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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、英国政府は子ども・学校・家庭省（Department for Children, Schools 
and Families：以下「子ども省」とする）を新設することを発表した。これは、10年間に
わたって政権を担ったトニー・ブレアの辞任に伴い、労働党党首となったゴードン・ブラ

ウンが、前日の首相就任に引き続き行った組閣によって実現したもので、ブラウン新首相

は同日の首相声明の中で「青少年に関する政策の主要な部分を初めて一括して取り扱う72」

省であると述べている。同時に、前教育技能省より高等教育及び継続教育等に関する機能

と通商産業省から科学技術と技術革新（イノベーション）に関する機能を引き継いだ「イ

ノベーション・大学・技能省」、そして通商産業省から上記以外の機能を引き継いだ「ビジ

ネス・企業・規制改革省」の 2省も新設された（図Ⅱ-1-3参照）。 
 

 

図Ⅱ-1-3：2007年省庁再編のイメージ 

 
ただし、これを単に行政組織の機能上の改編であると考えるのは十分でなく、少なくと

も子ども省の創設に関して言えば、従来は「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」というサービスあるいは事業の対象者に着目し

て編成されているという点で、一種の「パラダイム転換」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、効率良くかつ効果的に提供する

ことは、「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」
で見たとおり、ブレア政権が当初から一貫して目指した手法であったが、それを「子ども

                                                   
72 Brown, G. (2007, June 28). Machinery of Government – Departmental Organisation. Written 
Ministerial Statements, Column 36WS. Retrieved December 20, 2008, from http://www.publications. 
parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm070628/wmstext/70628m0001.htm 
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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」においてである。すなわち、全国的に大きな衝撃をもたらしたヴィクトリア・

クリンビー事件が、こうしたパラダイム転換のきっかけとなったのであり、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と

いう73。子ども省創設の布石は、2003 年 9 月の緑書『どの子どもも大切』にも見ることが
できる。すなわち、教育技能省の中に子ども・若者・家庭大臣（Minister for Children, Young 
People and Families74）が置かれる予定であることが記載された（設置は 2003年 6月）。 
ブレアから政権を引き継いだブラウン首相が、子ども省の創設にどれ程のイニシアチブ

を発揮したかを示す資料は乏しいが、通常英国で省庁再編が行われる場合、特に大臣や事

務次官の人事異動に影響する場合には、ほぼ官邸の内部で決定がなされ、外部へ伝えられ

ることは少ないという（当の大臣候補でさえ直前まで知らされないこともある75）。したが

って、ブラウン首相の意思が強く働いている可能性も高いのではないだろうか。また、ブ

レア政権の教育政策がサッチャーの保守党政権から続いた教育の市場化の流れを組んでい

るとした上で、ブラウン新政権には、教育格差解消など社会的な公正さの問題を、より重

要な政治課題として取り組む兆しがあるとの見方もある76。こうした意味から、前項で概観

した英国の青少年施策の多くは、ブレア政権下で打ち出されたものであるが、ブラウン政

権へと引き継がれたことをきっかけとして、子ども省が設置され、さらに新たな展開が生

まれてくる可能性もあると言える。 

                                                   
73 宮本みち子、前出のインタビューより。 
74 閣外相であり、内閣の一員である教育技能大臣（Secretary of State for Education and Skills）の下で
業務を行う。 
75 McLean, I. (1997). Machinery of government reform: principles and practice. A history of the 
organisation of central government departments: A History 1964-1992. Retrieved December 21, 2008, 
from http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/whitehall/Machinery.html 
76 Whitty. G. (2008). Twenty years of progress? English education policy 1988 to the present. 
Educational Management & Leadership, 36(2), 165-184. 
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1.1.3 子ども・学校・家庭省の概要 

ここでは、前項で述べた経緯で設置された子ども省についての概要を述べる。 
 
（1） 組織77 

1） 省責任体制  

 子ども・学校・家庭大臣 エド・ボールズ議員 
Secretary of State for Children, Schools and Families The Rt Hon Ed Balls MP 

 学校・学習者大臣（閣外相） ジム・ナイト議員 
Minister of State for Schools and Learners The Rt Hon Jim Night MP 

 子ども・家庭大臣（閣外相） ビバリー・ヒューズ議員 
Minister of State for Children and Families The Rt Hon Beverly Hughes MP 

 学校・学習者政務次官 サラ・マッカーシー・フライ議員 
Parliamentary Under Secretary of State  Sarah McCarthy-Fry MP 
for Schools and Learners 

 子ども・若者・家庭政務次官 デリス・モーガン男爵 
Parliamentary Under Secretary of State  Baroness Delyth Morgan 
for Children, Young People and Families 

 
2） 幹部委員会（Board）構成 

 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 

                                                   
77 2008年 12月現在。http://www.dcsf.gov.uk/aboutus/whoswho/ より。組織図も記載情報を基に作成。 



 39 

3） 省組織体制 

 

図Ⅱ-1-4：子ども・学校・家庭省組織図 

 

（2） 職員数78 

2008年 4月（実数） 正職員 2,695人 
 非正規職員 12人 
 合計 2,707人 
2009年 4月（予定）  2,620人 
2010年 4月（予定）  2,430人 
2011年 4月（予定）  2,430人 
                                                   
78 Department for Children, Schools and Families. (2008). Departmental Report 2008. London. p.116. 
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（3） 設置根拠と目的 

「1.1.2 子ども・学校・家庭省の設置に至る経緯」で述べたとおり、子ども省は 2007年
6月 28日、庶民院（下院）に提出した大臣声明文書（Written Ministerial Statements）
の中のブラウン新首相による宣言によって設立されている。以下関係部分を引用する79。 

総理大臣 

政府機構―省庁組織 

総理大臣（ゴードン・ブラウン氏）：私は本日、国家の既存の省庁の多くに影響

が及ぶ政府機構の変更を概説します。すべての詳細については、近日中に文書

にまとめ、国会図書館へ提出をいたします。 

この改編により、英国が今後数年間のうちに直面することになると思われる、

従来とは全く異なる新しい試練に対し、中央政府が集中して取り組むことがで

きるようになります。特にこの改編を行うことで、そうした試練に直面する青

少年やその家族に対する政府の支援を強化し、グローバル化した経済が生み出

す新しい好機を、英国が捉えられるようにしたいと考えています。 

子どもと家族に対する支援 

子どもと家族は我々の社会の基盤です。政府が目指すのは、すべての子どもた

ちが人生の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

あります。 

この目標に向かって前進するため、本日私は新しく子ども・学校・家庭省を設

立することを発表します。これは、青少年に関する政策の主要な部分を初めて

一括して取り扱う省であります。 

英国において、省庁再編には国会での法的な手続きが必要であるが、実際には行政的な

業務が先行し、法的にはそれを事後承認することが通例で、かつ大臣法80の下では、新しい

大臣の手で新しい省庁が設置される場合には、立法措置は必要ないことになっている81。こ

れにより、2007年 11月 21日に国会へ提出され、「消極的決議82（negative resolution）」
により 12 月 12 日に効力が発生した、子ども・学校・家庭大臣職の設置を定める「枢密院

                                                   
79 Brown, G. (2007, June 28). Machinery of Government – Departmental Organisation. Written 
Ministerial Statements, Column 36WS. Retrieved December 20, 2008, from http://www.publications. 
parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm070628/wmstext/70628m0001.htm 
80 Ministers of the Crown Act 1975 
81 McLean, I. (1997). 前掲書。 
82 国会で一定期間の内に否決されなければ自動的に効力が発生する手続き。 
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令83（Order in Council）」が、子ども・学校・家庭省の設置根拠法令となった。 
 
（4） 役割と責任 

上記総理大臣の声明によれば、子ども省の役割は「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84」である。また、

ブラウン首相は子ども省が担う責任について、次の 6分野を挙げている。 
 新しい省の中心的課題は、19 歳以前の教育に関する政策への責任を教育技能省から引
き継ぎ、質が高くそれぞれの学習者にふさわしい教育を、すべての青少年に提供するこ

と。そのために、イノベーション・大学・技能省と緊密に連携し、14～19 歳向け施策
改革を成功裏に実現する。将来、16～19 歳対象の教育の資金は、地方当局の教育予算
として学校やカレッジに支払われる。あらゆる年齢のすべての青少年のために、学校の

水準を一層向上させることが、新政権の最優先課題である。 
 子どもに対する社会サービス政策などを通じて、すべての青少年の福祉、安全、保護、

ケアを推進すること。 
 政府を主導し、子育てを含む家族に関する戦略的な政策を構築し、雇用年金省や財務省

との協力のもと、子どもの貧困をなくす政府の政策を推進すること。 
 保健省とともに、すべての青少年の健康を増進するため、肥満等の主な健康問題に取り

組むとともに、文化・メディア・スポーツ省と協力してスポーツを普及すること。 
 内務省や保健省と協力した薬物乱用防止策や、コミュニティ・地方政府省との協力によ

るホームレスの若者に関する対策や住居支援など、青少年問題に関する政府の広範な戦

略を前進させること。 
 若者の幅広い意味での地域社会への貢献を促進すること。内務省から引き継ぐ「敬意」

事業85も含む。また、司法省との共同責任による青少年司法理事会への政策支援や資金

提供などを通じて、全政府を挙げた青少年非行防止への強力な取組を主導する。 
 
（5） 権限及びその根拠 

「（3）設置根拠と目的」で触れたように、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86」が、子ども省の持

つ権限に関する法的な根拠となる文書であり、この枢密院令は 1975年大臣法に基づいて発
令されている。以下、子ども省に関係する部分を抄訳する。 
                                                   
83 The Secretaries of State for Children, Schools and Families, for Innovation, Universities and Skills 
and for Business, Enterprise and Regulatory Reform Order (2007 No. 3224, Ministers of the Crown) 
Retrieved December 20, 2008, from http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/pdf/uksi_20073224_en.pdf 
84 Brown, G. (2007). 前掲文 column 36WS 
85 “Respect Agenda” 内務省が 2005年より取り組んでいた、コミュニティ内の反社会的な行動を減らし、
他人や地域社会への敬意の念を普及することを目的とした事業。子どもや若者も事業の主要な対象者に含

まれていた。 
86 The Secretaries of State for Children, Schools and Families, for Innovation, University and Skills 
and for Business, Enterprise and Regulatory Reform Order 2007 
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子ども・学校・家庭大臣の設置 

3.―（1）本令の効力により子ども・学校・家庭大臣となる人物及びその後継者
は単独法人（corporation sole）である。 
（2）子ども・学校・家庭大臣の印章は、 
（a）大臣あるいは大臣により権限を委譲された者の署名により効力を発揮し、 
（b）公式かつ法的に告知される。 

（3）法的文書となるべき文書で、子ども・学校・家庭大臣により作成あるいは
発行され、かつ 
（a）第 2項で示された方法により大臣の公印が押捺され、あるいは 
（b）大臣により権威を委譲された者により署名または完成されたものは、 

相反する事象が示されない限り、証拠として受理され、さらなる証明を必要と

せず、その通りに作成あるいは発行されたとみなされる。 
（4）子ども・学校・家庭大臣により署名された証明書が、 
（a）子ども・学校・家庭大臣、または 
（b）教育技能大臣 

により作成あるいは発行されるべき法的文書がその通りに作成あるいは発行さ

れたと証している場合には、この事実が決定的な証拠となる。 
（5）1868年証拠文書法（a）は、子ども・学校・家庭大臣に関して以下のよう
に適応される。 
（a）規定や命令への参照があらゆる文書への参照を含むように、かつ 
（b）附則第 2条で述べられている職員が大臣から権威を委譲されたあらゆる
職員を含んでいるように。 

（中略） 
教育技能大臣から子ども・学校・家庭大臣への機能の移行 

6. 教育技能大臣の機能（第 8 条 2項（a）により委譲されるもの87を除く）は、

子ども・学校・家庭大臣に移行される。 
 
その他子ども・学校・家庭大臣に関する補足的事項 

7.―（1）本条で機能とは以下のような適切な機能のことをいう。 
（a）第 6条により移行された機能 
（b）第 2項により示されるもの。 

（2）本項での機能とは次のものをいう。 
（a）2007年 6月 28日まで教育技能大臣に委託されていたもの。 
（b）本令が作成される以前において、子ども・学校・家庭大臣に委託された
もの。（後略） 

                                                   
87 イノベーション・大学・技能大臣に委譲される機能のこと。 
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以上の通り、子ども・学校・家庭大臣に権限が与えられ、かつ枢密院令に添付されてい

る解説書（Explanatory Note）には「子ども・学校・家庭大臣（中略）に委託された責任
とは 2007年 6月 28日付議会に対する総理大臣声明に記載されたものである」と定められ
ており、かつ公務員は「時の政府を補佐して、政策を作成し実行するとともに担当する公

共サービスを執行する88」とあることから、子ども・学校・家庭省の職員は「（4）役割と責
任」で述べた事業を行う権限を持っていると言うことができる。 
 
（6） 施策の内容と調整方法 

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 2～3
年毎の支出見直しの年であった。とりわけこの年には約 10 年ぶりに「包括的支出見直し
（Comprehensive Spending Review：CSR）」が行われた。CSRでは、財政支出の根本的
な点検が行われ、その後 3年間（2008-09年度、2009-10年度、2010-11年度）の各省庁の
予算の上限と、「公共サービス合意（Public Service Agreement：PSA）」と呼ばれる「国民
がこれらの資源の投入によって期待することができる主要な改善項目89」かつ「政府が次の

支出期間内に達成しようとしている主要な優先的成果指標90」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項目は PSA9～PSA14までの 6項目（そのうち 5つ
が主管）で、他にも 9つの PSA に関係がある。これらの PSA を達成するため、子ども省
は 6つの「省戦略目標（Departmental Strategic Objectives）」を設定し、具体的な施策を
構築した。これら短期的な目標の達成により、長期的ビジョンや計画の実現、すなわち「ど

の子どもも大切」に示された 5つの成果指標、「子ども計画」が掲げる 2020年までの目標
の達成を目指しているのである。これらの各種計画・目標間の関係を示したものが図Ⅱ-1-5
である。 

                                                   
88 “The UK Civil Service supports the government of the day, by helping them develop and carry out 
their policies and administer the public services for which they are responsible” 英国 Civil Serviceの
ホームページ（http://www.civilservice.gov.uk/about/index.asp）より。 
89 “Spending Review”英国財務省ホームページ（http://www.hm-treasury.gov.uk/spend_index.htm）より。 
90 “Public Service Agreements” 英国財務省ホームページ（http://www.hm-treasury.gov.uk/pbr_csr07_ 
public_service_agreements.htm）より。 
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図Ⅱ-1-5：子ども省に関係する各種目標間の関係91 

 
これら 6 つの戦略目標にしたがって、表Ⅱ-1-6 のとおり各施策が執行されており、また
必要に応じて関係省庁や団体と協力している。すでに「（4）役割と責任」で見たとおり、
ブラウン首相は子ども省設立の趣旨説明の中で、再三にわたり他省庁との協力を強調して

いる。これは、子ども省に青少年や家族に関する政策を、政府内全体で調整する役割が期

待されているからである。 
 

表Ⅱ-1-6：子ども省の主な施策と協力・調整機関 
省戦略目標 主な施策 協力・調整機関 

公平な妊産婦・乳幼児保健の推進 保健省 

母乳による育児の推進 保健省 

子どもの肥満問題の解消 保健省、共同肥満対策室 

全国健康学校プログラム、学校給食推進 学校給食トラスト 

保健体育教育とスポーツの普及 

学校スポーツパートナーシップ 

文化・メディア・スポーツ省 

青少年スポーツ・トラスト 

全英体育スポーツ・コーチなど 

安全な遊び場の普及（フェア・プレイ政策）  

情緒的な幸福、精神的健康の向上 
青少年精神健康サービス 

（CAMHS） 

障害児とその家族への支援 財務省 

子どもの貧困の撲滅 財務省、児童貧困対策室 

1. 青少年の福祉と

健康を保障する 

家族に対する育児支援 子どもソサイエティ 

 
                                                   
91 Departmental Report 2008, p.10より 

子ども計画（2020 年達成目標） 

 

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 
経済的に幸せ

になること 

前向きな活動に 

寄与すること 

 

成果 

指標 

 

成果 

指標 

 

成果 

指標 

 

成果 

指標 

 

成果 

指標 

 

成果 

指標 

PSA12 

子どもの 

健康と福祉 
（子ども省主管） 

PSA13 

子どもの 

安全 
（子ども省主管） 

PSA10 

教育 

到達度 
（子ども省主管） 

 

PSA9 

子どもの 

貧困 

PSA11 

格差の 

解消 
（子ども省主管） 

PSA14 

成功への 

道程 
（子ども省主管） 

省戦略目標 1： 

青少年の福祉 

と健康を 

保障する 

省戦略目標 2： 

若者と弱者 

の安全を 

保護する 

省戦略目標 3： 

教育で 

世界トップ 

レベルの 

水準に達する 

省戦略目標 4： 

不利な背景を 

持っている 

子どものために 

教育格差を 

解消する 

省戦略目標 5： 

若者が 18歳 

以降も参加し 

潜在能力を 

発揮できるよう 

保証する 

省戦略目標 6： 

青少年を 

成功への道筋 

から逸らさない 

 
システムの主導と運営 

PSA22 
オリンピックス

ポーツ 

PSA4 

科学・技

術革新 

PSA2 

技能 

PSA23 

安全な 

地域 

PSA25 

飲酒 

薬物 

PSA16 

成人の 

社会排除 

PSA20 

住居 

PSA26 

テロリ 

ズム 

PSA21 

地域の 

結束 



 45 

省戦略目標 主な施策 協力・調整機関 
子どもの安全に関する認識の向上 全政府「安全確保」協議会 

すべての青少年のための普遍的な安全確保 
地方児童安全保護理事会 

学校 

独立安全確保当局の設置準備  

全国安全確保室の設置  

2. 若者と弱者の安

全を保護する 

弱い立場の子どもに対する、集中し状況に応じた支援（「ケア

が大切」政策） 
青少年司法理事会等 

キーステージ 2（第 3～6 学年）の英語・算数の学習達成度の

向上支援 
全国リテラシー・トラスト 

キーステージ3（第7～9学年）の英語・数学・科学の学習達成

度の向上支援 
 

キ－ステージ4（第10～11学年）への中等教育修了一般資格

（GCSE）の試験成績向上に向けた集中的な支援 
 

科学教育の推進  

拡大学校の普及を通じた課程外の各種サービス提供  

特化学校、トラスト学校の普及による学校の多様性の拡大 
アカデミー・トラスト 

青少年スポーツ・トラスト 

学校の長期欠席への対処  

生徒の問題行動の改善  

3. 教育で世界トッ

プレベルの水準に

達する 

学校監査と改善指導の強化 教育水準局 

「確かなスタート」センターの普及と強化  

子どもの進度を詳しく見守る新しい評価・学習支援方法の試

験的導入 
 

無料の学校給食の普及  

黒人・少数民族の子どもへの学習支援  

公的保護下の子どもの学習支援  

4. 不利な背景を持

っている子どものた

めに教育格差を解

消する 

特別な教育ニーズを持つ子どもへの支援  

17 歳の若者の教育・職業訓練への参加の促進（2013 年まで

に 17 歳未満義務化・2015 年までに 18 歳未満が義務化） 
 

14～19 歳教育の資格制度・カリキュラムの改革  

英語、数学、情報通信技術（ITC）などでの、機能的な能力獲

得の支援 
 

14～19 歳向けの新しい修了証書の導入  

新しい徒弟制度の整備 イノベーション・大学・技能省 

16 歳以降の科学分野の教育の推進  

19 歳までのレベル 2（中等教育修了レベル）獲得の普及 学習技能評議会 

19歳までのレベル3（シックス・フォーム修了レベル）獲得の推

進 
学習技能評議会 

情報・助言・指導の学校での提供と、NEETの若者に対するコ

ネクションズ・サービスの提供 
コネクションズ 

地方での 14～19 歳パートナーシップ設置促進  

5. 若者が 18 歳以

降も参加し潜在能

力を発揮できるよう

保証する 

16～19 歳の教育の責任の学習技能評議会から地方当局へ

の移行 
イノベーション・大学・技能省 

ボランティア活動を含む前向きな活動の促進 財務省、青少年タスクフォース 

両親への情報提供サービスの充実 
全国育児支援実務家アカデミー 

確かなスタート子どもセンター 

結束力があり活発なコミュニティの建設 コミュニティ結束室 

リスクの高い青少年に向けた集中的支援  

様々な学習・職業訓練・職業機会の提供による NEET の若者

の減少 
 

公的保護を離れる者への教育・職業訓練・就職機会、住居の

支援 
 

性的な健康の普及と 10 代の妊娠の減少 保健省 

性教育の普及  

クラミジア感染の防止  

飲酒・薬物乱用防止 内務省、保健省 

児童生徒の長期欠席の防止  

初めて刑事裁判制度の適用を受ける 10～17 歳の若者数の

減少 
司法省、青少年司法理事会 

6. 青少年を 

成功への道筋 

から逸らさない 

非行青年の非行再発防止 司法省、内務省、警察 
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（7） 関係予算額 

子ども・学校・家庭省の関係事業の支出に関する動向は表Ⅱ-1-7のとおりである。 
 

表Ⅱ-1-7：子ども・学校・家庭省関連支出の変遷 
（単位：百万ポンド） 

 
2002-03 
実績 

2003-04 
実績 

2004-05 
実績 

2005-06 
実績 

2006-07 
実績 

2007-08 
実績見込 

2008-09 
計画 

2009-10 
計画 

2010-11 
計画 

資源消費：          

学校 8,056 9,143 10,099 11,146 38,063 41,226 43,004 44,786 47,678 
若者 3,508 4,364 4,692 5,323 5,686 4,815 5,785 5,965 6,219 
子どもと家族 1,347 1,491 1,370 1,778 1,991 2,940 2,290 2,913 3,661 
地域ベース補助金       1,168 1,285 1,236 
機能支援資金 209 229 245 230 247 270 492 474 597 

子ども省合計 13,120 15,227 16,406 18,477 45,987 50,251 52,739 55,423 59,391 

出典：Department for Children, Schools and Families. Departmental Report 2008, p.86より。 

 
このように、青少年施策、教育、家族支援の予算は、2006年以降大きく拡大している。 
 
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。2008年 4月までは、13歳から 19歳までを対象としたコネクシ
ョンズ事業が、地方当局とは独立した「中央直轄」のコネクションズ・パートナーシップ

によって実施されていたが、現在はコネクションズ事業も子どもトラストの枠組みの中に

内包されているため、地方当局を中心とした子どもトラストが統合的な青少年施策の実施

部門であるといえる。 
しかしながら、「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」

と理解することは正しくない。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（commission）する「不干渉
（hands-off）」の方針が採られている。一方で成果に対する評価は厳格に行われ、達成すべ
き水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92。以下、こうした

青少年施策の実施のための仕組みについて概説する。 
 
（1） 英国の地方自治 

英国の地方自治制度は非常に複雑かつ多様性に富んでおり、それを画一的に典型化する

                                                   
92 英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）における国立教育研究財団（NFER: National Foundation for 
Educational Research）でのインタビュー等による。子ども省や地方当局での聞き取りでも同様の見方が
示された。 
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ことは困難であり、その上、大幅な変革期の最中にある。「2000 年地方自治法（Local 
Government Act 2000）」によって、旧来の制度の大規模な改革が行われたが、さらに「2007
年地方自治・保健サービスへの住民関与法（Local Government and Public Involvement in 
Health Act 2007）」によって、新たな変更事項が加えられた。 
イングランドはロンドン地方を含む 9つの地域（region）に分かれている。これは 1994
年にメージャー首相の保守党政権によって制定された比較的新しい区分であり、各地域に

政府地域事務所（Government Office）が設置された。続くブレア政権下では、地方分権化
政策の一環として、1998年に地域開発公社（Regional Development Agency：RDA）と地
域会議93（Regional Chamber）を設置した。これらの機関は地域内の経済成長の支援や都
市計画に関する機能を有しているが、次に述べる地方当局と比較すると限定的なものであ

る。 
地方当局（local authority）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（county）とディストリクト（district）という、日本で言えば「都道府県」と「市区
町村」に当たる 2 階層で、それぞれの階層に応じて機能を分担している自治体のことを指
す。全国では、34の州の下に 238のディストリクトが置かれており、そのうち青少年施策
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し、大都市圏ディストリクト（metropolitan district）、
ロンドンの各市区（London borough/City of London）、「ユニタリー当局（Unitary94 
Authority）」と呼ばれる自治体にある、全国 116のカウンシルが含まれる（表Ⅱ-1-8参照）。 
 

表Ⅱ-1-8：イングランドの地方当局 
区  分 ロンドン 大都市圏 非大都市圏 

制  度 一層制 二層制 

教育、交通、消防、計

画、社会福祉、図書

館、ごみ処理、など 

州カウンシル 

(34) 
機 

 

能 

住宅、レクリエーショ

ン、ごみ収集、環境・

保健、徴税、など 

ロン 

ドン 

市 

(1) 

ロン 

ドン区 

(32) 

大都市 

ディス 

トリクト・ 

カウンシル 

(36) 

ユニタリー

当局 

(47) ディストリクト・カウンシル 

(238) 

 
「カウンシル」は議会と訳すこともできるが、英国では日本の地方自治体と異なり、従

来、地方の議会と行政府が相互に独立した分権の関係になく、「行政府は議会の各委員会が

                                                   
93 現在は地域審議会（Regional Assembly）と呼ばれているが、2010年以降段階的に廃止され、地域開発
公社にその権限が引き継がれることになっている。 
94 「単一の」という意味。 
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執行機関となる議会統治型95」であったため、いわば議会の意味も執行機関の意味も含んで

いることになる。「2000年地方自治法」及び「2007年地方自治・保健サービスへの住民関
与法」に基づく改革で、以下の 2つの形態に当てはまる制度を導入することになっており、
より機能的な行政執行が可能な制度へと移行が進められている。 
① リーダーと内閣制96（Leader and cabinet system） 
② 直接公選首長と内閣制（Directly elected mayor and cabinet system） 
例えば、大都市ディストリクト・カウンシルのひとつであるバーミンガム市カウンシル

には、リーダー、副リーダーに加え、成人・コミュニティ、青少年・家庭、平等・人材、

住宅、余暇・スポーツ・文化、地方サービス・コミュニティ安全、再開発、交通・道路サ

ービスの各閣僚によって内閣が構成されている。内閣の下には、事務総長（Chief Executive）
を筆頭とする事務局が置かれており、事務総長局、青少年・家庭局、成人・コミュニティ

局、住宅・有権者サービス局、開発・文化局の 5 つの部局により構成されている。このよ
うに青少年施策は、全国の 116の一層制当局と二層制の 34の州当局、合計 150の地方当局
に置かれた担当部局によって担われている（図Ⅱ-1-6参照）。 

 

 
図Ⅱ-1-6：一層制当局の行政部門の組織構成例（バーミンガム市カウンシル） 

 

                                                   
95 財団法人自治体国際化協会ロンドン事務所『英国の地方自治』（2008年 9月改訂版）、8ページ、
http://www.jlgc.org.uk/jp/information/img/pdf/UKtihoujichi.pdfより。 
96 リーダーは地方議会議員の投票により指名され、内閣構成員は議員からリーダーあるいは議会から任命
される。現在大多数の自治体が「リーダーと内閣制」を採用している。なお、リーダーとは別に政治的な

実権は持たない儀礼的首長が置かれている。また、人口 85,000名未満の小規模自治体は、旧来の議会が行
政分野別の委員会を構成し執行責任を担う「委員会制」に修正を加えた制度を、引き続き採用することが

できることとなっている。 

カウンシル・リーダー 

カウンシル・副リーダー 

成人・コミュニティ 青少年・家庭 平等 

地方サービス・ 

コミュニティ安全 

余暇・スポーツ・ 

文化 
再開発 

交通・ 

道路サービス 

住宅 

内 閣 

事務総長 

事務総長局 
青少年・ 

家庭局 

成人・ 

コミュニティ

局 

開発・ 

文化局 

住宅・ 

有権者 

サービス局 

事務局 
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（2） 子どもサービス当局 

上記「1.1.1（7）2004年児童法」で述べたとおり、同法で地方当局に子ども局長（Director 
of Children’s Services）と主任（Lead Member）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97」の業務には、次のようなものがある。 
 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 
  （第 10・11条） 

 青少年の基本情報を保管するデータベースの構築 （第 12条） 
 地方児童安全保護理事会の設置 （第 13～16条） 
 青少年計画の策定 （第 17条） 

 
また、子ども局長の果たすべき機能として列記されているのは、以下のとおりである。 

 地方教育当局としての機能（ただし高等教育及び継続教育に関するものは含まれない） 
 社会福祉行政のうち子どもに関係する機能 
 上記の子どもサービス当局の業務に関する機能 
 国民保健サービス（National Health Service：NHS）の代理として地方当局が果たす
機能のうち、子どもの保健に関するもの 

 
これらの業務や機能を遂行するために、子ども局長のもとにいくつかの担当部署が設置

されている。例えば前述のバーミンガム市では、次の 5部であり、その職員（officer）の数
は 50名余りである。 
 戦略及び委託部 
 専門家サービス部 
 インクルージョン・サービス部98 
 教育改革部 
 学校効果向上部 

 
なお、英国の子どもサービス当局の任務は、直接青少年にサービスを提供することでは

なく、その戦略や計画を策定し、第一線（front-line）で青少年と接する専門家やサービス
提供者に業務を委託することである。例えば初中等教育に関しては学校に、幼児保育・教

育に関しては確かなスタート子どもセンターやその他の保育施設に、13歳から 19歳までの
就職支援を含む統合的な若者サービスはコネクションズに委託する、といった方法である。

このような各種サービス提供者と子どもサービス当局、あるいは地方当局の他の関係部局、

そしてボランティア部門の関係者らが横断的な連絡を密にし、より質の高い青少年向けの

                                                   
97 地方によりその呼び名は異なり、「青少年局」「子ども局」「青少年・家庭局」などである。 
98 “inclusion service”：学校や子どもセンター、保育園等において、身体障害や学習障害、その他の困難な
ど特別なニーズを持つ子どもが、潜在能力を最大限発揮できるよう支援することを目指している。 
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サービスを提供しようとしている仕組みが「子どもトラスト」である。 
 
（3） 子どもトラストを通じた統合的な取組 

子どもトラストは、2000年のヴィクトリア・クリンビー事件（「1.1.1（6）どの子どもも
大切」参照）を受けて策定された緑書『どの子どもも大切』によって提案され、「2004年児
童法」第 10条で法的根拠を与えられた、「すべての子どもの福祉の向上99」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。ブレア首相以降の労働党政権の特徴のひ

とつは、縦割り行政を改め、関連のある諸機関や団体・個人が協調して行政サービスを提

供する仕組みをつくることであり、その一環として地方戦略的パートナーシップ（Local 
Strategic Partnership）と呼ばれる制度が地方当局に設置された。子どもトラストも、そ
のひとつに数えられ、青少年施策という分野に特定した協力関係であることから、テーマ

別パートナーシップ（thematic partnership）と呼ばれている。 
 

1） 子どもトラストを通じた 5つの成果指標の達成 

子どもトラストの目的である「子どもの福祉」は、「どの子どもも大切」で定められた 5
つの成果目標によって規定することができる。すなわち、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、の 5つである。 
 
健康であること：人生の良いスタートを切るために重要な、肉体的及び精神的健康を確保

するため、青少年の精神衛生、屋外での遊び、薬物乱用防止などの分野に取り組む。地方

当局にとって、とりわけ重要なパートナーはプライマリ・ケア・トラストである。 
 
安全であること：伝統的な児童保護の施策のみでなく、いじめ対策、事故防止、交通量削

減、緑豊かな場所へのアクセス、安全な外遊びの機会提供、10 代の若者の安全な会合場所
の確保など、子どもの総合的な安全対策に取り組む。地方児童安全保護理事会が重要なパ

ートナーである。 
 
楽しみかつ目標を達成すること：子どもの学習に強い関わりを持つ学校に、子どもトラス

トへの参画を義務付ける方向で制度化が進められている。乳幼児向けサービスを提供する

確かなスタート子どもセンターもまた、重要なパートナーとなる。また、障害やその他の

困難を抱え不利な立場ある子どもたちへの配慮が、重要な取組のひとつである。 
 

                                                   
99 Department for Children, Schools and Families. (2008). Children’s Trust: Statutory guidance on 
inter-agency cooperation to improve well-being of children, young people and their families. London. 
p.6 
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前向きな活動に寄与すること：ボランティア活動や地域社会の活動への参画を通じて、若

者をエンパワーメントするとともに、青少年犯罪防止チーム（Youth Offending Team）、警
察、保護観察機関等とのパートナーにより、青少年が犯罪等の反社会的行動から遠ざける

取組を実施する。 
 
経済的に幸せになること：コネクションズ・サービスを主要なパートナーとし、10 代の若
者の実社会へのスムーズな移行を支援するため、進路に関する「情報・助言・指導サービ

ス」などに取り組む。また、子どもの貧困の撲滅を目指し、職業安定機関であるジョブセ

ンター・プラスも、子どもトラストの枠組みに組み入れる方向で調整が進められている。 
 

2） 子ども・親・家族の重視 

子どもトラストは、「子どもを養育するのは政府ではなく親である100」という方針のもと、

支援を必要とする家庭には、最も支援を必要としていながらも最も手が届きにくい非常に

困難な家庭を含め、助言をはじめとする様々な支援を提供する。同時に、保護者は青少年

計画を策定する上でのパートナーであるとの認識に立ち、必要とされる青少年施策を検討

し、実施された施策に対する評価を行うための、保護者から意見を聞く恒常的な仕組みを

つくることが求められている。 
 

3） 関係機関の協調によるガバナンス 

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は、ディストリクト・カウンシル、警察、保護観察理事会、青少年犯

罪防止チーム、戦略的保健当局、プライマリケア･トラスト、コネクションズ・パートナー

シップ、学習技能評議会である。法で定められたこれらの「関連するパートナー」に加え、

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

れらの団体は通常、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。 
しかしながら、現時点では子どもトラスト理事会は法的な裏付けを持った実体のある機

関（statutory body）ではなく、また予算の受け皿ともなっていない。したがって、高度な
リーダーシップの下、明確なビジョンを共有し、それぞれの団体が明確な説明責任を持ち、

完全に主体的な参画をするといった、子どもトラストの理想的な在り方を実現していると

ころはほとんどない101。こうした実態を改善するために、組織強化が喫緊の課題となって

いる。すなわち、子どもトラスト理事会を法定組織として制度化し、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

                                                   
100 Department for Children, Schools and Families. (2008). 前掲書、p.30 
101 Department for Children, Schools and Families. (2008). 前掲書、p.31 
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る方向で準備が進められている。 
 

4） 統合的な戦略 

子どもトラストの参加者間で共有されるべき統合的な戦略（integrated strategy）は、各
地方の青少年計画によって表現される。青少年計画は、2004年児童法によって地方当局に
策定が義務付けられた、各地方の青少年施策に関する総合的な戦略文書である。また、各

地方当局は中央政府との間で、優先的に取り組む施策などを定めた地域協定（Local Area 
Agreement）を結ぶことになっているが、青少年計画は地域協定のうち、青少年施策に関
連する部分と一貫性を有していることが必要である。 
また、「子どもトラストはある意味では委託パートナーシップである102」と述べられてい

るように、地方当局が直接サービスを提供するのではなく、子どもトラストに参加してい

る団体などに、青少年やその家族に対する実際のサービス提供を委託している。しかしな

がら、「委託」は単なる「契約」や「調達」とは異なり、とりわけ「戦略的委託（strategic 
commissioning）」は、子どもトラストがパートナー間の協力義務の履行と業務文化の変革
を実現するための中核をなす方法であると位置づけられている。すなわち、ニーズ調査の

段階から、計画、実施方法の決定、評価と見直しに至る一連の取組を共同で行うことによ

り、統合的な戦略を構築し実施することが可能になるのである。 
 

5） 統合的なプロセス 

青少年施策実施のプロセスを統合化する手段には、青少年に関する情報の一元的な収

集・管理・使用と、現場で働く第一線のサービス提供者の専門分野の違いを超えた横断的

な協力が含まれる。前者は、共通アセスメント枠組み（Common Assessment Framework：
CAF）、受益者取扱事項情報システム（Client Caseload Information System：CISS）、コ
ンタクト・ポイント103（Contact Point）などにより、青少年のニーズをより効率的、効果
的に把握し、重複を避け、迅速に必要なサービスが提供できる仕組みをつくることである

（詳細は第 3章及び第 4章で後述）。 
横断的協力については、例えば就職支援を行ってきたキャリア･アドバイザーや、青少年

活動の支援者であるユース・ワーカーが、子どもトラストという枠組みができることによ

り、実際に頻繁に情報交換を行い、共同して青少年の福祉のために業務を行っているとい

う事例も聞かれ104、以前にはあまりなかった横断的な協力が進んでいることが伺える。ま

た、複合的ニーズを抱えた困難な青少年には主任専門家を置いて、多様なサービスを受け

るための一元化した窓口を明確化することや、確かなスタート子どもセンターや拡大学校

（extended school）等、あらゆる青少年やその家族に開かれた一般的なサービス提供施設

                                                   
102 Department for Children, Schools and Families. (2008). 前掲書、p.39 
103 他の専門家が同一の青少年と関わっている場合に、誰がいつ接触したかが分かるデータベース。 
104 英国現地調査におけるリーズ市子ども局でのインタビュー（2009年 1月 26日）などによる。 
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で、必要に応じてさらに専門的なサービスへとつながる経路を用意するなど、統合的なサ

ービス提供のプロセスを可能にする手法が採られている。 
 
1.1.5 青少年育成施策の推進体制等の問題点 

本件調査業務の一環として実施した英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）において、
中央政府並びに地方当局、あるいは教育政策の研究機関等の関係者から得られた証言を基

に、さらには、青少年活動や政策に関与する多くの専門家たちが参照している『青少年の

今（Children & Young People Now）』という専門誌のホームページ等を参考にして、英国
の青少年施策をめぐる諸問題を整理した。 
 
（1） 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 

 
1） 子どもの安全保護の問題 

ヴィクトリア・クリンビー事件から 7年後の 2007年、多くの施策が実行されたにも関わ
らず、再び Pと呼ばれる 17ヵ月の幼児（Baby P）の悲惨な虐待事件が起きてしまった。
この問題により、それまでの政策が実際に子どもたちを守るために十分機能していないの

ではないかという疑問が呈され、その対策が模索されている。専門家の中には、子どもト

ラストという仕組みが混乱の元だという意見も存在している105。一方、政府としては、ベ

ビーPの事件を受けて、子どもトラストの強化のための施策を打ち出しており、子どもトラ
ストの事例分析を行い有効な方法論を助言する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）を設立し
たり、委託支援プログラム（Commissioning Support Programme）の実施を決定したりし
ている106。 
 

2） 青少年犯罪やテロを含む非社会的行動の問題 

近年、青少年によるナイフ等の危険物を使用した犯罪が増加し、深刻な社会問題となっ

ている。ロンドン警察による「対ナイフ・キャンペーン」では、キャンペーンが始まった

2008年 5月 13日から 29日までの 17日間に、210人の若者が逮捕され、193本のナイフ
が押収された107。しかし青少年活動の専門家の中には、政府は青少年を保護観察処分にす

るよりも、すぐに有罪判決にしようとしているという批判もあり108、取締りよりむしろ、

                                                   
105 “Confusion over children's trusts” (http://www.cypnow.co.uk/BigIssues/Details/58594/ 
baby-p-child-protection-issues/Article/857573/Confusion-childrens-trusts/) 
106 エド･ボールズ子ども･学校･家庭大臣が各地子ども局長並びに主任に宛て 2008年 11月 18日付けで発
行した書簡より（http://www.dcsf.gov.uk/localauthorities/index.cfm?action=content&contentID=16933）。 
107 “Summit of knife held in London” (http://www.cypnow.co.uk/BigIssues/Details/53649/knife-crime/ 
Article/813057/Summit-knife-crime-held-London/) 
108 “'Creative' solutions to knife crime thwarted by government targets” (http://www.cypnow.co.uk/ 
BigIssues/Details/53649/knife-crime/Article/811984/Creative-solutions-knife-crime-thwarted-governm
ent-targets/) 
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青少年を非社会的な行動に走らせないような対策を求めている。また、社会から青少年が

あまりにも反社会的な存在として認識されすぎているという問題意識もある。『青少年の

今』は、ボランティア活動などの建設的な活動を行っている青少年に対して「肯定的なイ

メージ賞（Positive Image Award）」と称した表彰事業を行っている。こうした賞を出して
いる理由は、「メディア等を通じた青少年の否定的（ネガティブ）なイメージに対抗するた

め109」である。 
 

3） 子どもの健康の問題 

子どもの健康問題のうち、深刻な社会問題として認識されているのが、肥満や糖尿病の

問題である。2007年 10月に発行された『肥満との戦い：未来の選択（Tackling Obesities: 
Future Choices）』によれば、2006年現在、英国の子どものほぼ 6人に 1人の子ども（2～
15 歳）が肥満であり、このままであれば、2050 年には英国の子どもの 25％が肥満になる
だろうと予測している。こうした中、子ども省は保健省と協力して肥満対策に取り組んで

いる。政府は 2020年までに肥満児童の割合を 2000年レベルにまで下げることを目標とし
て対策を講じている110。また、糖尿病対策とは具体的に表記されないが、「子どもの栄養と

健康」という名の施策は糖尿病対策のことを指すという111。 
 

4） 困難を抱える子どもや若者の問題 

「追加的ニーズ」すなわち一般的な青少年向けサービスでは十分に満たすことのできな

いようなニーズを持つ子どもたちは、しばしば複数の困難や問題を同時に抱えている112。

こうした問題には、NEET、10 代の妊娠、薬物乱用、貧困、心身障害、人種差別などが含
まれる。子どもトラストによる関係機関の協調体制（multi-agency approach）は、麻薬対
策に対しては有効に機能しており、目に見える成果が出ているという113。また、特に深刻

な困難を抱える青少年に関して、2006 年に政府は緑書『ケアが大切（Care Matters）』を
発行して、公的な保護を必要とする青少年への対策を強化する方針を明らかにした。 
 
（2） 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 

本件調査業務における、有識者への意見聴取、英国への現地調査、文献調査などを通じ

て明らかになった、青少年施策の推進体制、すなわち子どもトラストに関して指摘されて

いる問題点は、次のようなものがある。 
 各地方当局において、統合的なアプローチは高く評価するものの、矢継ぎ早に中央政府

                                                   
109 “Positive Images Awards” http://www.cypnow.co.uk/BigIssues/Details/48990/ 
positive-images-awards/ 
110 Department for Children, Schools and Families, “Departmental Report 2008”, London, p.14 
111 英国現地調査におけるバーミンガム市青少年・家庭局でのインタビュー（2009年 1月 22日）による。 
112 例えば Children’s Workforce Development Council. (2007). Common assessment framework for 
children and young people: Managers’ guide. Leeds, UK. p.2などを参照。 
113 英国現地調査における国立教育研究財団でのインタビュー（2009年 1月 20日）による。 
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が発表する青少年施策を実行するには困難が伴う114。 
 子どもトラストに加わっている関係者のうち、ユース・ワーカーとキャリア・アドバイ

ザー（コネクションズ）との間では比較的スムーズな連携が生まれているが、警察は罪

を犯した青少年を検挙することが任務であり、非行少年を支援の対象と見るユース･ワ

ーカーらとは文化の違いによる意見の不一致が見受けられる。また、学校でキャリア指

導をすると、進学率を上げたい学校の教師からは不満の声が上がるなど、ここにも文化

の違いがある。さらに、教師や医師は子どもトラストに非協力的で、特に情報を提供す

ることに抵抗があるという115。 
 2007 年に発表された「子ども計画」に関連し、子どもトラストの強化を歓迎する声が
大きい一方で、保健関係者やボランティア団体などを、どのように子どもトラストに参

画させたらいいのか不安であるという声も上がっている116。 
 2008 年 4 月までに、コネクションズ・サービスを提供する責任が、全国 47 ヵ所あっ
たコネクションズ・パートナーシップから、150 の地方当局に移行されたことに伴い、
コネクションズ・パートナーシップに雇用されていた職員が職を失うなどの問題も指摘

されている117。 
 2011 年までには総選挙が実施されるため、もしも労働党が政権の座を去った場合、子
どもトラストを中心とする進行中の青少年施策がどのように変化するか、不確実性が高

いと見る向きもある118。 
 
こうした混乱を孕みつつも、「1.1.4（3）子どもトラストを通じた統合的な取組」で述べ
たとおり、政府は現在、子どもトラスト理事会を法的な機関として明確に位置づけ、地方

の青少年計画の策定・公表・評価に関する責任を持たせるという、子どもトラスト強化の

方策を議論しているところである。 

                                                   
114 英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）におけるインタビュー等による。平塚眞樹（法政大学社会
学部教授）もまた、現場の声として、英国の地方当局が混乱していると伝えている（2008年 12月 26日イ
ンタビュー）。 
115 英国現地調査より。また、乾彰夫（首都大学東京都市教養学部教授）は学校の閉鎖性を指摘した上で、
学校が情報提供に消極的なのは、学校選択性等の施策が導入されている中、開示した情報により学校が否

定的に評価されるリスクへの警戒感が働いているかもしれないと指摘した（2009年 2月 5日インタビュー
より）。 
116 “Duty to co-operate in children's trusts on brink of becoming law” (http://www.cypnow.co.uk/ 
BigIssues/Details/48154/the-childrens-plan/Article/848270/Duty-co-operate-childrens-trusts-brink- 
becoming-law/) 
117 “Job losses at Connexions Gloucestershire” http://www.cypnow.co.uk/BigIssues/Details/46991/ 
the-future-connexions/Article/802071/Job-losses-Connexions-Gloucestershire/ 
118 英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）におけるインタビュー等による。 
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1.2 地方機関の仕組み及び取組状況の具体的事例 
上述のとおり、1997年の労働党政権誕生以来、政府は様々な施策を急速に策定し、実施
するようになった。地方当局に対して、青少年施策に係る責任の明確化など具体的な取組

方法を示したのは、2003 年の『どの子どもも大切』である。その後も 2004 年児童法によ
る「子どもトラスト」体制への移管など、数多くの施策の実施が求められるようになった。

青少年施策に対する現政権の積極的な取組は、議会の召集を告げる女王のスピーチに、関

連する法案についての言及が毎年あること119からも確認できる。2007 年 11月 6日のスピ
ーチでは、「教育技能法案（Education and Skills Bill）」が、義務教育を終える年齢を現在
の 16 歳から 18 歳に引き上げ、教育もしくは研修への参加を義務づけるという方針に基づ
くものであることを明らかにした。2008年 12月 3日にも、「徒弟制度・技能・児童・学習
法案（Apprenticeships, Skills, Children and Learning Bill）」、「児童貧困法（Child Poverty 
Bill）」について言及し、子ども・青少年施策は地方当局の責任であることを強調した。 
子ども省に代表される中央省庁は、青少年施策を策定し、地方当局へ周知する役割を担

っているものの、実際に施策の実施とその結果に対する責任を負うのはイングランドに 150
ある地方当局である120。 
本節では、政府が強力に推し進める政策が、地方当局ではどのように受け止められ、実

施されているのかを紹介する。英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）ではバーミンガ
ムとリーズの 2都市を訪問した。両都市を選択したのは、次のような理由による。 
① イングランドでも人口の多い都市で、子ども・青少年サービスに関連する組織も多いた

め（投入しうる資源も豊富にあるが、一方で調整も大きな課題）。 
② 両都市間で、子ども・青少年局の体制などに違いがあるため、子ども・青少年統合サー

ビスの実施にともなう課題などを把握するのに適切と判断したため。 
 
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 

 
（1） バーミンガム市 

バーミンガム市はウェスト・ミッドランド地域にある。人口は 100 万人ほどで、ロンド
ンに次いで 2番目に人口の多い都市である。かつては工業都市として知られた。多様な人種
が暮らしており、英語を母語としない子どもも多い（第 1 学年の段階ですでに配慮が必要になる
子どももいる）。 

バーミンガム市の「青少年・家庭局（Children, Young People & Families Directorate）」
での聴き取り内容を中心にバーミンガム市での取組を下記に紹介する。 

                                                   
119 2007年には子どものケアについて次のスピーチも行われた。“ My Government wants all children to 
have the best possible start in life. There will be a Bill to improve services for vulnerable children and 
young people, including those in care” 
120 地方当局の業務全体に対しては国家監査委員会（National Audit Commission）、子ども・青少年施策
関連の監査は教育水準局が行う。 
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1） 青少年・家庭局 

青少年・家庭局は、市の教育、麻薬とアルコール対策、社会的排除、要支援児童（障害

をもつ子どもなど）担当者など、複数の部門から構成されている。「統合的若者支援

（Integrated Youth Support：コネクションズ・サービスなどを含む）」の担当も、青少年・
家庭局の 1 部門となった。予算はバーミンガム市から配分され、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ている。 
全国的に見て、子ども局長には「教育畑」の出身者が就くことが多く、バーミンガム市

でも、元主任教育官（Chief Education Officer）が青少年・家庭局の局長（全国的に「子ど
も局長」と称される職位）になった。教育の専門性を持った人物が局長位に就くことが多

いのは、次のような背景が考えられるという。 
① 教育セクターは予算規模が大きいので、青少年施策などの大きな予算を扱うのにふさわ

しい。 
② 社会福祉セクター（social service）の方は、子どもだけではなく成人の福祉も扱うので、
社会サービス局を別途残しておくべきである。 

 
しかしながら、教育以外のことがわからないのでは支障があるため、青少年・家庭局長

は、必要に応じて研修を受け、教育以外のサービスにについて学習している。 
 

現状に対する意見等 

 青少年に関する政策策定のうち、重大な意思決定はロンドンでなされている。地方当局

に対する、中央で策定した施策を実施せよ、成果を出せ、というプレッシャーを感じる

こともある。 
 『どの子どもも大切』（2003年）、『子ども計画』（2007年）で示された内容についても、
異存はない、方針としては良いし、歓迎している。政策の実施にあたっては工夫・調整

が必要になる。 
 バーミンガムでの現在の主要な課題は、決して新しい課題ではないが「子どもを守るこ

と(Protecting Children)」である。続いて、子どもの糖尿病、10 代の妊娠、障害のあ
る子ども、子どもの貧困の解消である。 

 
2） 子どもトラスト体制と青少年協議会 

バーミンガム市の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（「1.1.1
（8）子どもトラスト」参照）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、子どもや若者に係る様々な組織が含まれる（図

Ⅱ-1-7参照)。子どもや若者に対し、直接サービスを提供するグループは 1ヵ月に一度は会
議をしている。同じ建物・同じオフィスで仕事をしている訳ではないが、会議以外にも電

子メールなどで頻繁に連絡を取り合っている。しかしながら、子どもトラストは現状では
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「バーチャル（仮想的）」なものである（政府はこれを法定機関として、より制度化したい

と考えている）。 
 

 

図Ⅱ-1-7：子どもトラスト構想図（バーミンガム市）121 

 
子どもトラストという予算の受け皿は存在しないので、政府からの予算は青少年協議会

（Children and Young People’s Board）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。青少年協議会の議長は子ども政策担当議員で、副議長は青少年・家

庭局長が務めている。その他、バーミンガム市カウンシル、その他の関連組織（警察と保

健サービス、学習技能評議会等）もメンバーである。 
 
現状に対する意見等 

 政府が唱える「統合的な業務（Integrated Working）」については賛成。しかし、統合
的な業務の実践に際しては、異なる機関の間で調整が必要となる（ので容易ではない）。

                                                   
121 英国現地調査でバーミンガム市を訪れた際に入手した資料より作成 
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例えば、警察の評価の基準は検挙件数である。ソーシャル・サービス担当者など、他の

組織の担当者から見ると、警察の行動がなかなか理解（共感）できない。 
 
（2） リーズ市 

ウェスト・ヨークシャー州の都市で、人口は約 70万人。ロンドンから電車で約 2時間半、
イングランドで 3～4番目に大きい都市。かつては毛織物、綿織物がさかんで、流通網の要
として商業都市としても発展した。最近では ITや金融業も充実している。 
 

1） 子どもサービス部 

子どもサービス部（Children’s Services Unit）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、リーズの北西部(リ
ーズ市行政官が責任者)、西部（リーズ市役所で「確かなスタート」を担当していた）、東部
（教育分野出身者）、北西部（コネクションズ出身者）にて、統合サービスの提供に努めて

いる。 
 
現状に対する意見等 

 政府による子ども・青少年施策関連の政策策定と実施は 10 年前から活発になったが、
ここ 2～3年で急に早くなった。同じような政策が導入され、廃止され、新しい政策が
取り入れられるというサイクルは、以前から存在したと認識されている。 

 パートナーシップという考え方、成果（Outcome）重視が最近の政策の二つの特徴と
認識されている。 

 パートナーシップという考え方の促進などを通じて、政府が子ども・青少年施策関連の

政策を重要視していることは良いこと。例えば、キャリアサービスをやっている人間は

1年半前にはソーシャルワーカーと話すらしたことがなかった。一方、ユース・サービ
ス（例えば、ユース・ワーク担当者はソーシャルワーカーともよく話していたし、協力

して働いていたが）やチャリティーボランタリー組織は政府による施策、政策変化の影

響をあまり受けていない。 
 良くないと思われる点としては、常に変更があることである（新しい施策が毎日のよう

に、送られてくることもある）。人の移動も多い。特に大きな問題となる点は、ある方

向に施策が変更され、進んでいくうちその施策はストップしてしまい、また新たな施策

が導入されるようなこと。政府は子ども・青少年関連の職員の能力を世界トップレベル

に向上をせよ122、というがその必要性がわからない。 
 政府からすると、地方当局は中央で決めた政策をそのまま実施するところと考えている

                                                   
122 CWDC による“Creating a world-class workforce for children, young people and families”という表
現について言及。 
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のではないか。 
 リーズでの現在の課題は、子どもを守る（Safe Guarding of Children）がキーワード。
ベビーPに類似した事件はリーズでも発生した。子どもの虐待が課題。続いて、施設に
いる子どもたちのキャリア。若者の失業、保健、10 代の妊娠、ドラッグへの対応を重
視。若者の社会への統合、女性やマイノリティー、障害者への対応も重要と認識されて

いる。 
 包括的に子ども・青少年施策を実施していくうえでの課題は、学校との関係。教育分野

ではアカデミー123や拡大学校124など新しい試みをしていることや、教育水準局の評価

を気にしてか、教育関係者以外とはなかなか交流しようとしない。コネクションズのキ

ャリア・アドバイザーが積極的に仕事をするのを嫌がる校長もいる。 
 政府の進める就学前児童を対象にした「子どもセンター」構想の他の施策との関連性が、

あまり理解されていない。 
 

2） 子どもトラスト 体制 

リーズの子どもトラスト体制（Leeds Children’s Trust Arrangements）は、チルドレン・
リーズ（Children Leeds）と呼ばれている。子どもトラスト体制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（Integrated 
Strategic Commissioning Board：ISCB）である。ISCBは 2006年 12月に設置された。
子どもサービス部の部長が議長を務めるが、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。 
子どもサービス部は、子どもトラスト体制の支援を担い、実際にサービスを提供するの

は、リーズの 4つの地区にある子どもサービス部門の代表らである。チルドレン・リーズ・
パートナーシップとは別に、オープン・フォーラム（Open Forum）と称して、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

（Participating）するのは、チルドレン・リーズ・パートナーシップ（Children Leeds 
Partnership）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。彼らは、子どもや若者の立場に立って、青少年施策に意見を

述べる。このグループの議長は、リーズ市議会の議員が務めている。関係者が多いので、

政策・方針についての解釈が異なることもある。コミュニケーションの取り方が複雑にな

ったという。 
子どもの保護を担当するのは、地方児童安全保護理事会（Local Safeguarding Children 

Board）である。地方児童安全保護理事会は、子どもの保護に関する基準を示すことなどを
任務とする。 
                                                   
123 シティーアカデミーとも呼ばれる。おもに教育困難地域において、成果の挙がらない複数校を統廃合し
て、新たな学校として発足させているもの。 
124 Extended School 放課後学習や、親の子育てや成人学習支援など広く学校を地域に開放して活用する
もの。 
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図Ⅱ-1-8：チルドレン・リーズ（子どもトラスト）の体制 

 
 
1.2.2 地方当局による青少年施策への取組の総括 

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
施策への取組状況をまとめる。 
① 施策の実施には困難がともなう。 
警察や保健・医療など、地方当局ではない組織もある。警察や教師とユース・サービス、

ソーシャルワーカーでは組織文化、行動様式が異なる。現在、統合に向けてありとあらゆ

る場を通じて努力している。 
 
② 政府の政策・アプローチに対する疑問もある。 
 2003年以降、政府は矢継ぎ早に様々な政策を策定している。その中には、政策の意図、
他の施策との関連が見えにくいものもある。その例としては、就学前児童を対象にした

「子どもセンター」である。教育技能省（その後の子ども省）が以前から進めていた「拡
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大学校」で可能なこともあるのではないかという疑念もある。 
 政府は青少年政策を策定し、目標を示したのち、実施方法は地方当局に任せるという委

託（commissioning）と成果重視のアプローチをとっている。これをハンズ・オフ
（hands-off）アプローチとも呼ぶ。成果の評価は定量的に行われる。数値による評価
（例えば、NEET比率）の妥当性についての疑問もある。 

 2004 年児童法では、地方当局は「子どもトラスト」を設置してよいという規定だった
が、最近では設置しなければならない、関係者を拡大すべしという方向に向かっている。

この背景には、ベビーP事件が起こったハリンゲイでは子どもトラスト体制ができてい
なかったからだ、という見方もある。 

 「どの子どもも大切」の成果指標では、「19歳までにレベル 2（中等教育修了一般資格
GSSEの 5科目で A*-Cの取得）を達成すること」が示されているが、18歳まで教育・
訓練を受ければ誰もが安心な仕事につけるのか、という疑問は地方当局関係者の多くが

感じている。 
 いかに統合化・包括化・連携の強化をしても、子どもの死亡事件は発生する。これは子

どもサービスの体制強化だけでは解決されない。 
 
③ 政府の青少年施策・取組方針には賛成・歓迎。 
こうした困難や疑念を抱えながらも、両都市の関係者とも、政府が青少年施策を重要課

題と認識し、取り組んでいることは歓迎している。また、統合化、包括化、連携の強化と

いう方向についても歓迎である。実際に、異なる職種間の意見交換が促進されるなどのプ

ラス面もあると報告された。 


