステージ 2 

第 3学年 7～8歳 
第 2学年 6～7歳 

初等教育 小学校* 

キーステージ 1 
第 1学年 5～6歳 

 小学校での 
レセプションクラス 

レセプショ

ンクラス 4～5歳 ファンデーション 
ステージ  3～4歳 就学前教育

及び保育 
就学前児童グループ、プレイグループ、

保育所、保育センター、保育学校等   0～3歳 
太字＝義務教育 
* 地域によっては、キーステージ 1とキーステージ 2が別々の学校に分かれていることがあり、それぞれ
児童学校（infant school）、年少学校（junior school）と呼ばれる。 
** 地域によっては、中学校（middle school）が存在し、8歳から 12歳まで、あるいは 9歳から 13歳ま
での生徒に対し通常 4年間の教育を行う。そのような場合には、小学校と中等学校の 2段階制度がある一
方で、小学校（5 歳から 8ないし 9歳まで）、中学校、高等学校（12 ないし 13 歳から 16、17または 18
歳まで）の 3段階方式が並存していることになる。 
 
出典：National Foundation for Educational Research (NFER) Diagram of the Education System in 
England and Wales. Retrieved December 12, 2008, from http://www.nfer.ac.uk/eurydice/briefingsuk/ 
diagram-of-the-education-system-in-england-and-wales--wales.cfmからWalesに関する注釈を削除して
作成。 
 
（6） 「どの子どもも大切」 

背 景 

2000年 2月、ヴィクトリア・クリンビーという当時 8歳の少女が、保護者の役割を任さ
れていた大叔母とその同居人によって、長期にわたる虐待の上殺害された。この事件は大

きな社会問題となり、2001年 1月に大叔母らが有罪判決を受けるとすぐ、保健大臣と内務
大臣により独立した調査委員会（ラミング卿委員長）が設置され、2003年 1月に最終報告



 18 

書が提出された。報告書は、彼女が虐待を受けていた生前 10ヵ月以上の間に、ソーシャル
ワーカーや警察、医者などに、ヴィクトリアの生命を救う決定的な機会が少なくとも 12回
あったことが、取調べの中で明らかにされたことを指摘し、児童保護を担う機関が多岐に

わたって広がりすぎたことにより、機能不全に陥っていたと分析した。こうした分析を基

にして、報告書は、弱い立場に置かれた子どもたちの福祉に対して、誰が責任を持ってい

るのかということを、中央から末端まであらゆるレベルにおいて、疑いの余地がないほど

に明確にすることが最も重要な改善点であるとし、「子どもと家族のための国家機構

（National Agency for Children and Families）」の設置を含む、いくつかの提言を行った35。 
ヴィクトリアの事件を受け、子どもや若者に対する施策の見直しを迫られた政府は、2003
年 9月、『どの子どもも大切（Every Child Matters）』と題した緑書を議会に提出した。そ
の後、この緑書に記載された方向性は、2004年 11月に勅許を受けた「2004年児童法」に
よる法的な基盤を得、子どもや若者たちに対するあらゆる政策の基礎となっていった。 
 
内容と特徴 

緑書『どの子どもも大切』は、子どもたちの虐待死の背景に、コーディネーションの不

備、情報共有の欠落、強い責任感を持った人物の不在、そしてスタッフの欠員や不適切な

マネージメント、最前線で働く人々への有効なトレーニングの不備といった、共通な問題

があったと指摘し、異なる行政サービスの狭間に陥って事態が悪化することを避けるため、

すべての青少年を対象とした一般的な（universal）サービスと、さらに高度なニーズをも
った子どもたちのための集中的な（targeted）サービスの双方を充実させる必要があると述
べている。こうして「どの子どもも大切」の指針は、危機にある子どもたちの保護を、す

べての子どもたちの潜在能力を最大限発揮できるようにするための枠組みの中で実現する

ことを目指し、その対象も生後すぐから 19歳までの英国で暮らす全青少年としたのである。 
あらゆる子どもたちが潜在能力を存分に発揮する機会が得られるようにするため、青少

年の間に、教育上のつまずき、健康上の問題、薬物乱用、10 代の妊娠、虐待や放棄、犯罪
や反社会的な行動が減ることを目指し、達成すべき 5つの成果指標（outcome）が次のとお
り打ち出された。 
 健康であること 
 安全であること 
 楽しみかつ目標を達成すること 
 前向きな活動に寄与すること 
 経済的に幸せになること 
これら 5 つの成果を収めるための重点項目は、親や保護者への支援、早期介入と効果的
保護、地方（local）・地域（regional）・全国（national）の各レベルにおける責任の明確化

                                                   
35 The Vctoria Cimbié Iquiry: Report of an inquiry by Lord Laming. Retrieved December 15, 2008, 
from http://www.victoria-climbie-inquiry.org.uk/finreport/finreport.htm 
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と統合、労働力の改革の 4 分野で、各分野における主な施策は表Ⅱ-1-2 に示すとおりであ
る。 

 
表Ⅱ-1-2：緑書『どの子どもも大切』で打ち出された主な施策 

学校や保健・保育施設などでの情報提供等一般的なサービス 
追加支援が必要な子どもの親への集中的かつ専門的なサービス 

保護者 

への支援 
子どもにとり親が最後の砦となるよう、法令による親の行動の義務付け 
地方当局が域内のあらゆる子どもを把握できるよう情報共有の改善 
各種サービスの重複を避けるための共通アセスメント枠組みの開発 
子どもへの窓口となり必要なサービスを調整する主任専門家の導入 

早期介入と 

効果的保護 

専門家が学校等で教師の不安に即応できるような、現場サービスの促進 
地方教育当局と青少年サービスに責任を持つ子ども局長職の法定 
少年担当主任参事官（lead council member for children）職の法定 
長期的に子ども対象のサービスを統合する子どもトラストの創設 
地方児童安全保護理事会（Local Safeguarding Children Board）の創設 

地方・地域 

全国の各レベル

における責任の

明確化と統合 
教育技能省内に青少年・家庭大臣（閣外相）の任命 
子どもに携わる専門家の雇用、必要資格の引き上げと専門性の標準化 
教育技能省に少年対象労働力ユニットの設置 労働力の改革 

青少年サービス・セクター技能評議会の設置 

出典：Department of Education and Skills. Every child matters: 2003をもとに作成 
 
この緑書に関しては、青少年向けの解説書も作られ、彼らの意見も広く聴取するなど、「世

代を超えた人びとによる豊かで最高に意義深い議論36」が交わされた。議論の結果を受けて、

2004年 3月に中間報告的な文書『どの子どもも大切：次のステップ（Every Child Matters: 
Next Steps）』が公表され、2004年 12月に出版された『どの子どもも大切：子どものため
の変革（Every Child Matters: Change for Children）』では、地方（local）レベルにおけ
る青少年向けサービスの改革について、具体的な施策が打ち出された。それは、上で述べ

た 5 つの根本的な成果を収めるために、青少年の育成や支援に関わるあらゆる機関・団体
が地域内で協力することを義務付け、「子どもトラスト」と呼ばれる仕組みをつくり、質の

高い統合的なサービスを提供するというものであり、その概念図が図Ⅱ-1-1 のように示さ
れた。詳細は別項「（8）子どもトラスト」で説明する。 
 

                                                   
36 Department of Education and Skills. (2004). Every child matters: Next steps. London. p.3. 
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図Ⅱ-1-1：子どもトラストの活動概念図37 

 

（7） 2004年児童法 

背 景 

ヴィクトリア・クリンビーの事件を受けて緑書『どの子どもも大切』が作成され、緑書

やその後の議論により打ち出された政策に、法的な基盤を与えたのが「2004 年児童法
（Children Act 2004）」である。これは 1989年児童法を改訂してそれに置き換えられるも
のではなく、一部 1989年児童法の条文改訂も含まれるものの、「補填と強化を目的とした38」

追加的な立法措置であった39。それぞれの法律の性格を見たとき、1989 年法が子どもの保
護の考え方や行政サービスの内容について定めた「実体法あるいは作用法」、2004年法はそ
の担い手について定めた「組織法」という関係にある40。 
 
内容と特徴 

2004年児童法によって規定された主な施策は次のとおりである。これらの施策は、図Ⅱ
-1-2のようなスケジュールで実行に移されることが示された。 
 子どもコミッショナーの任命 
 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の設置を地方当局に義務化 
 上記協力体制を支援するための基金の設置を許可 

                                                   
37 Department for Education and Skills. (2004). Every child matters: Change for children. London: 
Author, p. 6. 
38 神陽子「英国が展開する総合的な子ども政策」『英国における青少年をめぐる諸問題―平成 19年度国際
政策セミナー報告書―』国立国会図書館調査及び立法考査局、2008年、p.41-45. 
39 すなわち、1989年児童法の大部分は 2004年児童法制定後も有効である。 
40 秋元美世（東洋大学社会学部教授）インタビュー（2008年 12月 25日）より。 

青少年対象の 

収めるべき成果 

両親 
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 青少年の基本情報を保管するデータベース構築に関する立法措置の許可 
 地方児童安全保護理事会（Local Safeguarding Children Board）の設置を地方当局に
義務化 

 従来の諸計画を改め、一括した「青少年計画（Children and Young People’s Plan：
CYPP）」策定を地方当局に義務化 

 最低限、教育と子ども向け社会サービスを、必要に応じて他の分野も担当する、子ども

局長と主任を配置することを地方当局に義務化 
 すべての子ども向けサービスを統合的に監査（inspect）する枠組みの構築 
 私的里親制度の改善（モニタリングの強化等）と最低限の報酬の支払いの許可 
 保護を受けている子どもの教育達成度を高めるために、地方当局が必要な措置を取るこ

とを義務化 
 

法的義務の効力発生のタイムライン 

2005年 2006年 2007年 2008年 
    

    

    

    

    

    

    

    

図Ⅱ-1-2：2004年児童法に伴う各施策の実施スケジュール41 

                                                   
41 Department for Education and Skills. (2004). Every child matters: Change for children. London: 
Author, E2. 

協力義務開始 
（2005年 4月 1日） 

子ども局長の手引き発行 
（2005年 4月 1日） 

全地方当局が青少年計画を策定 
（2006年 4月 1日） 

青少年計画の手引き 
発行（2005年 4月） 

統合的監査枠組み 
発行（2005年 5月） 

子どもの安全確保義務 
開始（2005年 10月 1日） 

全地方当局が子ども 
トラスト設置（2008年） 

大半の地方当局が子ども 
トラスト設置（2006年） 

大半の地方当局が子ども

局長を配置（2006年） 
全地方当局が子ども局長

を配置（2008年） 

統合的監査開始（2005年 9月 1日） 

全地方法局が地方児童保護 
理事会を設置（2006年 4月） 

地方当局が私的里親制度

に関する措置を開始 
（2005年 7月 1日） 

保護を受けている子どもの 
教育達成度促進義務開始 
（2005年 6月 1日） 

子ども局主任の手引き発行 
（2005年 4月 1日） 

大半の地方当局が子ども 
局主任を配置（2006年） 

全地方当局が子ども局 
主任を配置（2008年） 
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（8） 子どもトラスト 

背 景 

ヴィクトリア・クリンビー事件に関する調査委員会（ラミング卿委員長）が指摘した、

異なる関係機関の間の協力体制のなさや責任の所在の不明瞭さ、業務の重複による非効率

性といった弊害を取り除くために構築された制度が「子どもトラスト（Children’s Trust）」
である。子どもトラストの設置は、子どもに対するサービスを提供する各機関が協力する

ことを義務付けた 2004年児童法第 10条に基づく（次ページ条文抄訳参照）。 
 
内容と特徴 

2004年児童法では、子ども向けの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、具体的には次の 5つの分野に関係するものである。 
① 肉体的・精神的健康、及び情緒的な幸福 
② 危害及び育児放棄からの保護 
③ 教育、訓練及びレクリエーション 
④ 子どもたちの社会的な貢献 
⑤ 社会的・経済的な幸福 

 
同法では、上記「協力を推進するための体制」すなわち子どもトラストに含まれる「適

切なパートナー」に、次のような組織が含まれると定められている。 
① ディストリクト・カウンシル（District Council） 
② 警察 
③ 保護観察理事会 
④ 青少年犯罪防止チーム 
⑤ 戦略的保健当局（Strategic Health Authority42）、プライマリ・ケア・トラスト43 
⑥ 2000年学習技能法第 114条に定められたサービス44の提供者 
⑦ 学習技能評議会 

                                                   
42 国民保健サービス（National Health Service：NHS）を地方レベルで運営する機関。保健省とNHSと
連携して、地域の保健サービス戦略の策定やサービスの質の確保に努めている。 
43 Primary Care Trust (PTC)。 プライマリ・ケアとは、人びとが最初に診察を受ける医療サービスのこ
と。内科医・外科医・歯科医・眼科医などが含まれるこれらの診療機関はすべて、全国に 300あるプライ
マリ・ケア・トラストによって管理されている。 
44 13～19歳に対して教育や職業訓練に参加することを促進する資金的な援助や指導・調整などによる支援。
具体的にはコネクション・サービスなどがこれに当たる。 
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2004年児童法 

第 10条：福祉向上のための連携 
（1） イングランドの各子どもサービス当局は、以下の機関との連携を促進するための措置を講

じなければならない。 
（a） 当局 
（b） 当局と関連する各パートナー、及び 
（c） 当局の管轄区域において現に子どもに関する活動を行っている個人や様々な団体で、

当局が適当であると認めた個人や団体 
（2） この措置は、当局の管轄区域の子どもの福祉の向上という観点から以下の事項に関して策

定されなければならない。 
（a） 身体的・精神的健康と情緒的健全 
（b） 危害や放置からの保護 
（c） 教育、職業訓練やレクリエーション 
（d） 社会に対する子どもの貢献 
（e） 社会的・経済的幸福 

（3） 本条の規定によって措置を行う場合は、イングランド子どもサービス当局は、子どもの幸
福を向上する上で、親及びその他の子どもの後見人が重要であることについて考慮しなけ

ればならない。 
（4） 本条において、以下のものは、イングランドにおける子どもサービス当局の関連するパー

トナーとする。 
（a） 当局がその地域の州カウンシルであり、かつディストリクト・カウンシルの存在する

場合は、ディストリクト・カウンシル 
（b） 子どもサービス当局の管轄区域内にある警察当局と警察署長 
（c） 子どもサービス当局の管轄区域内にある地方保護観察理事会 
（d） 子どもサービス当局の管轄区域内にある青少年犯罪防止チーム 
（e） 子どもサービス当局の管轄区域内にある戦略的保健局とプライマリ・ケア・トラスト 
（f） 子どもサービス当局の管轄区域内において、2000年学習技能法第 114条の規定する

サービスを提供しているもの 
（g） イングランド学習技能評議会 

（5） イングランドの子どもサービス当局の関連パートナーは、この項目の規定による措置を策
定するに当たり、当局と連携しなければならない。 

（6） イングランドの子どもサービス当局および関連パートナーは、この項目の規定による措置
により、以下のことを行うことができる。 
（a） スタッフ、商品、サービス、施設その他の資源を提供すること。 
（b） 基金を設立し、維持すること。 

（7）  第 6項における、「基金」とは以下の基金をいう。 
（a） 当局と関連パートナーまたは関係パートナーの出資により構成されている基金、及

び、 
（b） 当局、または関連パートナーやパートナーの職務をするに当たり生じた費用に対して

支払うことができる基金。 
（8） イングランドの子どもサービス当局と関連パートナーは、この項目の規定に基づく業務を

実施するに際し、当該目的のために国務大臣から示達されたガイダンスを尊重しなければ

ならない。 
（9） 本条の規定による措置には、次の事項に関する措置を含めることができる。 

（a） 18歳及び、19歳の者 
（b） 「1989年児童法」第 23C条から第 24D条の規定により、サービスを受けている 19

歳以上の者 
（c） 「2000年学習技能法」第 13条に規定する学習障害を有し、同法によるサービスを受

けている 19歳以上 25歳未満の者 
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子どもトラストは、地域の現状に応じて様々に運営されているが、通常は子どもトラス

ト理事会を設けて、上記のような団体の代表者が参加し、青少年を対象とした施策につい

て協議し、地域の青少年計画を策定している。ただし、この仕組みは発展段階にあり、理

事会に法的な地位を与え、計画の執行と基金の運営を任せることが検討されるなど、今後

さらに強化する方向で変更が加えられる見込みである45。具体的な事例は、「1.1.4 青少年育
成施策を推進する機関の実施部門」で述べる。 
 
（9） 子どもと学習者のための 5ヵ年戦略 

背 景 

2004年 7月に教育技能省が『子どもと学習者のための 5ヵ年戦略（Five Year Strategy for 
Children and Learners）』を発表した。これは 2005年 5月の総選挙（結果としてブレア政
権が 3 期目を迎えることになった）に向けて、労働党の教育関連の公約をまとめたもので
あるとの見方もある46。 
 
内容と特徴 

5 ヵ年戦略は、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
等教育というカテゴリーで、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。中でも、他の年齢層のカテゴリーにそれぞれ 1 章ずつを割いているのに対し、中
等教育に関する章が 2章、それに 14～19歳の若者向けの教育や訓練の章もあわせると、全
部で 3 つの章を割いており、この年代の若者への教育・訓練が、第 2 期のブレア政権に引
き続き、重要なターゲットであることを示している。また、全体を通じて次の 5 つの原則
に基づき、子ども向けのサービス、教育、職業訓練に関する改革がなされると述べている。 
 子どもや親、学習者の希望やニーズを中心に据えた、個人化と選択の拡大 
 従来と異なる新しい提供者や提供方法によるサービスへの門戸開放 
 現場にいる校長や局長、マネージャーに対し、簡明な説明責任と合理的な財政措置の確

保とを組み合わせた自由と独立性の拡大 
 高品質の支援と訓練を提供し、アセスメント、ケア、教育の改善に向けた人材育成への

大幅な関与 
 青少年や大人たちが、人生における様々なチャンスを最大限に生かすことができるよう、

親、雇用主、ボランティア、ボランティア団体とのパートナーシップの強化 
 
それぞれの年代別カテゴリーに対して提供するサービスは表Ⅱ-1-3に示すとおりである。 

 
                                                   
45 英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）における各機関でのインタビューによる。 
46 吉田多美子前掲書。ただし、労働党が発表したものではないので、公式な位置づけはあくまでも政府の
計画である。労働党は 2004年 4月にマニフェストを発表しており、その内容が「5ヵ年戦略」とほぼ同様
である。 
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表Ⅱ-1-3：子どもと学習者のための 5ヵ年戦略 
教育の 
種別・段階 計画されている施策 

就学前教育 

 子どもセンター一箇所で、保育、教育、保健、雇用、育児に関し親を支援 

 親が希望する場合 0～2歳児ともっと家にいられるようにする支援 

 3～4 歳児に対し、融通性の高い週 12.5 時間の保育・幼児教育47の提供 

 朝食提供や放課後クラブ等、終日保育を実施し多忙な親を支援 

初等教育 

 読み書き計算能力向上のため質の高い教職員による各児童に適した教育 

 幅の広いカリキュラムと、外国語、音楽、体育の選択科目設置 

 学校と保護者の関係強化により、学校の情報提供改善と家庭学習の促進 

 小学校ネットワークの強化による切磋琢磨の促進と、劣悪な学校の淘汰 

中等教育 

 高品質で選択肢の広い教育を提供するため、独立専化学校48の普及 
1. 2006年より生徒数に連動した 3 ヵ年予算の保障 
2. カリキュラムの独自性による一般専化学校と優良専化学校の創設 
3. 不動産所有、資産管理、職員雇用、管理体制改善等の自由を保障 
4. 成功し人気のある学校に発展の可能性を保証 
5. 学校との関係を改め、監査による負担の低減 
6. 2010年までに 200のアカデミー49設置とさらなる学校の増設 
7. 今後 10～15年間で新基準に適応した施設に改築あるいは新築 
8. 学校間の協働を可能にする「基金パートナーシップ50」制度の創設 

 個々の生徒の知識を把握し潜在能力を発揮させられる卓越した教育 
 選択科目、課外活動、運動、地域活動を含む広範で豊かなカリキュラム 
 優良な修練、困難に対処する智恵、敬意・権威等伝統的価値観の普及 
 学習支援と反社会的行動の削減を通じ、規則正しい登校文化の確立 
 保護者と緊密に協力した、コミュニティの中心となる学校づくり 

14～19歳への 

教育・訓練 

 さらに広範な学習内容・場所の選択肢の提供と質の確保 

 新しいシックス・フォーム学校／カレッジの創設 

 学究的・職業的分野の双方に優秀な生徒への難関コースの創設 

 14 歳からの若年徒弟制度の設置 

 学校と雇用主の関係強化を通じ、職業教育を実社会と直結したものにする 

 公的保護から離れる若者に対する特別な支援 

 学校以外の活動や行き場所について正しく判断するための助言や指導 

                                                   
47 「戦略」では、教育 educationと保育 childcareを組み合わせた“educare”という造語で表現されている。 
48 原語では“independent specialist school” 
49 独立性の高い運営形態をもった公設民営の学校を言う。 
50 “Foundation Partnerships” 複数の独立専化学校が、地方当局より寄託される基金を共同管理し、当局
からの高度な独立性を持ち、必要に応じ合同で質の高い教育活動を提供するという制度。 
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成人教育 

 良い職業に必要な技能を取得するための質の高い成人教育コースの提供 

 基礎技能コースの無償化、成人のレベル 251獲得のための成人学習基金 

 職業訓練にビジネスの方法や社会のニーズを知る雇用主の意見を反映 

 質の高い継続教育 

高等教育 

 高等教育を受ける潜在能力のある者すべてに大学への進学を保障 

 学生への奨学金の提供、前払い金の廃止52、公正な学費返納制度の構築 

 質の高い授業、一層柔軟性の高い学習機会の保障 

 雇用主を交え、仕事に役立つ職業科目の基礎学位53の改良 

 最先端技術を持った国家であり続けるための世界的なレベルの研究 

 雇用主と高等教育が協力し発明と技術向上の促進 
出典：Department for Education and Skills. Five Year Strategy for Children and Learners, 2004.の
Executive Summary（pp.6-10）をもとに作成 
 
（10） 「若者は大切」 

背 景 

『子どもと学習者のための 5ヵ年戦略』には、「若者に関する緑書」が 2004年の秋に発
表される予定であると記された。それは、今後の若者に対する施策として、学習の場を含

めた選択肢の幅を広げるだけでなく、地域の中で一層多くのなすべきこと、行くべき場所

を提供したいとした上で、そのためには、さらに統合されたサービス提供の仕組みが必要

であるとの認識に基づくものであった。「5ヵ年戦略」は次のように述べている。 

我々は子どもトラストを使い、公的なセクターやボランティア・セクターで実

際に若者と働いている人びとをひとつにまとめ、10 代の若者たちのためのこう
した施策を発展させていく。若者たちのための支援は現在、異なる枠組みの中

で、価値はあるものの重複した目的を掲げ、多すぎる別々の資金の流れの下で、

あまりにもばらばらに行われている。重要なことは、コネクションズによって

導入された、分野を超えて協力して働くという原則と成功体験の上にさらに築

き上げて、一層強力な施策をすべての場所で実現するということである。 

この壮大な目標の達成のためには、慎重な熟慮と協議が必要である。我々は政

府を上げて、内務省、保健省、文化・メディア・スポーツ省、社会的排除対策

室、首相府戦略室と協力し、今秋には若者に関する緑書を発行し、すべての関

係者、特に若者とその親たちを交え、我々の考えをさらに推進していくつもり

                                                   
51 一般中等教育修了資格（GSCE）の 5科目でよい成績を取得したものと同等 
52 全日制の学部生は卒業後、年間 15,000ポンドの収入を得るようになるまでは、学費を納める必要はな
く、その後分割払いで支払うことになる。 
53 Foundation Degree 高等教育で学士号より下だが Certificate of Higher Educationより上の資格。入
門レベルからレベル 8（博士号）まである中で、レベル 5に相当する 
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である54。 

一方、政府の青少年施策に対して批判的な学者の中には、このような緑書をつくること

になった背景には、政権与党内に次の 4点に関する懸念や関心があったという意見もある。
すなわち、①コネクションズの失敗、②若者向け国営事業の質についての認識を巡る問題、

③子どもトラストを中核に据えた青少年政策の発展、④公的サービス改革の推進とその担

い手の改善である55。コネクションズ・サービスを巡っては賛否両論あるものの、国からコ

ネクションズ・パートナーズへの直接委託によるサービス提供の仕組みは、費用がかかり

すぎるという指摘があったことは事実である56。また他方では、「5 ヵ年戦略」に述べられ
ているとおり、子どもトラストの枠組みに統合することで、効率性が上がるとともに、一

層幅広い年齢層の青少年に、適切な支援を提供できるという積極的な評価があることも確

かである57。 
以上のような背景により、2005年 7月、当初予定の 2004年 11月から半年以上遅れて、
緑書『若者は大切』が発行された。様々な立場の意見調整に手間取ったことが大幅な遅延

の主な理由であるが58、その間に関係者は大分混乱したようである59。 
 
内容と特徴 

「『若者は大切』は 10 代の若者たちのための『どの子どもも大切』である」という指摘
もあるが60、子ども省の運営するウェブサイトを見ると、「どの子どもも大切」が大きな枠

組みとして存在し、その中に「若者は大切」が位置づけられている。さらに緑書の中には、

「我々のねらいは、『どの子どもも大切』による 5 つの成果指標をあらゆる 10 代の若者が
できるだけ達成できるよう、若者たちのニーズを中心とする総合的サービスを提供するこ

                                                   
54 Department for Education and Skills. (2004). Five years strategy on children and learners. p.74. 
55 Smith, M.K. (2005). Background to the Green Paper for Youth 2005. The encyclopedia of informal 
education. Retrieved December 19, 2008, from http://www.infed.org/youthwork/green_paper_2005 
_background.htm. 
56 Donovan, T. & Lepper, J. (2008, March 26). Special report: Advice Services – Connexions: what 
next? Children & Young People Now. Retrieved December 19, 2008, from http://www.cypnow.co.uk 
によれば、「サービスの運営経費は莫大であった。2005年 5月の政府による調査では、コネクションズは
全国で 15,000人の職員を雇用し、年間 5億 3300万ポンドの経費がかかっていることが明らかになった。
こうした高額な出費に、学校や青年局は憤りを感じていた。多くのコネクションズが緑書『若者は大切』

で事業に終止符が打たれてしまうことを恐れていたが、政府は中央政府から地方当局に権限を委譲し、2008
年 4月までに移行が完了するよう求めることを決定した。」との記述がある。 
57 例えば、宮本みち子（放送大学教養学部教授）は、「これだけ大規模な変革を実現するためには、試行錯
誤を繰り返すのが当然であり、うまく行っていないと否定するのは軽率である」と述べている（2008年
12月 18日、インタビューより）。 
58 Smith, M.K. 前掲書 
59 Lloyd, T. (2005, March 23). Youth green paper: Services voice concerns over delays in youth green 
paper. Children & Young People Now. Retrieved December 19, 2008, from http://www.cypnow.co.uk 
によれば、「若者に関する緑書発行の度重なる延期により、専門家の間に教育技能省が若者向けのサービス

を上手く運営できないのではないかという危惧が生じている」と、全国的な青少年団体の連合組織である

全国青少年機構（National Youth Agency）理事長の話として伝えている。 
60 Teachernet. (n.d.). Youth Matters. Retrieved December 19, 2008, from http://www.teachernet.gov.uk/ 
educationoverview/briefing/strategyarchive/youthgreenpaper/ 
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とにある61」という記述が見られる。以上のことから、「若者は大切」は、「どの子どもも大

切」の枠組みの中で、若者がその成果指標を達成するのを支援する、より具体的な施策と

位置づけることができる。緑書の掲げる 4 つのねらいと、改革アプローチに係る 6 つの基
本原則は表Ⅱ-1-4のとおりである。 
 

表Ⅱ-1-4：「若者は大切」のねらいと基本原則 

緑書の掲げる提案のねらい 

いかにして、より多くの若者たちを建設的な活動に参加させ、各種サービスを若者自身が

形成できるように、エンパワーメントしていくか。 
いかにして、より多くの若者にボランティアを奨励し、地域社会に参加させていくか。 
いかにして、若者たちにより良い情報、助言、指導を与え、そうした情報に基づいて人生

の選択をする若者を支援していくか。 
深刻な問題や、トラブルに巻き込まれた若者に、いかにして、より良質かつしっかりとし

た個人的支援を与えていくか。 
改革アプローチの基本原則 

若者たちとその親たちの要望にできるだけ応えられるサービスを提供する。 
機会及び支援の拡充と若者たちの責任の増大の間で均衡を図る。 
より総合的、効率的、効果的なサービスを若者たちに提供する。 
順調なものとそうでない者との格差を縮小しながら、すべての若者のための各種成果を向

上させる。 
選択肢を増やし、最良の成果を挙げるために、ボランティア、地域社会、民間から広範な

団体を参加させる。 
現在提供されている最良のものを基盤とする。 
出典：Department for Education and Skills. Youth Matters. 2005. Executive Summary (pp.5-10).を基に
作成。 
 
上の表の中に「若者は大切」という施策の特徴が表現されている。第一に「若者たちの

エンパワーメント」である。これは、サービスを受ける若者自身が提供されるサービスの

決定プロセスに参加できるようにするということであり、若者たちが「行うべきことと行

くべき場所」を自ら選択する機会と手段を手渡すことにより、そうしたねらいを実現しよ

うとしている。具体的には、「機会づくりカード」と名づけられた電子マネーのようなカー

ドを提供し、親や行政、あるいは自分自身がチャージした費用を使って、個々の興味や関

心に応じた「建設的な活動」に参加することを推奨する。建設的な活動には、スポーツや

文化活動、ボランティア活動などが含まれる。また、そうした若者自身による活動を資金

面から支援するために「機会づくり基金」を創設することも謳っている。 

                                                   
61 Department for Education and Skills. (2005) Youth Matters. London: The Stationery Office. p.5. 
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第二に、「ボランティア活動や地域社会への参加の推奨」である。上述の「建設的な活動」

とも密接に関係するが、ここでの視点は、若者をサービスの受益者としてではなく、社会

に貢献する市民に育てるというねらいである。 
第三には、「情報提供、助言、指導（Information, advice and guidance：IAG）」の充実
である。各年齢層にふさわしい優れた情報や助言、指導を与えることの必要性が強調され、

情報通信技術（ICT）の活用、中等教育学校や大学の責任の強化も謳われているが、中でも
「IAG の委託とそれに伴う資金調達の責任を、コネクションズ・サービスから、子どもト
ラスト、学校、大学を通じてサービス提供を行う地方当局へ移行する62」ことが述べられて

いる。 
第四は「重大な困難を抱える若者に対する支援の充実」である。子どもトラストの枠組

みを活用し、また若者にとって一元化された窓口となる「主任専門家（lead professional）」
の任命により、一層の統合されたサービスを提供することを目指している。これまで若者

やその家族は、不登校、家庭での虐待、特別な教育ニーズなどに対応するために、それぞ

れ異なる専門家と連絡を取り合わなければならず、その結果、業務の重複が起こる可能性

があった。こうした問題を解決するため、学校の教職員、パーソナル・アドバイザー、ソ

ーシャルワーカーなど、もっとも頻繁に若者と接触する人を主任専門家として選任し、サ

ービスの調整を行うこととした。また、並行して、反社会的な問題行動をとる若者には「支

援と試練」を組み合わせて与えることで、責任ある行動をとるよう強く求めていることも

『若者は大切』の特徴である。 
 
（11） 2006年児童ケア法 

背 景 

「（3）『確かなスタート』プログラム」で見たとおり、ブレア政権において英国の保育や
幼児教育の制度は大きく発展した。『子どもと学習者のための 5ヵ年戦略』が発表されてか
ら 5ヶ月後の 2004年 12月、英国政府は財務省、教育技能省、雇用年金省、貿易産業省の
4省合同で、『親の選択、子どもの最善のスタート：児童ケア 10年戦略（Choice for Parents, 
the Best Start for Children: A Ten Year Strategy for Childcare）』を発表した。翌年 5月
の総選挙では、児童ケアが重要な論点であった63。 
既に述べたとおり、「児童ケア」は保育・幼児教育を中心としながらも、より広い概念で

る。「10 年戦略」の中にも、「3～14 歳児の学外での児童ケア」に関する記述があり、幼児
に対する施策のみを扱ったものではないことが分かる。「10 年戦略」は、1998 年の「全国
                                                   
62 Youth Matters. p.8 
63 例えば 2005年 4月 20日に行われた「確かなスタート子どもセンター年次総会」において、デイケア・
トラスト協会リサ・ハーカー会長は、「この度の総選挙の選挙戦においては、3つの主要政党すべてが我々
の関心事について何かしらの主張をしています。児童ケアは今や重要な政治課題となり、これからもそう

あり続けることになっています」と述べている。（Harker, L. (2005, April 20). Welcome speech presented 
at Sure Start Children’s Centres Annual Conference. Retrieved December 20, 2008, from 
http://www.daycaretrust.org.uk/mod/fileman/files/Lisa_Harker.pdf） 
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児童ケア戦略」発表以来、525,000ヵ所に及ぶ児童ケア施設が新設されるなど、大きな成果
が挙がっているとした。他方、未だ十分な児童ケアを受けられない家庭が多いなど、重要

な課題が残っていると述べ、次の 4 つの主要な政策目標を掲げて、それぞれに具体的な数
値目標を示した。 
① 選択と柔軟性：親が仕事と家庭生活とのバランスをうまくとることができるよう、多様

な選択肢を用意する。 
② 利用可能性：14 歳までの子どもがいるすべての家庭が、必要な場合には状況に応じて
利用できる、安価で、柔軟性があり、質の高い児童ケア施設を設置する。 

③ 品質：高い能力を持つ児童ケアならびに幼児向けサービスの担い手による、世界的にも

トップクラスとなるような、質の高いサービスを提供する。 
④ 負担可能な費用：個々のニーズにふさわしい柔軟で高品質の児童ケアを、各家庭が負担

できる範囲の費用で提供する。 
 
内容と特徴 

2005年 5月の総選挙に勝利した第 3期ブレア政権は、上記「児童ケア 10年戦略」に対
する関係者や一般からの意見を考慮して法案を作成し、2005 年 12 月に「児童ケア法案」
を国会に提出した。国会での審議を経て 2006年 7月 11日に勅許を受けたのが「2006年児
童ケア法（Childcare Act 2006）」である。この法律は、「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」ものとしては、英国法制史上で初めてとなる画期的な法律であっ

た64。この法律の主な内容は次のとおりである65 

第１～5 条は、地方当局ならびに各地の国民保健サービス（NHS）とジョブセ
ンター・プラスが、パートナーとして協力し、5歳までのすべての子どもの成果
指標を向上し、子どもたちの間の格差を減少させ、幼児向けサービスが統合さ

れて各家庭に最大限行き届き、かつ役に立つようにすることを義務付けており、

「確かなスタート子どもセンター」をすべてのコミュニティに設置することの

根拠となっている。 

第 6条、8～11条及び 13条は、地方当局が地元の児童ケア市場を検査し、仕事
を持つ親のために十分な児童ケアが保障されるよう義務付けている。児童ケア

は一般的にコミュニティのニーズ、とりわけ低所得家庭や障害児を持つ家庭の

ニーズに応えて初めて十分であると言える。（中略）地方当局が児童ケアを直接

提供することを期待するものではなく、地元の民間、ボランティア、非営利セ

                                                   
64 Department for Children, Schools and Families. (2007, February 14). Childcare Act 2006. Retrieved 
December 20, 2008, from http://www.everychildmatters.gov.uk/earlyyears/childcareact/ 
65 Department for Children, Schools and Families. (2006). Summary of Childcare Act. Retrieved 
December 20, 2008, from http://www.everychildmatters.gov.uk/_files/ 
7D318642AFE510D3C215793486082610.docより（一部省略）。 
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クターと協力して、地元のニーズに応えるものとする。 

第 7条は、親が希望する場合には、地方当局が 3～4歳児に無料で最低限の量の
幼児教育と保育を保障する義務を負っていることについて、再度強調している。 

第 12条は、（中略）子どもが 20歳の誕生日を迎えるまで、子どもの権利を満た
すために必要なあらゆる情報を、親や親となる人々が入手できるよう保障する

ことを、情報サービスへのアクセスが困難な親への積極的な働きかけも含めて、

地方当局に義務付けている。 

第 39～48 条では、「幼児基礎ステージ」の導入が謳われているが、これは既存
の「生後 3 歳までが大切66」や「基礎ステージ」、及びデイケアと家庭的保育

（childminding）の国家基準を基礎としてさらに発展させ、ひとつにまとめた
ものである。 

第 31～38 条、49～98 条は、児童ケアと幼児教育の枠組みを改革、簡素化し、
官僚主義の弊害を減らし、質と水準の向上に集中することを謳っている。5歳児
までを対象としたすべての児童ケアの担い手は、「幼児サービス」登録に登録し、

「幼児基礎ステージ」教育を実施することが義務付けられた（例外あり）。学齢

期の児童のための児童ケア施設は、教育水準局の合理化された児童ケア登録基

準に基づき審査される。これらの基準に従うことは、8歳未満の子どもを対象と
するすべてのケア施設にとって必須である。（後略） 

第 99～101 条では、地方当局が幼児に関する情報を収集し、その情報を資金調
達及び法に定められた義務を果たすために使用することが認められている。 

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67。 
 
（12） 子ども計画 

背 景 

2007年 6月 27日、10年間にわたり首相を務めたトニー・ブレアに替わり、ゴードン・
ブラウンが首相の座に着き、翌 28日の組閣では、教育分野を担当する省として教育技能省
に替えて、「子ども・学校・家庭省」と「イノベーション・大学・技能省」の 2省を新設し
た。その後、子ども・学校・家庭は、親や専門家、青少年からの意見聴取を行い、次のよ

                                                   
66 幼児教育・保育のためのガイドラインとして 2002年 11月に公表された Birth to three matters: A 
framework to support children in their earliest yearsのこと。 
67 岩間前掲書、p.31 
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うな要望があることが明らかになった。 
 仕事と家庭生活のバランスなど新しいプレッシャーにどう対処するか、インターネット

や近代的な商業世界とどう向き合うか、子どもたちを安全に遊ばせるにはどうしたらよ

いかなどについて、親はさらなる支援を求めている。 
 すべての子どもたちが世界トップクラスの教育を受けられるよう保障するためには、な

すべきことまだが多い。 
 いまだ、あまりにも多くの子どもたちが貧困や不利な立場の影響で、十分な教育が受け

られずにいる。 
これらの意見に基づき、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、同計画は 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。 
 
内容と特徴 

「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68」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を定めた。計画作成にあたっての掲げ
られた 5原則は次のとおりである。 
 政府が子どもを育てるのではなく、親が育てるのである。よって、政府は親や家族を後

ろから支える事業を一層行う必要がある。 
 すべての子どもが潜在的には成功する力を持っており、成功をつかむために能力を最大

限発揮すべきである。 
 青少年は少年期を楽しむ必要があると同時に、成人としての生活に備えるため、成長す

る必要がある。 
 サービスは、青少年および家族の手により組み立てられ、彼らの希望に沿ったものであ

る必要があり、専門家の担当分野の境界線に沿って設計されてはならない。 
 失敗を防ぐ方が、危機に陥った後に対応するよりも、必ず良い結果が得られる。 

 
これらの原則にのっとり、子ども計画は次の 7 つの項目に関する将来計画を明らかにし
た。 
 安全と健全：青少年に危害が加えられるのを防ぎ、安全な生活を保障するために、必要

な枠組みと制度をつくる。 
 卓越と公正：発達段階に応じた一人ひとりのニーズにふさわしい教育を行うためにカリ

キュラムを改革し、幼児教育の普及を図るとともに、リスクの高い小学生に対する集中

的な支援を行い、世界トップクラスの学習成果と不利な立場に置かれた子どもの格差是

                                                   
68 Department for Children, Schools and Families. (2007). The Children’s Plan: Building brighter 
futures. London. p.3. 
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正を両立させる。 
 リーダーシップと協力：教育の担い手、特に幼児教育・保育に関わる人びとの養成に力

を入れるとともに、学校長の訓練を行い様々な教育機関の幅広い選択と協力を可能にし、

問題行動を起こす青少年にも適切な教育が行えるようにする。 
 継続：2015年までに 18歳までのすべての青少年が教育か職業訓練に参加し、潜在能力
を発揮できるようにする。 

 正しい道：青少年が前向きな活動や経験に参加できるよう青少年施設や青少年活動の充

実に努めるとともに、青少年の犯罪や非行を防止する。 
 

2020年までの具体的な達成目標は表Ⅱ-1-5に示すとおりである。 
 

表Ⅱ-1-5：「子ども計画」に掲げられた主な目標 

2020年までの達成目標 

青少年、特に人生の鍵となる移行期の若者の福祉を増進する。 
すべての子どもが、学校で成功する準備ができており、少なくとも 90％の子どもが、5 歳
までに幼児基礎ステージの枠組みにあるすべての分野で、十分な発達を収める。 
すべての子どもが、中等教育学校に進学する準備ができており、少なくとも 90％の子ども
が、11歳までに英語と算数で期待されるレベル以上に達する。 
すべての若者が、大人として生きるために必要な技能を持ち、さらなる学習を続けること

ができ、少なくとも 90％の若者が、19歳までに中等教育修了一般資格（GCSE）の 5つの
教科で好成績を収めるかそれと同等の資格を獲得し、少なくとも 70％の若者が、A レベル
か同等の資格を獲得する。 
親たちが、彼らの受け取る情報や支援に満足する。 
すべての若者が、前向きな活動に参加し、個人的・社会的な能力を高め、福祉を増進する

とともにリスクを生み出す行動を削減する。 
若者が仕事をする準備が整っていることに、雇用主が満足する。 
子どもの健康が改善し、肥満や体重超過の子どもの割合が 2000年レベルに減少する。 
子どもの貧困が、2010年までに半減し、2020年までに撲滅される。 
有罪判決、懲戒あるいは、記録に残る犯罪についての最後通告を、初めて受ける若者が、「青

少年犯罪対策行動計画」に定められる目標にしたがって、2020年までに飛躍的に減少する。 
出典：Department for Children, Schools and Families. The Children’s Plan: Building brighter futures. 
2007. p.10を基に作成。 
 
（13） 2008年教育技能法 

背 景 

2000年 7月に成立した「2000年学習技能法（Learning and Skills Act 2000）」により、
コネクションズ・サービスと全国 47ヵ所の学習技能評議会（learning and skills council）
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の設置が法制化された。この「2008年教育技能法（Education and Skills Act 2008）」は、
その後打ち出された政府の教育・職業訓練政策に法的な根拠を与えるもので、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、上

記「2000年学習技能法」で定められた内容の一部を改訂して、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するものである。こ

うした法整備の背景にある政策は、政府が発行した 2つの緑書『さらなる向上を目指して：
16歳以降も教育や職業訓練に留まろう（Raising Expectations: staying in education and 
training post-16）』（2007年 3月）と『世界トップクラスの技能：英国の技能に関するリー
チによる見直しの実践（World Class Skills: Implementing the Leitch Review of Skills in 
England）』（2007年 7月）に見ることができる。前者は、教育か職業訓練に留まる義務の
ある年齢を、18歳の誕生日を迎えるまでに引き上げることを提案するもの（以前は 16歳）
で、後者は、若者と大人の技能レベルを 2020年までに世界トップクラスに向上させようと
いう、政府の方針を述べたものである。法案は、2007 年 11 月に子ども・学校・家庭省と
イノベーション・大学・技能省が合同で提出した。 
 
内容と特徴 

法案提出から 1年間の議論を経て、2008年 11月 26日に「2008年教育技能法」が成立
した。同法は、30 年ぶりに英国政府が義務教育の終了する年齢を引き上げた法案として、
画期的であると言われている69。同法は次の 5部から構成されており、各部に関する内容と
特徴を続けて述べる。 

第 1部 教育または職業訓練に参加する義務：イングランド 
第 2部 教育または職業訓練への参加のための支援：イングランドの学習困難を抱

える若年層の成人及び未成年の若者 
第 3部 成人の技能 
第 4部 イングランドにおける独立教育機関に関する規定と監査 
第 5部 雑則 

 
1） 教育または職業訓練に参加する義務 

若者たちは 18歳の誕生日を迎えるまで、次のいずれかの教育または職業訓練に参加する
ことを義務付けられる。 
 学校、継続教育カレッジ、在宅教育など、全日制の教育あるいは職業訓練。 
 伝統的な契約による徒弟制度（apprenticeship）を含む職業実習など、仕事ベースの学
習。 

 週 20時間以上、雇用され、あるいは独立して働いているか、ボランティア活動をして

                                                   
69 Department for Children, Schools and Families. (2008). Education and Skills Act 2008. Retrieved 
December 20, 2008, from http://www.dcsf.gov.uk/educationandskills/ 
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いる場合には、パートタイムの教育あるいは職業訓練も可とする。 
 
このような 18歳までの教育・訓練の義務化に伴い、地方教育当局には教育や職業訓練を
提供する義務、雇用主にはそれを促進する義務が課されるとともに、それらに参加してい

ない若者を特定し支援を与えるために、公的機関の間の情報共有や、地方当局による親へ

の命令などが可能となる。 
 

2） 教育または職業訓練への参加のための支援 

 11～16歳までの若者に対し学校で行われるキャリア教育を強化するために、情報提供、
助言、指導を公平で、かつあらゆる的確な選択肢を与えるようなものとする。 

 コネクションズ・サービスを提供する責任を地方当局に移管し、他の行政サービスとの

連携をしやすくするとともに、若者がどのような学習をするかを選択するのに必要な支

援を提供して、発達を妨げている生活上の障害を払拭する。 
 地方当局は学習困難に関するニーズ・アセスメント実施の権限を強化され、義務教育の

最終年次に行うとともに、有益と判断される場合には若者が 25歳になるまで継続する。 
 

3） 成人への学習機会の提供 

 地方学習技能評議会は、成人が初めてレベル 2の資格70を取得しようとしている場合に

は、基礎技能の教育・訓練を授業料免除で提供する義務を負う。 
 地方学習技能評議会は、19～25歳の若者が始めてレベル 3の資格を取得しようとして
いる場合には、授業料を免除することが義務付けられる。 

 
以上、1989年児童法成立から、2008年教育技能法成立まで、英国政府が青少年を対象と
して取り組んできた主な施策を、時系列で記載してきた。現在も、様々な施策が次々と打

ち出されており、英国はこの分野で大きな変革期を迎えていると言える71。 
 

                                                   
70 英国の教育訓練の資格に関する枠組み（National Qualification Framework）で、レベル 2は中等教育
学校終了レベルに相当、レベル 3は大学入学資格取得レベルに相当する。 
71 前述の、宮本みち子（放送大学教養学部教授）とのインタビュー（2008年 12月 18日）などより。 


