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第4章 困難を抱える青少年への対応 
 
 

1997年に発足したトニー・ブレア首相率いる労働党は、その政権発足後より、困難を抱
える青少年の課題に取り組むために、今日に至るまで大きな影響力をもつ多くの施策を打

ち出してきた。以下に 1990年代後半以降、今日までの、英国における青少年政策の変遷に
ついての調査結果を報告する。 
 
4.1 困難を抱える青少年に関する政策の変遷 

1990年後半以降、困難を抱える青少年の政策の変遷には、大きく分けて 2つの転換期が
ある。第 1 に、2000 年にパイロット事業が開始され、2001 年より順次全国展開を始めた
コネクションズ・サービスの導入である。第 2に、『どの子どもも大切』、『若者は大切』の
両緑書の発表を受けた、子どもトラストを設置しようとする構想と、それに合わせたコネ

クションズ・サービス提供責任の子どもトラストへの移管である。 
 
4.1.1 コネクション・サービスの成立に至る経緯 

（1） NEET、低学力、低技能の問題 

コネクションズは、13～19歳のすべての若者を対象に、就学・就業を中心とした全般的
な若者支援を目的として始められた制度である。2000年にパイロット事業を開始し、2001
年から全国に展開された。コネクションズは、1999年 6月に発行された白書『成功のため
の学習：16歳以降の学習のための新しい枠組み1』で、初めてその計画が発表された。コネ

クションズ設立に至る当時の若者、あるいは教育・技能に関する状況を、同白書及び同時

期に発表された『格差解消：教育にも雇用にも訓練にも参加していない 16～18歳の若者の
ための新しい機会の提供2』は、以下のように述べている。また、統計的なデータを用いて、

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・低技能いかに若者、国家にとって深刻な問題であるかを述
べている。 
NEETについて 

 16万人以上の 16～18歳の若者（11人に 1人）は就学も就業もしていない。 
 就学している 16～18歳の若者の割合は、他の欧州連合諸国に比べて低い。 
 16歳で NEETである若者の 40％は、18歳の時点でも NEETである。 
 16～18歳でNEETであった若者は、その後もNEETである可能性が高いことに加え、
心身の健康、10代での妊娠等の問題を抱える比率が高い。 

                                                   
1 Department for Education and Employment. (1999). Learning to succeed: A new frame work for 
psot-16 learning. London 
2 Social Exclusion Unit. (1999). Bridging the gap: New opportunities for 16-18 year olds not in 
education, employment or training. London 
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低学力・低技能について 

 700 万人の大人は基礎技能において問題がある。5 人に 1 人は、読み書きにおいて 11
歳レベルより下回っている。 

 英国の生産性は主要国と比べて低く、労働者1人当たりの国内総生産は米国と比べ40％、
フランス、ドイツと比較しても 20％低い。 

 ドイツ、フランスと比べて、学業あるいは職業訓練に関する公的な資格を持っている人

数が非常に少ない。 
 資格を持ってない人の収入は平均より 30％低く、資格を持っている人はもっていない
人に比べ収入は倍になる。 

 取得資格のレベルが低い若者は、その後の人生でも失業している比率が高い。 
 
（2） 問題への取り組み 

教育雇用省は当時の状況を受け、緑書『学習の時代：新しい英国の再生3』の中で、以下

の取り組むべきビジョンと原則を挙げた。 
ビジョン 

 技術力を向上させ、競合相手との競争力をつける。 
 個々人が変わらなければならないという熱意を持たせ、彼らが活用できる学習の機会と

質を向上する。 
 学校または継続教育の中で、社会的排除に対して根本的に取り組む。 
 人々の就職と就業能力の向上に焦点をおく。 
原則 

 全ての人を利するような学習に投資する。 
 学習の障害を取り除く。 
 人材を第一に考える。 
 雇用主、労働者、コミュニティと責任を共有する。 
 世界水準と税の対価としての価値あるサービス(Value for money)の提供。 
 成功への鍵としての協力。 

 
（3） 取組への障害 

これらの取り組みを実現するには、当時の 16歳以降の教育・職業訓練の枠組みでは対応
できなかった。多くの若者が職業選択の重要な時期である 16歳時点で社会の枠組からはず
れているにもかかわらず、十分なサポートがなされていなかったのである。 
この状況に対応して、教育と職業訓練を優先的に取り組む課題と位置づけ、1997年に発
足したブレア首相率いる労働党政権は、貧困の撲滅と、学校の水準を向上、増加を続ける

                                                   
3 Department for Education and Employment. (1998). The learning age: A renaissance for a new 
Britain. London. 
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学校から排除される生徒への対応を目的とした社会的排除対策室（Social Exclusion Unit：
SEU）を内閣府内に設置した。同政権はその後、「1997 年教育法」で学校での職業教育の
実施を必須とするなど、青少年向け、成人向け、コミュニティ向けの施策を次々と打ち出

していた。これらの施策は大きな改善をもたらしつつあったが、同時に多くの課題も抱え

ていた。その大きな課題の一つが、類似したサービスを複数の機関が提供していることで

あった。例えば、16歳以降の教育・職業訓練を担う監督機関として 3つの機関が存在した。 
 
表Ⅱ-4-1：16歳以降の教育・職業訓練を担う監督機関と実施機関（1997年当時） 

監督機関 実施機関 

地方当局 学校、成人教育 

継続教育財政委員会 
（FEFC：Further Education 
Founding Council） 

継続教育カレッジ 

職業訓練・企業評議会 
（TEC：Training and Enterprise 
Council） 

雇用主、民間・公的機関、第３セクター 

 
それぞれの機関が提供しているサービスは類似しているにも関わらず、それぞれが独自

の実施手法や予算を持ち、利用者にとっては混乱を招くものであった。また以下のような

問題点がそれぞれの機関に対して指摘されていた。 
 地方当局は一般会計予算からシックス・フォーム4予算が配分され、独自の裁量によっ

て優先事項を決定できたが、シックス・フォームの改善は見られなかった。 
 継続教育財政委員会の予算は透明性があったが、継続教育カレッジのニーズに基づいて

使用され、雇用主、個人の技能に対するニーズを満たすようには使われていなかった。 
 職業訓練・企業評議会予算は職業経験を通しての訓練が行われ、地元雇用主のニーズに

応えていたが、72 ある地方事務所は多くの間接費を発生させ、既存の枠組みでは多く
の仲介者が存在し、責任の所在を不明瞭にしていた。 
（例）教育技術省→中央政府地域事務所→職業訓練・企業評議会→国家研修機関 

→分野研修機関→雇用主→受講者 
 
機関間の異なる枠組みは官僚主義を生み出し、利用者にとっても混乱を生じさせるもの

であり、学習者の学習を奨励するよりも、むしろ妨げになった。例えば、生徒がパートタ

イムか正規学生かによって、同じ大学に継続教育財政委員会や職業訓練・企業評議会から

                                                   
4 通常、中等教育学校終了後の 2年間の教育のことを示す（「表Ⅱ-1-1：イングランドの教育制度」参照）。 
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資金が配分されていた。また近代的な徒弟制度（Modern Apprenticeship5）の枠組み外で

資格の学習を行うと、一部は職業訓練・企業評議会、一部は継続教育財政委員会から資金

が提供されていた。これらの仕組みは利用者の学習を妨げるだけではなく、キャリア・ア

ドバイザーや教員が、若者やその親を支援することを難しくしていた。 
また各機関の異なる枠組みのため、品質管理体制や監査の枠組みも異なっていた。シッ

クス・フォームは教育水準局（Ofsted）によって、同じようなサービスを提供している継
続教育大学は継続教育財政委員会によって、まったく違った手法により監査されていた。

監査の頻度も異なり、地方当局の成人教育サービスはほとんど監査されていないという状

況にあった。このように類似・重複業務があるにもかかわらず評価、書類の形式、評価後

の対応は統一されておらず、サービスの向上、データの比較を妨げていた。当時の枠組み

は、一貫性のあるサービスの提供、水準の向上、雇用主や教育・職業訓練受講者に行き届

く予算を限られたものにしていた。また機関間の効果的な調整や戦略的計画の策定も行な

われていなかった。 
 
（4） 学習技能評議会、コネクションズの設立 

これらの問題を解決するためにはサービス、その提供機関の統合は欠かせないものとな

っていた。その実践を保証するために 2000年学習技能法が策定され、その第 114条による
学習技能評議会（Learning and Skills Council ：LSC）と、コネクションズが設立された。 

16 歳以降の職業訓練の提供に関しては、継続教育財政委員会と職業訓練・企業評議会を
統合した学習技能評議会が全国 47ヵ所に設立された。学習技能評議会には地方当局、継続
教育財政委員会、職業訓練・企業評議会にあった、コミュニティ・成人教育、継続教育カ

レッジ、職業訓練、労働力開発のサービス提供に関する責任と予算が委譲され、16 歳以降
の職業・訓練における戦略的発展、計画、運営、品質確保を担当することになった。 
学習技能評議会の管轄地域にあわせて、47 のコネクションズ・パートナーシップが全国
に設立されることになった。コネクションズのサービス提供対象者は 13 歳から 19 歳の全
ての若者（学習困難・障害を抱える者は 24 歳まで）である。これは、「義務教育からその
後の移行準備に対する支援が十分なされていない」、「キャリア・サービス、ユース・サー

ビス、教育福祉サービス等それぞれの機関によって提供されていたサービスの統合が必要

である」、「若者が一箇所で包括的なサービスを受けることができるようにしなければなら

ない」等の指摘に対応するために設立された。コネクションズは学習技能評議会と連携し、

教育・職業訓練に参加していない 13～19歳の若者が、継続的に教育あるいは職業訓練に参
加できるよう、情報、助言、指導サービスを提供することを目的としている。 
 

                                                   
5 正規学生でない全ての人に仕事経験を通して技能を修得し、資格を取得する機会を提供するプログラム。
現在では単に Apprenticeshipと呼ばれている。 
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2000年学習技能法 

第 114条：サービスの提供 
（1） 国務大臣は教育、職業訓練へ効果的に若者が参加することを（直接的あるいは間接的

に）支援する、あるいは可能にすると思われるサービスの提供を実施または保障する

ことができる。 
（2） サービスの保障にあたり、特に以下の事項を行うことができる。 

（a） サービス提供のために地方当局とその他の者による体制を整備する。 
（b） 地方当局にサービスを提供すること、サービスの提供を保障、またはサービスの

提供に参加することを指示する。 
（3） 第 2項の整備と指示は以下の内容を含む。 

（c） 国務大臣による補助金、融資、その他の財政支援（条件付きあるいは無条件） 
（d） 体制整備がなされる、あるいは指示を与えられる者には、国務大臣によって指達

されるガイダンスを尊重するように求める。 
（4） 本条における「若者」とは 13歳以上 20歳未満の者を意味する。 
（5） 本条における指示は、新たな指示により撤回あるいは改訂される可能性がある。 
 
 
4.1.2 コネクションズに対する評価 

2000年にパイロット事業が始まって以来、コネクションズ・サービスの仕組みや成果に
ついて、いくつかの評価がなされてきた。そのうち、比較的重要と思われる以下のものに

ついて概要を示す。 
 『コネクションズ・パイロット事業からの教訓6』（2001年 10月発行、教育技能省から
の委託により民間調査会社が調査） 

 『コネクションズ・サービス 全ての若者への助言と指導：会計検査院長官報告書7』

（2004年 3月発行、会計検査院による調査報告書） 
 庶民院（下院）公会計委員会 2003-04年度会議第 48号報告書「コネクションズ・サー
ビス8」（2004年 11月発行） 

 外部識者による評価等 
 
（1） コネクションズ・パイロット事業からの教訓 

2001年の 4月からの本格的な導入に先立ち、前年よりアクション・リサーチ（実際に事
業を行いつつその調査研究を行う手法）の形式により、英国内 13の地域でパイロット事業

                                                   
6 Dickinson, P. (2001). Lessons learned from the Connexions pilots. London: Department for Education 
and Skills. 
7 National Audit Office. Connexions Service Advice and guidance for all young people: A report by the 
Comptroller and Auditor General. London: The Stationery Office. 
8 House of Commons Committee of Public Accounts. (2004). Connexions Service: Forty-eight report of 
session 2003-04 (HC618). London: The Stationery Office 
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が実施された。この調査で設定されたテーマ、ならびに主要な結論（長所・課題）は次の

とおりであった。 
① 戦略的パートナーシップの開発、性質、構造 

 いまだ目的や位置づけ等について混乱は見られるものの、政府高官らによる強力

な主導力と潤沢な予算付けによって支持されている。 
② 実験的コネクションズ・サービス 

 多機関の横断的協力という理念に則り、さまざまなサービスが若者と直接顔を合

わせて提供されたが、その効果については計測が難しい。 
③ パーソナル・アドバイザー 

 さまざまな背景を持ったパーソナル・アドバイザーが、開発された訓練プログラ

ムを受け、必要な技能を身につけて業務を行ったが、訓練プログラムについては

改善の余地がある。 
 パーソナル・アドバイザーは、もっぱら困難な若者たちのために業務を行い、す

べての若者を対象とした「一般的なサービス」はあまり提供されなかった。 
④ 利用者の視点 

 ほとんどの若者がサービスに満足し、特にパーソナル・アドバイザーが個人的に

よく話を聞いてくれるところが、評判の高い点であった（表Ⅱ-4-2参照）。しかし
中には、自分の行動に問題があるためにパーソナル・アドバイザーのもとへ連れ

て行かれたと感じる若者もいた。 
⑤ 若者の参画 

 若者を、サービスの対象者として扱うのみでなく、サービスづくりに参画させる

ためのさまざまな手法を試すことにおいて、従来よりも前進が見られたが、若者

がサービスの決定過程にまで加わる仕組みをつくるのは今後の課題である。 
⑥ 学校やカレッジにおけるコネクションズ 

 全体的に、学校とコネクションズの関係はうまく行っており、教師とは異なる相

談相手としてのコネクションズ・パーソナル・アドバイザーの存在が、生徒たち

に評判が良い。しかし、教師とパーソナル・アドバイザーの役割分担の明確化な

どが今後の課題である。 
⑦ 特定のグループに属する若者への業務 

 さまざまなニーズを抱える、特定のグループの若者を対象としたサービスについ

て検証することができたが、すべての若者に対する一般的なサービスと、特別の

ニーズを持つ若者にふさわしいサービスの双方を提供するためには、多大な資源

が必要となる。 
⑧ 農村地域の課題 

 農村部には教育や雇用、交通、その他のさまざまな機会が、都会に比べて限られ

ているため、特別の配慮が必要である。 
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⑨ ニーズの定量化 
 若者のニーズをマッピングする手法を実験し、効果は見られたが、データ収集やコ

ストの面から、実用は難しい。 
⑩ コネクションズ利用者情報システム 

 多くの場合、キャリア・サービスで使用されていた利用者情報システムが移行さ

れた。どのように若者を参画させ、他機関と協力するか等の課題が確認された。

また、技術者等の人材確保の面でも課題がある。 
⑪ 実証重視の実践 

 パイロット事業ではこの点はあまり重視されておらず、いくつかの地域でパーソ

ナル・アドバイザーが記入している日報が、ほぼ唯一の事実を書き残す実践活動

であった。 
 

表Ⅱ-4-2：利用者からみたコネクションズ・サービス（パイロット事業）の評価 

パーソナル・アドバイザーとの話し合いが役に立った。 96％ 

サービスへの利用しやすさ、情報や支援の有益さ、パーソナル・アドバイザーへの連絡のつ

きやすさについて、「良い」あるいは「とても良い」と思う。 9割弱 

コネクションズ・サービスのおかげで学業や職業訓練に興味を持つようになった。 79％ 

「良い」仕事に就けるのではないかと自信がついた。 70％ 

コネクションズ・サービスが学業や職業以外の問題についても役立った。 75％ 

サービスを受けた結果、もっと出席するようになった、もっとやる気が出た、自信がもてる

ようになったなど、何らかの変化が生じた。 87％ 

パーソナル・アドバイザーと今後も連絡を取り合いたい。 89％ 

以前に受けた支援よりも、コネクションズ・サービスの方が良い。 77％ 
出典：Lessons learned from the Connexions pilots, by P. Dickinson, 2001, p.267より作成。 
 
こうして、コネクションズ・サービスはパイロット事業の段階で概ね高く評価され、本

格的に導入されていった。なお、その後の課題として特に強調された点は、以下の 4 点で
あった。 
 多機関で業務を行うようになるための着実な変化の道筋を描くこと。 
 すべての若者を対象とした支援のレベルを上げること。 
 若者や地域住民の参画を促すこと。 
 パートナー間に構築された仕組みの中で、どのようにサービス提供を行うか明らかにす

ること。 
 
（2） 会計検査院の調査報告 

2001 年 4 月から本格導入されたコネクション・サービスでは、全国 47 ヵ所のコネクシ
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ョンズ・パートナーシップを通じて、13～19歳の若者に「情報・助言・指導」のサービス
提供が行われた。従来の青少年向けサービスと比べて「根底より変革された方法（radically 
changed way）9」（表Ⅱ-4-3参照）で若者から大人への移行を支援するものであったが、従
来行われてきたキャリア・サービスと比べると、そのサービスの範囲が広がったとはいえ、

倍の経費（年間 4.5億ポンド10）が掛かっていた。そのような背景を受け、会計検査院によ

る調査は、次の視点により行われた。 
 コネクションズが、設定された数値目標に向けてどの程度前進しているか。 
 コネクションズが、13～19歳のすべての若者に質の高い助言や支援を提供するという、
より広範な目標をどの程度達成しているか。 

 コネクションズは、若者向けのサービスを提供する他の機関と効果的なパートナーシッ

プを築いているか。 
 
表Ⅱ-4-3：コネクションズの導入による若者への助言・指導の変化（2004年 3月時点） 

 コネクションズ導入前 コネクションズ導入後 
キャリア・アドバイ

スの受けやすさ 
学校を訪れるキャリア・アドバイザーに

より助言が行われていた。キャリア・ア

ドバイザーは学校のほとんどすべての

生徒に面接を行っていた。1998 年に政
策変更があり、キャリア・アドバイザー

の業務は、最もニーズの高いと思われる

若者に焦点が絞られることになった。 

学校がニーズのある若者を特定し、パー

ソナル・アドバイザーとの面談をアレン

ジする。若者は自分たちで、パーソナ

ル・アドバイザーと会うことを選ぶこと

もできる。その方法としては、学校やカ

レッジを通じて、コネクションズ・ダイ

レクトに電話をかける、コネクション

ズ・ワンストップ・ショップを訪れる、

などがある。すべての若者がパーソナ

ル・アドバイザーと面接をしなければな

らないわけではないという前提に立っ

ている。 
他のタイプの助言

を受ける場合 
若者は、麻薬、性的健康、金銭問題など、

それぞれの問題別に、助言がもらえる専

門家を探さなければならなかった。 

パーソナル・アドバイザーは、若者の抱

える幅広い課題について、助言が受けら

れるよう案内をしてくれる。 
学校の役割 学校はカリキュラムに応じたキャリア

教育を行う義務があった。また、学校に

は、キャリア・サービス機関が、若者と

面会し、キャリアについての助言や指導

を行うことができるようにする義務も

あった。 

学校は引き続き、カリキュラムに応じた

キャリア教育を行う義務がある。これは

現時点11では 9～11歳が対象だが、2004
年 11月からは、7～11歳が対象となる。
また、学校には、コネクションズ・サー

ビス機関が、若者と面会し、キャリアに

ついての助言や指導を行うことができ

るようにする義務もある。 
業績目標値 キャリア・サービスは、キャリア計画の

完了数といった投入量に焦点を当てた

目標値を用いていた。 

コネクションズは、教育にも雇用にも訓

練にも参加していない若者の数の減少

度合いなど、成果に焦点を当てた目標値

を用いている。 
出典：Connexions Service Advice and guidance for all young people: Report by the Comptroller and 
Auditor General, by National Audit Office, 2004, p. 3より作成。 

                                                   
9 National Audit Office前掲書、p.3 
10 2004年 3月当時のレート 1ポンド＝約 200円で計算すると、約 900億円である。 
11 2004年 3月現在。 
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それぞれの視点に基づいた調査結果の概要は次のとおりである。 

1） 数値目標の達成度 

この項目に関する総括的な評価は、「コネクションズは目標に向かって前進をしているが、

目標設定とその計測は元来困難なものである12」というものであった。以下、各指標に関す

る達成度は次のように評価された。 
 NEETの若者の割合の減少：16～18歳の NEETの若者について、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。ただし長期的に減少
が続くかは、経済成長などコネクションズの制御できない要因の影響が大きく、不確実

である。 
 13～19 歳の若者の完全なデータの構築：データベースの構築により「労働力調査」や
行政機関のデータと比べて正確さが高まるなど、コネクションズは 13～19歳の若者の
教育、雇用、職業訓練に関する情報の質を著しく向上させた。 

 すべての 13～19歳の若者への一般的サービスの提供：明確な目標値の不在により、コ
ネクションズの一般的サービスに対する重要性の認識や、提供したサービスの認知度が

低い。 
 パーソナル・アドバイザーの学校への最低週 1回の訪問：指標を計る十分なデータが不
足しているが、週に 1回の訪問も受けていない学校は 24％から 18％に減った。資源の
再配分が行われ、サービスを受ける学校に偏りがなくなる傾向にある。 

 
2） すべての若者への質の高いサービスの提供 

この項目に関する総括的な評価は、「コネクションズはパーソナル・アドバイザーと面会

した若者には質の高いサービスを提供しているが、助言が役立つと想定されるすべての若

者がサービスを受けられているわけではない13」というものであった。パーソナル・アドバ

イザーの絶対数の不足（当初 15,000 人が必要との見込みに対し当時は 7,700 人）、及び必
要なトレーニングを受けたアドバイザーの数の不足などが影響し、サービスを受けた若者

の大多数からは高い評価を得ているものの、そのサービスを受けられる若者が限られてい

るという結果であった（表Ⅱ-4-4参照）。 

                                                   
12 National Audit Office前掲書、p.19 
13 National Audit Office前掲書、p.19 
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表Ⅱ-4-4：パーソナル・アドバイザー1人当たりの取扱件数の予測値と実際値 
 深刻かつ複数の問題を

抱えている若者 
学校からの中途退学や

非現実的な選択を 
しようとしている若者 

問題が少ない若者 

当初目標の件数 20～30件 250～300件 800～1000件 

現状の推定件数 40～50件以上 400～500件 不明 

出典：Connexions Service Advice and guidance for all young people: Report by the Comptroller and 
Auditor General, by National Audit Office, 2004, p. 32より作成。 
 

3） 他機関とのパートナーシップ 

各地域におけるパートナーシップを構築した業務実施状況は、「大成功（very successful）」
であると評価されている14。また、コネクションズ・パートナーシップのいくつかが直面し

ている問題は、コネクションズと他のパートナーとの間の根本的な違いによるものという

より、それぞれの地域ごとに特有の問題であると結論付けている。 
 
（3） 庶民院（下院）公会計委員会での審議 

2004年 5月、英国議会庶民院（下院）の公会計委員会において、上述した会計検査院に
よる調査結果が報告され、それを基に教育技能省コネクションズ・サービス室長等を証人

に招いて、コネクションズの評価並びに今後の方向性に関する審議が行われた。その後も、

教育技能省からの追加資料等が委員会に提出され、同年 10月に委員会は次のような「結論
及び提言」を導き出し審議完了とした。同委員会による結論及び提言は、以下のとおりで

ある。 
① コネクションズは学校と協力し、学校が高水準のキャリア教育を行う手助けをすべきで

ある。 
② コネクションズのスタッフは、学校の教職員向けに行われる地元の適切な研修会に出席

し、例えば助言を必要としている若者の特定や照会の仕方について、教職員への研修活

動を行うべきである。 
③ 教育技能省は、異なるグループの若者に対する配慮の仕方が、英国内の各地方のコネク

ションズ・パートナーシップにより、明らかに差があることの理由を検証すべきである。 
④ コネクションズ・パートナーシップは、2005 年 3 月までにすべての職員がコネクショ
ンズに関する所定の研修を受講するよう保証すべきである。 

⑤ コネクションズは、全国規模で共通の懸案事項を特定しそれに対処することができるよ

う、利用者によるフィードバックから読み取れる重要なメッセージや教訓、並びにそれ

らへの対処方法を、業務報告書に記載するよう各パートナーシップに依頼すべきである。 
⑥ 教育技能省は、政府地域事務所に依頼して、教育にも雇用にも訓練にも参加していない

                                                   
14 National Audit Office前掲書、p.41 
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若者の割合を減少させる、容易ではないが達成可能な目標について、地元のパートナー

シップと合意形成をするよう依頼すべきである。 
⑦ コネクションズは、教育・雇用・訓練への参加度合いを高めるというコネクションズ自

身の目標と、雇用に訓練を伴わせるという学習技能評議会の達成目標とが、整合性の取

れたものになるよう調整すべきである。 
⑧ コネクションズは、情報保護法に関連した混乱を解決し、すべてのパートナーシップが

効果的な情報共有を行えるよう支援すべきである。 
⑨ コネクションズの官民双方のサービス提供者が、可能な限り「同じ土俵の上で」業務を

執行でき、付加価値税の課税などの面で民間セクター側が不利にならないような工夫を

すべきである。そのために、地方当局を主なパートナーとするという手法の検討もされ

ている。 
教育技能省は、これらの提言を考慮し、独自の詳細な内部調査の結果を踏まえ、2004年
秋に若者向け施策に関する緑書15を公表することを約束した。 
 
（4） 識者による評価等 

これまで紹介したコネクションズに対する評価は、公的機関によるもの、あるいは公的

機関からの委託によるものであったが、その他にも公的機関とは独立した立場から、何人

かの識者がコネクションズに対する評価を行った。そのうち比較的コネクションズ・サー

ビスに関して包括的な評価をしていると思われる論文や報告書等をレビューし、以下のよ

うな課題を抽出した。なお、レビューした主な文書は次のとおりである。 
 Artaraz, K. (2007). Going full circle?: Integrating provision for young people in the 

Connexions Service. Social Policy & Society 7 (2), 173-183. 
 Hughes, D. (2005). Connexions: Developing options and opportunities. University of 

Derby, Centre for Guidance Studies. 
 Smith, M. K. (2000/2007). The Connexions Service in England, The Encyclopaedia 

of Informal Education.  
 Watts, A. G. (2001). Career guidance and social exclusion: A cautionary tale, British 

Journal of Guidance and Counselling, 29 (2). 
 

1） サービスの質 

コネクションズ・サービス導入以前は、就職支援に関してはキャリア・サービス、レク

リエーションやボランティア活動等に関してはユース・サービスというように、それぞれ

の機関がその専門分野を持ち、サービスの提供を実施していた。しかしコネクションズ・

サービスでは、パーソナル・アドバイザーが非常に幅広い領域の情報・助言・指導を提供

                                                   
15 これが緑書『若者は大切（Youth Matters）』であり、第 1章で述べたとおり（pp.19-20）、緑書の発行
は半年以上遅れ、2005年 7月の発行となった。 
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することが求められることとなった。パーソナル・アドバイザーは、キャリア・アドバイ

ザー、ユース・ワーカー等の職歴を持つものが多く、パーソナル・アドバイザーになるこ

とによって、それまでの専門分野以外のサービスも提供することになった。それに伴い、

必要な能力を習得するため、トレーニングを受けることを義務付けられているが、トレー

ニングは短期間で、専門性を身につけるには十分な期間ではなく、サービスの質の低下が

懸念される。 
 

2） パートナー機関間の連携 

コネクションズ・パートナーシップは、各分野における質の高い専門的なサービス提供

を実施するため、多くの機関をパートナーとし、その協力のもと､若者の複合的なニーズを

満たすことが期待されていた。しかし、連携は期待されたように進んでいない場合がある。 
 

3） 一般的サービスと特別なニーズをもつ若者向けの集中的サービスのバランス 

コネクションズ・サービスは、理論上全ての 13～19歳の若者を対象としている。サービ
スの内容は学業、家族の問題等一般的なものから、NEET など特別なニーズをもつ若者に
対する集中的なサービスまで多岐にわたる。しかし、実際には特別なニーズをもつ若者へ

のサービスの比重が高くなり、全若者を対象とした一般的サービスの提供が行われなくな

っている場合がある。 
 

4） 費用対効果 

コネクションズ・サービスの導入後、NEETの数に減少が見られた16。しかしその減少を

コネクションズによる効果だと仮定した場合、一人当たりの NEETを減少させるコストは、
以前のキャリア・サービスによるコストよりも大きくなるとの試算もある。 
 
これらの課題については、外部識者の方がより批判的な評価をしている傾向が見られる

ものの、サービスの質、多機関間の連携、一般的・集中的サービスのバランス、費用など、

会計検査院による評価でも指摘されていた項目と重なっている。 
 
4.1.3 「若者は大切」（2005年）以降の政策の変遷及び現状 

（1） 「若者は大切」における青少年施策 

「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

政策の中核をなす施策が打ち出された。その後、2005年には『若者は大切』が発表され、
以下の 6つの基本原則に基づいた施策が提案された。 

                                                   
16 Connexions(2005), “Partnership NEET Targets met Connexions”の報告によれば、NETTの割合は 9%
から 7.7%へ減少した 
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 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。 
 若者たちへの機会と支援の拡充、並びに彼らが果たすべき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。 
 順調な者とそうでない者の格差を縮小しながら、すべての若者の成果指標を向上させる。 
 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、民間等から広

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。 

 
これらの施策・原則を具現化する主な施策が以下のものである。 

1） 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 

サービスの地方化と一元管理のため、広く認知されつつあった「コネクションズ」の名

称（ブランド）は残しつつ、「統合的な情報・助言・指導（IAG17）サービス」として、そ

の提供および資金管理の責任を 2008年 4月までに、子どもトラストを通じて業務を行う地
方当局へ委譲することとなった。従来のコネクションズ・サービスの提供者（コネクショ

ンズ・パートナーシップ等）は、子どもトラストのパートナーのひとつとなる。それによ

り、13～19歳の若者を対象としたコネクションズ・サービスと、より年少の子どもたちを
含む幅広い年齢層の青少年やその親向けの各種サービス、あるいは医療や犯罪対策などよ

り専門性の高いサービスとの統合が、一層進むことが期待されている。また、IAG サービ
スの提供については、学校や継続教育カレッジ等の責任が、一層大きくなっており、場合

によっては外部のサービス提供者に頼らずに、独自に行うこともできることとなった。 
 

2） 地域機会づくりカードと若者たちのエンパワーメント 

地域機会づくりカードとは、地域で参加できる諸活動に対する真の影響力と選択権を若

者たちに与えることを目的としたカードである。カードを使えば、さまざま活動や施設利

用に対する割引サービスが、商店からカード保有者へ提供される。またカードに電子マネ

ーを「チャージ」をすれば、若者たちが選択したスポーツやその他の建設的な活動にも使

用できる。カードは写真付きで、年齢証明の役割も果たし、若者たちにも便利であると同

時に、年齢制限未満の者に対するタバコ、アルコール、揮発性物質の販売を規制する構想

にも活かすこともできる18。 

                                                   
17 Information, Advice and Guidance 
18 例えばケンブリッジシャーでは、公的保護を受けている子どもや低所得の家庭の若者らに対し、地方当
局は g2gカードと名づけられた電子マネーのようなカードに毎月 40ポンドの資金をチャージする。この資
金は、自動車教習所、ダンスクラス、映画のヒット作など、当局が承認した教育的な余暇活動に使うこと

ができる。2008年 4月に開始され、11月までに 1,500人に配布され、その費用は 140万ポンドに上る。
担当者も利用者も、青少年を活気付け、積極的な社会参加を促すこの施策に満足している。また、この施

策により、通常はなかなかサービスが行き届きにくい青少年にも、コンタクトを取ることができるように

なったという。 Babalola, M. (2008, November 5). Card that gives children some credit. The Guardian. 
Retrieved February 7, 2009, from http://www.guardian.co.uk/society/2008/nov/05/ 
g2g-card-cambridgeshire/ 
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カードの導入により、すべての若者が、それぞれの余暇時間に広範な建設的活動に参加

する機会をもち、より多くの若者たちがこうした活動に参加し、若者自身が活動の選択を

できるようにする。また、地域内で行うべきことや行くべき場所について若者自身に管理

してもらい、参加するべき活動に対する若者の裁量を拡大する。特に、恵まれない若者た

ちや、今のところ建設的な活動に参加していない若者にも焦点をあてている。 
 

3） 諸活動の新しい国家基準 

若者たちのための諸活動の重要性を高めるために、以下の活動に対する基準を設置した。 
 スポーツ活動に週 2時間参加する。 
 クラブ、青少年団体、講習会など、その他の建設的活動に週 2時間参加する。 
 ボランティア活動を通じて地域社会に建設的に寄与する機会を持つ。 
 その他の多種多様なレクリエーション活動、文化活動、スポーツ活動、生活を豊かにす

る経験をする。 
 安全かつ楽しい、様々な場所で時間を過ごす。 

 
（2） 「若者は大切」以降現在までの青少年向け施策の変遷と現状 

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。
2005年以降、子どもトラストのパイロット事業、地域協定（LAA）のパイロット事業等を
通じて、パートナーシップに基づいた青少年向けの包括的サービス提供の成功事例も出現

してきている19。しかし、1997 年以降の次々に新しい施策が発表されることもあり、地方
当局内では混乱が生じている例もみられる20。 
このような状況を受けて、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）が設立された。その設立目的は以下の通りである21。 
 国家、地域、地方レベルにおいて、「どのようにしたらうまく行くか」の実証事例を確

認・調整し、英国の青少年やその家族の成果指標を改善すること。 
 どのような手法や仕組みが青少年の生活に変化をもたらすかについて検証し、効果的な

実践に関するひとつの包括的なイメージを作り出すこと。 
 これらの情報を利用して、地方当局、子どもトラスト、その他の関係者と連携しながら

支援を行い、サービスの有効性を向上させること。 
 青少年とその家族のために最善を尽くすという情熱に支えられた、業務改善の文化を醸

                                                   
19 例えば、University of East Anglia in association with the National Children’s Bureau. (2007). 
Children’s Trust pathfinders: Innovative partnerships for improving the well-being of children and 
young people. Department for Education and Skills.など。 
20 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）とのインタビュー（2008年 12
月 26日）などによる。 
21 C４EOホームページ（http://www.c4eo.org.uk/about/default.aspx）“C4EO-About us”より。 
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成すること。 
続けて、子ども省は 2008年 11月末に『子どもトラスト：青少年とその家族の福祉の改
善のための多機関協力に関する法定ガイダンス22』、『法定ガイダンス：子ども局、子ども局

長、主任の役割と責任23』、「子どもトラスト・リーフレット」などを作成した。また 2009
年からは「委託支援プログラム（Commissioning Support Programme）」が始まる予定に
なっている。このプログラムは、子どもトラストのパートナーシップ機関向けのプログラ

ムであり、2011年 4月まで続く予定になっている。その目的は以下の通りである。 
 子どもトラストが委託するサービスの、一貫性と質の改善を支援すること。 
 青少年とその家族のニーズを満たすために、必要に応じたサービスが効率的に提供され

るよう支援すること。 
 子どもトラスト内に蓄積されている成功事例や知識・ノウハウを提供し、サービス提供

者のレベル向上につなげること。 
 

2008 年 11 月に成立した教育技能法では、青少年向け施策の大変換となる方針が打ち出
された。若者が 18歳に到達するまで教育あるいは職業訓練につくことを義務としたのであ
る。1997年移行継続されている英国の青少年施策の改革は、今もなお進行中である。本調
査を進める途中にも、次々と新しい施策が打ち出されている。これらの施策が今後どのよ

うに定着し、または修正、成果をあげていくかは今後の経緯をもうしばらく見守っていく

必要がある24。 
 
 
4.2 困難を抱える青少年を支援する制度の仕組み 
コネクションズ・サービスを実施する仕組みは、若者にさまざまな情報や助言を与える

パーソナル・アドバイザーと呼ばれるスタッフと、受益者取扱事項情報システム（Client 
Caseload Information System：CCIS）と呼ばれる情報共有のシステムにより構築された。
当初は、全国 47ヵ所に設置され、中央政府から直接業務委託を受けていたコネクションズ・
パートナーシップの下で、これらの仕組みが運用されてきたが、2008年 4月までにその機
能は、150の地方当局が設置した子どもトラストに移管された。本節ではまず、コネクショ
ン・サービスの担い手であるパーソナル・アドバイザーと、その統合的な業務を可能にす

る CCISについて概説し、サービスの質を確保するための監査の仕組みなどについて述べる。
なお、その後「どの子どもも大切」や「若者は大切」などの施策により、CAF 等さまざま
な手法や対策が導入されたが、前章までで既に詳しく述べたので、ここでは省略する。 

                                                   
22 Children’s Trusts: Statutory guidance on inter-agency cooperation to improve well-being of children, 
young people and their families 
23 Statutory Guidance on the Role and Responsibilities of the Director of Children's Services and the 
Lead Member for Children's Services 
24 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）などより。 
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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、実際
に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。パーソナル・アドバイザーは、コネ

クションズ制度導入前には、キャリア・サービス、ユース・サービス、教育福祉サービス

など、別々の機関が提供していた若者向けサービスを、統合した形で提供する。 
 
（1） 提供するサービスの内容 

コネクションズ・サービスとは、13～19歳の若者が教育や職業訓練に継続的に参加し、
職業に就くこと、自分の可能性を最大限発揮できるように、情報、助言、指導を提供する

ことである。そのサービスの内容は以下の通りである。 
 就業努力の不足や、就業機会獲得への困難が見受けられる若者に対して、職業に関する

助言を行う。 
 若者が成長できる機会を提供する。 
 若者の希望する就学・就職機会の選択を支援する。 
 若者の薬物乱用、いじめ、妊娠、家出、自信喪失等の複合的な問題に対する支援。 

 
（2） 資格 

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の資格25を保有している

ことが条件となる。取得学士等の要件はない。仮にパーソナル・アドバイザーとして採用

された際にレベル 4 を保有していない場合は、見習いパーソナル・アドバイザーとして採
用され、次項「（3）研修」で述べるトレーニングを受けることによって、認定パーソナル・
アドバイザーになることができる。 
 
（3） 研修 

2008年 4月までのコネクションズ・パートナーシップ体制下においては、研修はコネク
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）が定めたプログラムと、

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ものとが有る。以下にコネクシ

ョンズ・ナショナル・ユニットのプログラムを紹介する26。 
① コネクションズ入門：コネクションズの原則、役割等コネクションズ制度の基本を理解

するためのコース。 
② コネクションズ APIR27フレームワーク：サービスの提供対象者である若者を支援する

                                                   
25 ほぼ高等教育の入門レベルに相当。 
26 本件については、『英国のコネクションズ・パーソナル・アドバイザーの養成制度等に関する調査報告書』
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、2006年 に詳しい。 
27 APIR（Assessment, Planning, Implementation, and Review）－若者支援のためのアセスメント、計
画、実施、事後評価の枠組み 
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ための枠組みである APIRの仕組みについて理解するコース。 
③ コネクションズの理解：戦略、スキルアップ等を含め、入門より深くコネクションズを

理解するコース。 
④ パーソナル・アドバイザーディプロマ：複合的な問題を抱えた若者を支援するパーソナ

ル・アドバイザー向けのコース 
なお、現在は「情報提供・助言・指導（IAG）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。 
 
（4） パーソナル･アドバイザーの数 

子ども省広報室によれば、「コネクションズのパーソナル・アドバイザーの数に関し、入

手可能な最新の数字は約 8,000人で、他に 3,000人のサービス提供スタッフが働いている。
ただし、このデータは 2004年当時のものであり、それ以降は集計されていない28。」（2008
年 11月 19日付電子メール） 
その他参考となる数値としては、表Ⅱ-4-5のようなものがある。 

 

表Ⅱ-4-5：パーソナル・アドバイザーの数について記載した資料等 

人数 時点 情報源 参考資料・注記 

7,722人 2004年 
3月 

英国会計 
検査院 

National Audit Office. (2004). Connexions Service 
Advice and guidance for all young people (Report by 
the Comptroller and Auditor General for presentation 
to the House of Commons HC 484 Session 2003-2004). 
p.7 Retrieved November 19, 2008, from 
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/03-04/
0304484.pdf 同報告書中にコネクション・サービスが企
図された当時、全国で 15,000人のアドバイザーが必要で
あると見込まれたことが記載されている。 

約 9,000人 
(推計) 

2005年 
12月 

内閣府政策統

括官（共生社会

政策担当） 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）『英国のコネクシ

ョンズ・パーソナル・アドバイザーの養成制度等に関す

る調査報告書』、2006年 
（Connexions South Londonでの聞き取り調査による。） 

約 10,000人 

2007年 
下旬から 
2008年 
上旬か 

コネクション

ズ・ダイレクト 

Connexions Direct. (n.d.). Connexions Personal 
Adviser. Retrieved November 20, 2008, from http:// 
www.Connexions-direct.com/jobs4u/index.cfm?pid=63
&catalogueContentID=657&render=detailedArticle 
コネクションズが若者へさまざまな通信手段により直接

情報提供を行う「コネクションズ・ダイレクト」という

サービスのホームページに掲載された、職業としてのパ

ーソナル・アドバイザーに関する記事中に記載されてい

る。文中の「現在（currently）」がいつの時点を指すのか
明示されていないものの、「コネクション・サービスが移

行期間中である」という文面から、2007 年末から 2008
年上旬に掲載された記事と推察される。 

                                                   
28 原文は、”The last figure we have available for the number of personal advisors working in 
Connexions is around 8,000, with 3,000 other delivery staff, although this data dates back to 2004 and 
is no longer collected.” 
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4.2.2 受益者取扱事項情報システム（CCIS） 

（1） 背景 

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）。 
 
（2） 目的 

 これまでに把握が不可能であった若者を把握すること 
 教育機関への所属の有無を把握すること 
 教育機関から労働市場へと移る若者とのコンタクトを維持すること 
 パーソナル・アドバイザー、主任専門家がもっとも弱い立場にいる若者を特定し、彼ら

のニーズを把握すること 
 総合的な情報記録システムを構築すること 

 
（3） 登録対象と内容 

1） 登録対象者 

13～19 歳までの全ての若者（ただ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。各地方教育当局は次の登録基準に当てはまる若者を全て登録し、登録された

若者の集団はコーホートと呼ばれている29。就学中あるいは就労済みの如何を問わず、13
歳から 19歳の全ての若者について状況を把握することになっている。 
 地域内にある第 11学年までの学校に通う若者 
 地域内の矯正施設に入所している若者 
 地域内に居住していて就学していない若者 
 地域内に居住していて高等教育機関に通う若者 

 
若者の現況に関するデータの有効期限は、若者個々の状況によって詳細なルールに基づ

き決定され、基本的には確認から 1ヶ月後、3ヵ月後、6ヵ月後、1年後、2年後である。
有効期限はパーソナル・アドバイザーがある時点で現況確認を行ったときに、現況がいつ

まで続くのかを基に決定される。例えば義務教育終了後に、6ヶ月のトレーニングを受ける
若者に対しては、トレーニング終了後に再度現況確認が行われる。他には、ある若者は（17

                                                   
29 若者は、一義的には、所属するコーホートを管轄する地方教育当局からサービスを受けることになって
いるが、他の地域でサービスを受けることもできる。この場合には、他地域のコーホートを副コーホート

と呼ぶ。 
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歳）職業訓練校に通うことになっており、実際に学校に現れないとなると、パーソナル・

アドバイザーがその若者にコンタクトをとり、登録がなされるという例もある30。 
 

2） 登録内容 

CCISに登録される内容は地域毎に設定することになっているが、子ども・学校・家庭省
は、中央で管理するデータベースに情報提供する共通項目とともに、登録項目例（表Ⅱ-4-6）
を示している。その項目数は 250近くに達し、主な内容は以下の通りである。 
 若者・保護者の基本情報、就学就労現況情報 
 義務教育終了時及びそれ以降（第 11・12・13学年）の進路希望情報 
 学歴、教育・訓練の到達度、トレーニング・就労に関する情報 
 若者を支援するパーソナル・アドバイザーの情報や介入履歴、求人情報 
 今後の計画やモニタリングに関する情報など 

 
（4） 運営管理体制 

CCISは、次のとおり地方教育当局の管理責任の下、学校や子どもトラストに参加するパ
ートナー団体などとの間で、情報を共有する（図Ⅱ-4-1参照）。 

 
全体管理責任者 

地方教育当局（全国 150地域） 
 
情報共有機関 

 子ども・学校・家庭省 
ただし CCIS は各地域により異なるため、全国規模の National Client Caseload 
Information System（NCCIS）には限られたデータのみを統一様式で集約することに
なっている。 

 地方教育当局、及びその他青少年育成施策に関係する地方行政機関 
 パートナー団体 
 学校、高等教育機関 
 学習・技能評議会 
 青少年犯罪対策チーム 
 ジョブ・センター・プラス（職業安定所） 

                                                   
30 DCSF現地聴き取り調査より 
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図Ⅱ-4-1：CISS運営概略図 

 
データベース運営管理担当者 

上記各青少年サービス提供者と、以下の例にあるような CCIS支援チームによって、デー
タベースの運営管理が行われる。 

（CCIS支援チーム構成例） 
MIコーディネーター―MI管理担当者―データ管理担当者―MI上級事務員 

―MI事務員―データベース管理担当者 （MI=Management Information） 

 
データ更新は、情報に変化があればその都度行われるが、最低でも 1 年に 1 度はデータ
の確認を行う。 
 
（5） 情報管理 

1） 情報保護 

データ保護法（The Date Protection Act 1998）、情報管理局の「個人情報の共有に係る
実施規程大綱」に基づいて保護される。 
 

2） 情報共有同意 

基礎情報は、保護者、本人の同意なしに CCISに提供される。しかし、CCIS使用者によ
る情報共有については、データ保護法に基づいて保護者、本人が拒否できる。拒否する場

合には、その理由を CCISへ記録することになっている。 
 

3） アクセス制限 

パスワードが設定され、その有効期限は定期的に無効になる。アクセスできる情報のレ

ベルは、サービス提供者によって異なる。 
 

同意 

NCCIS 

 CCIS 

 

学校 

 

大学 

 

学習 

技能 

評議会 

青少年 

犯罪 

対策 

チーム 

 

ジョブ 

センター 

プラス 

 

その他 

行政 

機関 

情報の提供・利用 

管理 

本人・ 

保護者 

一部情報共有 

CCIS CCIS CCIS CCIS 地方 

当局 

子ども 

学校 

家庭省 
管理 
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表Ⅱ-4-6：CCISに登録されるデータ（子ども省により示された例） 
若者記録ID 保護者名 

名 保護者姓 

姓 保護者ミドルネーム 

ミドルネーム 保護者敬称 

通称 保護者優先言語 

旧姓 保護者住所 

性別 保護者郵便番号 

生年月日 保護者電話種別 

主管地方当局番号 保護者電話番号 

コーホート種別（主／副／無効） 

保護者 

連絡情報 

保護者メールアドレス 

活動調査年次 就学就労現況種別 

第11学年時の地方当局番号 現況開始日 

共管地方当局番号 現況記録日 

若者事例取扱状況 現況確認日 

事例取扱開始日 現況情報源 

事例取扱終了日 現況再確認日 

住所種別 現況終了予定日 

住所 現況終了状況 

郵便番号 

電話種別 

転入したNEETコーホート所属青年の転入元

での就学就労状況種別 

電話番号 

メールアドレス 

転入したNEETコーホート所属青年の転入元

地方当局番号 

過去の「合意活動支援パイロット事業」参加の

有無 

転出するNEETコーホート所属青年の転出先

での就学就労状況種別 

ケーススタディ記録の必要性 

事業評価対象選出 

転出するNEETコーホート所属青年の転出先

地方当局番号 

事業評価の拒否 サポート必要度 

民族種別 サポート必要度記録日 

民族決定根拠 NEET開始日 

優先言語 就学就労終了予定日 

教育・訓練到達レベル 

就学就労 

現況情報 

教育コース期間 

到達日 第11学年時進路希望 

現所属教育機関地方当局番号 第11学年時進路決定要因 

現住所の地方当局番号 

第11学年時 

進路希望 

情報  第11学年時進路希望聴取日 

担当事務所番号 第12学年時進路希望 

コネクションズ・カード番号 第12学年時進路決定要因 

国民健康保険番号 

第12学年時 

進路希望 

情報  第12学年時進路希望聴取日 

学習者固有番号 第13学年時進路希望 

CISS記録作成日 第13学年時進路決定要因 

パーソナル・アドバイザー名 

第13学年時 

進路希望情

報 第13学年時進路希望聴取日 

パーソナル・アドバイザー姓 個人的特記事項種別 

アドバイザー配置日 個人的特記事項履歴 

直近の介入日 開始日 

次回介入予定日 

個人的 

特記事項 

情報  
終了日 

義務教育修了予定日 地方当局番号 

学習障害・困難有無 地方当局名 

特別な教育ニーズ種別 教育施設の子ども省番号 

学習障害・困難種別（16歳超） 生徒固有番号 

個人的特記事項記録の有無 教育施設種別 

APIRデータ有無 教育施設名 

CAF データ有無 教育施設住所 

若者情報 

CAF 記録日 教育施設郵便番号 

 「合意学習支援パイロット事業」参加有無 入学日 

 「合意学習支援パイロット事業」開始日 卒業日 

 「合意学習支援パイロット事業」終了日 実際の学年 

 生徒固有番号 

学歴情報 

就学就労現況に基づく学年 
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到達点への既達・未達 求人情報ID 

取得資格の種別 求人地域 

分野 求人状況種別 

成績 求人標準職業コード 

教育・訓練 

到達度情

報 
到達日 求人種別 

職業訓練提供者 求人応募書類提出日 

予定開始日 求人応募結果 

予定終了日 応募結果辞退理由 

開始日 

求人情報 

辞退日 

終了日 計画種別 

職業訓練完了状況 計画担当パーソナル・アドバイザー姓 

職業訓練未了理由 計画担当パーソナル・アドバイザー名 

職業訓練別 計画合意日 

職業訓練標準職業コード 活動計画内容 

雇用主名 現在状況 

雇用主産業コード 達成目標 

雇用開始日 目標達成予定日 

雇用終了日 達成内容 

役職 若者の活動 

標準職業コード 他者の活動 

雇用形態 振り返りコメント 

職業訓練・

就労情報 

付随職業訓練の有無 コメント日 

パーソナル・アドバイザー姓 今後へ向けて 

パーソナル・アドバイザー名 他の関与機関 

パーソナル・アドバイザー通称 計画達成状況 

パーソナル・アドバイザー種別 他機関の関与内容 

パーソナル・アドバイザー役割 改訂振り返り日 

パーソナル・アドバイザー所属事務所 改訂目標 

パーソナル・アドバイザー電話種別 発生した問題 

パーソナル・アドバイザー電話番号 

計画・ 

モニタ 

リング情報 

達成状況再確認 

パーソ 

ナル・ 

アドバイ 

ザー 

情報  

パーソナル・アドバイザー・メールアドレス 機関ID 

CCIS 利用者のアクセス諾否 機関種別 

CCIS 情報共有の諾否 機関名 

コンタクトの諾否 機関住所 

コンタクト拒否理由 機関郵便番号 

同意日 機関電話番号 

同意情報 

同意失効日 機関FAX番号 

コンタクト日 機関メールアドレス 

コンタクト時刻 機関ホームページ 

コンタクト種別 機関関与開始日 

会見者 機関関与終了日 

次回コンタクト日 担当者名 

次回コンタクト種別 担当者姓 

アドバイザー姓 担当者通称 

アドバイザー名 担当者役割 

コンタクト記録 担当者電話種別 

結果種別 担当者電話番号 

コンタクト記録日 

関与機関

情報 

担当者メールアドレス 

照会日 優遇措置・手当種別 

照会元／照会先 優遇措置・手当申請日 

照会機関名 就労・トレーニング登録日 

照会についての理解 就労・トレーニング登録抹消日 

照会理由 申請取扱状況 

照会結果 優遇措置・手当支給開始日 

優遇措置・手当支給終了日 

介入情報 

他の関与機関 

優遇措置・ 

手当情報 

優遇措置・手当支給停止理由 
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第140条 アセスメント記録日 第12学年進路保証提示日 

学習障害・困難の有無 第12学年進路保証決定状況 

特別な教育ニーズ種別 第12学年進路保証学習開始予定日 

パーソナル・アドバイザー名 第12学年パーソナル・アドバイザー名 

パーソナル・アドバイザー姓 第12学年パーソナル・アドバイザー姓 

学習・技能法 

第140条 

アセス 

メント情報 
進路希望 第12学年提示進路種別 

第11学年進路保証提示日 第12学年提示進路受入先機関 

第11学年進路保証決定状況 5月31日時点での学年 

第11学年進路保証学習開始予定日 

第12学年 

9月 

進路保証 

特記事項 

第11学年パーソナル・アドバイザー名 

第11学年パーソナル・アドバイザー姓 

第11学年提示進路種別 

第11学年提示進路受入先機関 

5月31日時点での学年 

第11学年 

9月 

進路保証 

特記事項 

註：網掛けしてあるデータは、中央政府の子ども省

が管理する全国的なデータベースNCCISに提供さ
れる。出典：Client Caseload Information System 
CCIS Data Catalogue 2008-2009, Department for 
Children, Schools and Families, 2008.より作成。 

 
 
（6） 活用事例：リーズ市地方当局31 

リーズ市地方当局では 2008年 8月ごろから CCISを導入した。現在、市の独自のデータ
は 1,000件、コネクションズにあるデータが約 60,000件である。これを 2009年 4月にこ
れをひとつのデータにする。CCIS が完成すれば非常に有益なものとなるため、2009 年 3
月に CCISのための研修を実施する予定となっている。CCISを完成させるにあたっての障
害は学校である。学校は文化的に孤立した存在であり、データを提供しない場合もある。 
 

                                                   
31 英国現地調査におけるリーズ市子どもサービス部へのインタビュー（2009年 1月 26日）による。 
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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 

（1） コネクションズ・パートナーシップに対する監査 

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。コネクションズ・サービ

スの評価設問は以下の 7点と設定された32。 
① コネクションズ・パートナーシップはどの程度サービスの目的を達成しているか。 
② コネクションズ・パートナーシップによりサービスを受けている若者は目標に到達して

いるか。 
③ 若者の多様性、広汎性に対応できているか。 
④ サービス（アセスメント、支援、指導、学習）は効果的か。 
⑤ プログラム、活動は若者のニーズ、興味と同時に、国家基準を満たしているか。 
⑥ 学習とその成果に効果を与えているか。 
⑦ リーダーシップとマネジメントは若者の支援と、学力向上に効果を与えているか。 
これらの設問に応じて教育水準局による監査が実施された。その結果に基づき、必要に

応じてコネクションズ・パートナーズ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。 
 
（2） 子どもトラストに対する監査 

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、達成すべき指標を設定し、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域協定を締結する（「1.1.4（3）子どもトラストを通
じた統合的な取り組み」参照）。これをもとに地方当局は青少年計画を策定し、子どもトラ

ストは計画に基づき、青少年向けサービスの提供を行っている。（図Ⅱ-4-2参照） 
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

に掲げら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ヵ月に 1度開催される。おもな評価項目は以下の通りである。 
① 予定されていた成果に対する実績 
② パートナーとの連携強化の度合い 
③ 成果管理とサービス提供の仕組みの発展の度合い 
④ 計画スケジュールとの比較 
評価が低いとされた場合の改善の仕組みには、改善措置が採られる。その種類は以下の

通りである。 
① 中央政府（地域事務所）は強化すべき項目、中央政府（地域事務所）の支援が必要な項

目を特定し、改善計画について地方当局との間で合意を結ぶ。計画の実施によって問題

                                                   
32 Office for Standards in Education. (2003). Handbook for inspecting Connexions partnerships.より。 
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が解決されない場合には、以下の処置が取られる。 
 パートナーシップ外の外部機関の関与（能力開発など） 
 中央政府（地域事務所）による監査評価の頻度を増やす 
 中央政府（地域事務所）による監査と改善計画が実施される 
その後、全ての指標が予定通り到達できるようになれば、パートナーと中央政府（地域

事務所）は改善の継続を保障することを前提に、介入を中止する同意を結ぶ 
② 低い指標達成度が長期間続き、示された指標の達成が危機的な状況にあるとみなされる

と、中央政府（地域事務所）は中央政府の関係各省とともに地方当局への介入を行う。

その場合の対応策としては以下のようなものを含む。 
 中央政府と外部機関により監査、改善計画を再改訂する。 
 配分する資金に制限をかけ、関連予算の報告を別途実施させる可能性がある。 
 予算配分を停止する。 

 
図Ⅱ-4-2：青少年向けサービス改善サイクル33 

                                                   
33 Department for Children, Schools and Families. (2004). Every Child Matters: Change for Children. 
London. p.26より。 
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4.2.4 制度の周知方法 

（1） コネクションズ・サービス 

コネクションズ・パートナーシップは、学校などの教育機関にパーソナル・アドバイザ

ーを配置している他、学校外の情報の秘密が保たれる環境下で、職業、仕事、学習、住居、

健康、余暇、金銭、人間関係等、全般にわたるサービスを 13～19歳（学習困難・障害を抱
える者は 24歳まで）の若者が受けることができる体制を整えている。 
 

1） ワン・ストップ・ショップ 

ワン・ストップ・ショップは、13～19歳の若者へのコネクションズ・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。場合によっては、パーソナル・アドバイザ

ーに加え、統合的、かつ専門的サービスを提供するために、その他の専門家が配置されて

いる場合がある。 
施設は必ずしもワン・ストップ・ショップという名称で呼ばれているわけではなく、コ

ネクションズセンター、アウトリーチセンター等別の名称で呼ばれていることもある。こ

れらの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。施設によって設備は異なるが、若者が気軽に立ち寄れるように工夫さ

れており、インターネットへのアクセスが可能で、カフェも設置されていることが多く、

専門家との相談（職業関係を中心にメンタルケアなども含む）や就職情報の入手ができる

ようになっている。利用時間は様々であるが 7 割以上の施設は、平日だけでなく週末も利
用できるようにしている34。 
 

2） コネクションズ・ダイレクト 

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、または相談することができるようになっている。若者は個人情報の保

護が保障される。利用時間は毎日午前 8～午前 2時までである。 
URL  http://www.connexions-direct.com 
 
（2） 子どもトラスト 

コネクションズ・サービスを提供する仕組みは、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移行された（制度上は 2008年 4月までに完了しているが、
運用面では現在でも移行が進行中である）。子どもトラストの役割の明確化及び周知のため、

                                                   
34 Department for Education and Skills (2004) Connexions Service: Advice and guidance for all young 

people 
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子ども省は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」がある。 
「どの子どもも大切」により、子どもトラストの設立が発表され、その中で同時に子ど

もセンターの設立も発表されている。コネクションズ・ワンストップ・ショップは 13～19
歳の若者を対象にサービスを提供する施設であり、一方、子どもセンターは当初 0～5歳ま
での幼少期の子どもとその家族を対象としたサービスを提供するために設置された。しか

しながら、2004年児童法により、コネクションズ・サービスの提供が子どもトラストへと
統合されることを受けて、地方によっては、ワン・ストップ・ショップと子どもセンター

の連携・統合が進められているところもある。子どもトラストのめざす統合的な青少年サ

ービスの一環として、子どもセンターにおいても、さまざまな年齢層の青少年やその家族

らに、一箇所で質の高いサービスの提供を実現する場所としての役割が期待されているの

である。 
一方では、コネクション・サービスの子どもトラストへの移行が決まっていた2007年に、
新しくワン・ストップ・ショップを立ち上げた事例もあり（ハンマースミス&フルハム）、
コネクションズの名称（ブランド）を維持している施設も少なくない。子どもトラスト体

制下におけるこれらの窓口機関のあり方には、未だ流動性がある。 
 
 
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で
あった。調査はオンラインあるいは筆記形式によるアンケートを用いて実施されたが、平

行して若者関連団体等によってセミナーなども開催され、緑書についての意見交換が行わ

れた。 
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

われている調査がある。「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。以下に上記 4調査の概要を述べる。 
 
（1） 「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 

1） 調査目的 

『若者は大切』の発行をうけて、緑書に対する意見の聴取と、若者の実態に声を傾け、

今後の施策へ反映することを目的に実施された。 
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2） 調査概要 

調査期間： 2005年 7月 18日～2005年 11月 4日 
調査回答者数： 19,021人 
回答者の概要： 

① 年齢構成 
13歳未満 1,813 
13～16歳 12,961 
17～19歳 2,884 
20歳以上 292 
保護者 185 
不明  886 
合計 19,021 

 
② 民族別構成 

 人数（人） 比率 
白人 15,385 80.88% 
不明  1,456  7.65% 
その他    295  1.55% 
白人－カリブ系黒人混血    255  1.34% 
黒人、黒人系イギリス人（カリブ系）    244  1.28% 
アイルランド系白人    219  1.15% 
アジア人、アジア系イギリス人（インド系）    204  1.07% 
アジア人、アジア系イギリス人（パキスタン系）   196  1.03% 
黒人、黒人系イギリス人（アフリカ系）          170  0.89% 
その他白人    162  0.85% 
白人－アジア系混血     99  0.52% 
白人－アフリカ系黒人混血     81  0.43% 
アジア人、アジア系イギリス人（バングラデシュ系） 79  0.42% 
その他混血     48  0.25% 
中国人     43  0.23% 
黒人、その他黒人系イギリス人     43  0.23% 
アジア人、その他アジア系イギリス人     36  0.19% 
その他中国系      6  0.03% 
 合計     19,021 100.00% 
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③ 性別構成 
男性 9,761人 51％ 
女性 8,367人 44％ 
不明 893人 5％ 

 
④ 障害者等特別なニーズを持つ人の割合 

ニーズなし 15,658人 82％ 
不明 2,010人 11％ 
ニーズあり 1,353人 7％ 

 
⑤ 地域 

 人数(人) 比率 
ヨークシャー・ハンバー地域 4,556 24.0% 
サウス・ウェスト地域 2,349 12.3% 
ノース・ウェスト地域 2,276 12.0% 
ウェスト・ミッドランズ地域 2,118 11.1% 
無回答 2,095 11.0% 
サウス・ウェスト地域（ロンドン以外） 1,726  9.1% 
ノース・イースト地域 1,515  8.0% 
ロンドン 1,052  5.5% 
イースト・ミッドランズ地域  676  3.6% 
イースト・イングランド地域  584  3.1% 
その他   72  0.4% 
合計    19,019 100.00% 

 
回答者意見の要約 

 スポーツ施設、映画館、ユースクラブ、スケート場等の施設がほしい。 
 日常生活で、友達と遊べて、大人の関与がない、問題がないと思われる場所がほしい。 
 提案されている余暇の活動（最大 4時間まで）に対しては賛成する。 
 もっと活動や施設があれば、問題の発生も減少する。 
 緑書で提案している活動ついて、もっと具体的な説明がほしい。 
 スポーツ活動を好まない人もいるので、スポーツへの過度な注目を懸念する。 
 地域の改善のため、評議会の予算決定過程へ若者を関与させることを評価する。その方

法として、アンケートやミーティングで意見を述べることが望ましい。 
 割引を取得できるカードは、余暇に活動することを促す。 
 保護者はカードへチャージしてくれると思う（50％強）。 
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 問題を起こす若者は割引や特典チャージを獲得するべきではない（50％強）。 
 活動が認証されるなら、もっと活動をするだろう。 
 イベントへの参加や、著名人に会える、または CD、追加ポイントを特典としてほしい。 
 情報・助言を得る相手としては友達、保護者である。 
 得た情報・助言は有益である。 
 対面での相談や、仕事経験から将来の教育、職業選択についての情報を入手したい。 
 継続性のある一人の主任専門家を配置することを評価している。 
 現在支援活動を行っている理由としては、金銭、自分の楽しみ、表彰、資格が理由であ

る。 
 活動費用や交通費が心配である（特に地方の人）。 
 障害者、ゲイ、同性愛者、黒人、少数人種へ十分なサービス提供がない。 

 
調査質問項目 
Q1 夕方、週末は何をしていますか？ 

 
1. スポーツをする         7. ダンス、劇 
2.  スポーツ観戦          8.   テレビを観る 
3.  音楽活動（DJ等）        9.   コミュニティ支援活動  
4.  買い物             10.  何もしない 
5.  映画              11.  その他 
6.  友達と会う               

Q2 現在あなたの地域にないもので、今後どんな活動（施設）がほしいですか？ 
Q3 毎週の余暇時間に最大 4 時間までのスポーツ等活動機会があれば、あなたは利用し

ますか？ 
 
1. はい          2. いいえ          3. わからない 

Q4 あなたは友達と会うとすればどこがいいですか？ 
 
1. ユースクラブ                5.  公園 
2.  コミュニティーセンター    6.  移動ユースセンター 
3.  カフェ・喫茶店               7. スポーツセンター 
4.  ショッピングセンター      8.  その他 

Q5 若者が利用できる施設（場所）が今よりも多くあれば、10代の若者の問題は少なく
なると思いますか？ 
 
1. はい          2. いいえ          3. わからない 

Q6 地域の 10代の若者を改善するために、あなたは何ができますか？ 
 
1. 地域の活動、サービスに関する調査へ参加  
2. 地域の活動予算決定へ意見を言う        
3. 若者がこれらの決定に関与すべきでない 
4. その他 
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Q7 10代の若者向け活動・サービスに対する意見を、どのように地域の評議会に伝えた
いですか？ 
 
1.  会議に出席 4. 学校を通じて  
2.  アンケートに答える 5. 関与したくない 
3.  ウェブサイトあるいは Email  6.  その他 

Q8 カードによる割引や特典チャージは、あなたの余暇の活動参加を促進しますか？ 
 
1. はい          2. いいえ          3. わからない 

Q9 あなたが活動に参加できるように、保護者はカードにチャージしてくれると思いま

すか？ 
 
1. はい          2. いいえ          3. わからない 

Q10 問題や罪を犯す若者に割引やチャージをするべきでないと言う意見に賛成ですか？ 
 
1. 賛成          2. 反対            3. わからない 

Q11 あなたの活動が何らかの形で認知されれば、コミュニティでもっと支援活動をしま
すか？ 
 
1. はい          2. いいえ          3. わからない 

Q12 どんな特典があなたのコミュニティ支援活動を促進させますか？ 
 
1. 賞や証明書 4. 大きなイベントや著名人に会う機会の提供 
2. CDや着メロなど   5. その他 
3. カードへの追加ポイント 

Q13 現在だれから情報、助言などをもらっていますか？ 
(例：保護者、友達、先生、コネクションズ、ユース・ワーカー、ソーシャルワーカ
ー、ヘルプラインなど)    

Q14 入手した情報、助言についてどう思いますか？      
Q15 将来の教育、職業選択についての情報や助言をどのように入手したいですか？ 

 
1.  対面での相談 5. 仕事経験から  
2.  インターネット 6. テキストメッセージ 
3.  電話 7. その他  
4.  すでに働いている若い大人 

Q16 将来、問題を経験したときに信頼できる情報、助言を得ることができる専門家は必
要ですか？ 
 
1. はい      2. 特に違いをもたらさない      3. 状況を悪化させる   

Q17 現在あなたは支援活動を行っていますか？ 
 
1. 学校の後輩を支援している    
2. スポーツやその他の活動で後輩を支援している   
3. 地域での支援活動をしている     
4. その他 

Q18 地域の支援活動や、年下の若者との活動に関わりたいとあなたに思わせるものは何
ですか？ 

Q19 10代の若者の生活が良くなるために思いつくものはありますか？ 
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●あなたについて教えてください 
Q20 年齢は？ 1. 13～16       2. 17～19      3. その他 
Q21 性別は？     1. 男          2. 女 
Q22 あなたは障害者ですかあるいは特別な支援が必要ですか？ 

1. はい        2. いいえ 
Q23 人種は？ 

 
白人 

1. イギリス系   2. アイルランド系   3. その他 
黒人あるいは黒人系イギリス人 

4. カリブ系   5. アフリカ系       6. その他 
混血 

7. 白人－カリブ系黒人 
8. 白人－アフリカ系黒人 
9. 白人－アジア系/その他 
アジア人あるいはアジア系イギリス人 

10. インド系   11. バングラデシュ系  12. パキスタン系   13. その他 
中国系 

14. 中国人       15. その他 
16. その他 

Q24 どこに住んでいますか？ 
 
1. ロンドン                       6. ノース・イースト 
2. サウス・イースト（ロンドン以外）  7. ヨークシャー・ハンバー 
3. イースト・ミッドランズ    8. イースト・イングランド 
4. ウェスト・ミッドランズ        9. その他 
5. ノース・ウェスト 

Q25 青少年関連組織、学校、その他団体であれば、具体的に組織と拠点に関して教えて
ください。 
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（2） 「若者は大切（緑書）」調査 

1） 調査目的 

『若者は大切』の発行をうけて、若者支援を実施している機関等関係者に対して、緑書

に関しての意見聴取と、聴取した意見を今後の施策へ反映することを目的に実施された。 
 

2） 調査概要 

調査期間： 2005年 7月 18日～2005年 11月 4日 
調査回答者数： 1,045組織・個人 
回答組織の内訳： 

青少年局／青少年評議会 222 
地方当局 197 
チャリティ／ボランティア組織 112 
その他（匿名の個人、組織、美術館、国立機関等）  97 
教育機関  77 
コネクションズ  76 
若者支援専門家  73 
若者支援ボランティア組織  51 
企業、経営者  26 
保健関連組織  23 
保護者  21 
キャリア、スキルサービス関連組織  20 
16歳未満の若者  20 
青少年戦略パートナーシップ  11 
組合  11 
16歳以上の若者   8 
合計 1,045 

 
回答意見の要約 

【多数意見】 

 緑書を高く評価する。青少年施策に関して望んでいたものである。 
 サービスの統合、若者支援チーム、地元の幅広いサービス提供機関の発展へ、焦点をあ

てたことを支持する。 
 青少年施設への予算額 4千万ポンドは不十分である。 
 現在、若者関連機関が利用できる財源はほとんどなく、政府が必要な財源手当てをする

ことなく、サービス拡大を望んでいるということを懸念する。 
 緑書は性別、人種、宗教、学習障害、居住地域（都市、地方）、NEET、ホームレス等
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に関する若者の問題について、画一的に取り扱っている。 
 緑書にある「アメとムチ」方式に反対。既に犯罪等問題行動の経歴がある若者に対して、

効果はない。 
 処罰は機能しないので、否定的な側面に注意を払うよりも、むしろ肯定的な側面をのば

すことに注力するべきである。 
 緑書は、若者の根源的価値を認識しておらず、単に生産過程への従事を通じて、生活に

役立つ技能の習得や発展を標榜する、消費主義の立場を取っている。 
 ボランティアなど、あらゆる活動を若者へ提供すると、本当に自分がやりたいことを成

し遂げることによって得ることができる充実感や、責任感の発展を損なう可能性がある。 
 地域のサービス形成過程へ若者が関与するという提案を支持する。しかし、緑書は最も

不利な立場にいる若者（障害を持った人たち等）が、サービス形成過程へ関与すること

に関しては十分に注意を払っていない。 
 機会づくりカード導入35（10aの質問）には躊躇する。 
 教育技術省は、既に機会づくりカードパイロットプロジェクトへの呼び掛けを行い、実

施が確定しているにも関わらず、なぜ今になって尋ねるのか疑問を抱く。 
 国家規模でカードを導入する費用を懸念する。 
 機会づくりカードは、IDカード導入への布石になりうることを懸念する。 
 情報・助言・指導（Information, Advice, and Guidance：IAG）サービス36の責任を学

校、大学へ委譲した場合に、IAG に不可欠な独立性・公正性を維持することが困難に
なると懸念している。 

 サービスに対する最低到達基準を示し、学校や大学が行動指標をクリアーするために、

基準がどのように役立っているかを示すべき。 
 緑書は、若者の人生に対する信念、精神的な価値観に注意を払っていない。 
 IAG 品質基準を設ける必要がある。基準は、公平性、固定観念の払拭、若者の人生へ
の関与や成果の質を多面的に測るものでなければならない。既存の職業教育、指導はこ

れら基準の上に策定されなければならない。 
 緑書が、親の若者に対する影響力を認識していることを評価する。支援機関は親をもっ

と関与させるべきである。 
 秘密保持の問題、若者が親の関与を嫌うことを懸念する。 
【その他意見】 

 緑書は、若者の健康、特にプライマリケア・トラスト（PCT）にほとんど焦点をあてて
おらず、保健関連機関を無視し、PCT を経由した保健サービスへの資金割当てについ

                                                   
35 若者に有意義であると認められる地域施設、活動に利用できるカード。保護者が施設・活動利用のため
の費用をカードにチャージしたり、地域支援活動等の活動に参加することによってチャージが貯まり、

施設利用などに割引が適応される。2006～2008年にパイロットプロジェクトを実施 
36 IAGは若者の自立、人生・教育・職業発展を支援する関与などの幅広い活動を積極的に参加させるサー
ビスを指す。IAGは地方当局に統合された若者支援サービスの重要な要素である。 
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ては言及していない。 
 子どもトラストではなく、青少年トラストとすべき。 
 緑書の提案は、スコットランドやウェールズで実施されているような、全世代向け職業

指導サービスを発展させたい、というイングランドの人の熱意を消滅させる。 
 
調査質問項目 
Q1 a) 現在若者が直面している最も重要な問題は何だと思いますか？ 
 b) 13～16歳の若者が直面している問題は、17～19歳とどのように違いますか？ 
Q2  若者が直面している問題で、『若者は大切』（緑書）に含まれていないものはあ

りますか？また、それはどんな若者ですか？ 
Q3  あなたは『若者は大切』（緑書）で記述されている問題に取り組み、大きな成果

をあげているプロジェクトを知っていますか？ 知っていれば詳細を教えてく

ださい。 
Q4 a) どのようにすれば若者が彼らの責任を重大に受け止めますか？ 
 b) 良い行動をとるためのインセンティブは何ですか？ 
 c) 問題行動にはどのような罰則を適応するべきですか？ 
 d) あなたは効果的にインセンティブ、罰則を適応している仕組みを知っています

か？ 
Q5  喫煙、飲酒、暴力、薬物使用などの問題行動から、若者を更生させるために何

ができますか？ 
Q6  若者支援サービスの発展・統合には、どのような実際的利益、あるいは困難が

ありますか？ 
Q7  新体制において、どのようにすればコネクションズ・ブランドを最大限活用で

きますか？ 
Q8  新体制において期待される成果をあげるために何ができますか？ 
Q9 a) 若者自身に地域サービス策定に関与させる、という『若者は大切』（緑書）の提

案についてどのように考えますか？ 
 b) Q9aを実現させるためにどんな施策がありますか？ 
Q10 a) 「地域機会づくりカード」の普及と配布のために主に何をするべきですか？ 
 b) できる限り多くの若者が「地域機会づくりカード」の利益を受けるためには、

どのようにカードを普及していくべきですか？ 
Q11 a) 若者に対してどんな活動がもっとも有益ですか？ 
 b) 提案されている新活動国家基準は適切な範囲を網羅していると思いますか？ 
 c) 利用可能な既存リソースはありますか？ 
Q12  ラッセル委員会37提案を含む『若者は大切』（緑書）の提案は、若者と地域関係

者の信頼関係構築に寄与しますか？ 
Q13  若者の地域への積極的貢献を認識し、評価するために、今以上に何ができます

か？ 
Q14  特典は若者の地域関与の動機付けになりますか？ 
Q15  どうすればサービス提供者は、効果的かつ積極的に多様なコミュニティの若者

を、活動に積極的に参加させることができますか？ 
Q16  どんな支援が若者にとって最も重要ですか？ 

                                                   
37 the Russell Commission－若者活動と活動参加を促す新しい枠組みを設立するために 2004年 5月に政
府により設立。2005年 3月に最終提言を提出した。 
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Q17  若者への IAGサービスが、包括的かつ公平で、固定観念を助長するものではな
く、むしろそれに疑問を呈するようなものにするにはどうすればいいですか？ 

Q18  IAG の管轄をこどもトラスト、学校、大学へ委譲するという提案について、ど
のように考えますか？ 

Q19 a) IAG サービスに最低限の基準を設けることが重要である、という意見に賛成し
ますか？ 

 b) 年齢層別に提案された基準は適切ですか？ 
Q20 a) IAG サービスの品質基準が必要であるということに賛成ですか？賛成であれ

ば、基準はどのような項目を含むべきだと思いますか？ 
 b) どうすれば財政あるいは人的資源を圧迫せずに、品質基準が達成できますか？ 
Q21  IAG サービスの質に対する表彰は優良サービス、公平性の維持に寄与します

か？ 
Q22  12～13歳への健康診断（身体・精神検査を含む）は、10代後半、中学校への移

行する若者支援の有効な施策であると思いますか？ 
Q23  追加的支援が必要な若者を支援している複数のサービスの責任を、子どもトラ

ストが統括するためにいい方法はありますか？ 
Q24  どのようにすればサービス提供者は、障害者など特有の困難を持つ若者を、効

果的かつ積極的に参加させていくことができますか？ 
Q25  支援の必要な若者に対して、主任専門家はどうすれば必要な支援の実施をコー

ディネートできますか？ 
Q26  10代後半の若者が成人局の支援対象となるとき、そのスムーズな移行を実施す

るには何ができますか？ 
Q27  保護者は若者を支援するために、10代のどの時点の情報が最も重要だと思って

いますか？ 
Q28 a) 10代の若者支援のために、保護者はどの分野でのサポートを最も必要としてい

ますか？ 
 b) どのように、あるいはだれから情報は配信されるべきですか？ 
Q29  保護者が 10代の若者の学習、将来の教育機会に継続して関与していくために、

学校はどんな支援ができますか？ 
Q30  他にコメントがありますか？ 
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（3） 若者コーホート調査 

1） 調査目的 

義務教育終了後から高等教育機関、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こと。また 16歳を超えた後の移行期に、これまでの学業、職
業訓練、学校での経験がどのように影響しているかを分析する。 
 

2） 調査概要 

調査対象者： 義務教育を修了した若者（人種、学力を考慮し、公立・私立校から抽出） 
調査対象人数： コーホート 13の 1年目は 10,380人（回収データ数：6,024人） 
調査方法： コーホート 12 まではイングランド、ウェールズの若者を対象に、アンケ

ートによる調査が行われていた。コーホート 13 からは、イングランドの
若者のみが対象となり、さらに対面でのインタビューへと調査方法が変更

された（以前の調査では回答率が低く、また成績優秀者とそうでない若者

との間に回答率に差が見られた。対面インタビューの結果、これら課題は

改善された）。またコーホート 13の第 1年目調査は、後述の「イングラン
ドの若者に関する長期継続調査」と融合され、一部調査項目の共有がなさ

れ、2つのグループの比較が可能となっている。 
調査期間： 義務教育終了後から 3年間を基本としている。しかし年によって、調査期

間は 2年間、4年間の場合もある。詳細は表Ⅱ-4-7のとおり。 
 
 表Ⅱ-4-7：若者コーホート調査のデザイン （表中の数字は対象者の年齢） 
 コーホート 

 

年 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1985 16             
1986 17 16            
1987 18 17 16           
1988  18 17           
1989   18 16          
1990    17          
1991    18 16         
1992     17 16        
1993     18 17        
1994   23   18 16       
1995              
1996       18 16      
1997              
1998        18 16     
1999         17     
2000        20 18 16    
2001              
2002          18 16   
2003          19 17 16  
2004           18 17  
2005           19 18  
2006            19  
2007             16 

出典：Youth Cohort Study (YCS) Cohort 13, Sweep 1: Technical Report, 2008 
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調査項目 

① 第 11学年での経験、職業アドバイス、スムーズな移行へ向けて行ったこと 
② インタビュー実施時点での現況 
③ 現在の職場、職業訓練において行っていること 
④ 第 11学年修了以降に行っていること 
⑤ 現在学習している資格レベル 
⑥ もし現在 NEETに分類されているなら、その理由 
⑦ EMA（Education Maintenance Allowance：義務教育終了後に勉強を続ける 16-18歳
の若者向けの補助金で 1週間に最大 30ポンド）申請に関すること 

⑧ GCSE（中等教育修了一般資格）成績 5A～C の生徒については、高等教育へ進学に関
すること 

⑨ 大学進学、不登校、学校からの排除に関すること 
⑩ 回答者が同居している親等、その職業、人種等に関すること 
 
（4） イングランドの若者に関する長期継続調査 

1） 調査目的 

 中等、高等教育あるいは職業訓練在籍者の労働市場への移行に関する情報収集 
 現政策のモニタリング・評価能力の向上と、将来政策への情報基盤づくり 
 新施策の実施を現在の若者生活実態と合致させること 

 
2） 調査概要 

調査対象者： 1989年 9月 1日～1990年 8月 31日までに生まれた若者とその保護者 
（公立・私立学校、及び学校に適応できない若者のための施設から、学力、

所得、人種を考慮して抽出） 

調査家庭数： 第 1年目 15,770家庭 
 第 2年目 13,539家庭 
 第 3年目 12,439家庭 
調査方法： 対面インタビュー 
調査期間： 2004年より 10年間 
 

調査項目 

（1）家庭についての質問 
1. 家庭状況（家族構成、住居等） 
2. 家庭内使用言語 
（2）両親等複数の保護者のうち最も子どもに関わっている保護者への質問 
3. 学校に対する態度 
4. 追加カリキュラム 
5. 第 10年次選択科目 
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6. 特別な支援 
7. 親の期待と熱意 
8. 家族の活動・子どもとの時間の共有等 
9. 家庭の責任等（障害者等特別なケアを必要とする人の存在と補助金の支給状況） 
10. 子どもとの関係、関連団体との関わり 
11. 生みの親と居住しない理由 
12. 欠席、不登校、警察関与の履歴、いじめ等について 
（3）（2）以外の保護者への質問 
13. 人種・宗教 
14. 職業、職業訓練履歴 
15. 現況 
16. 資格、教育履歴 
17. 健康状態 
（4）子どもへの質問 
18. 人種・宗教 
19. 在籍学校に対する態度 
20. 第 10年次選択科目 
21. 学校規則について 
22. 宿題について 
23. コンピューターの使用について 
24. 放課後、課外活動について 
25. 将来計画と助言入手方法等について 
26. 学校について 
27. 親との関係 
28. 家庭の責任等（障害者等特別なケアを必要とする人の存在とそのケアの状況） 
29. 余暇の使い方 
30. 欠席、不登校、警察関与の履歴、いじめ等について 
（5）これまでの略歴について 
31. 生年月日、健康状態、学歴、現学校の選択理由、兄弟について、パートナー（配偶者
等）との関係 

（出典：LSYPE User guide to the datasets: Wave one to Wave three, 2008） 
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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、以下に示すような変更が行われた。 
 
（1） コネクションズ・パートナーシップ体制 

コネクションズ・サービス提供に関わる国・地方・民間団体の役割は図Ⅱ-4-3 のように
なる。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る。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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ-4-3：コネクションズ・パートナーシップ体制における役割分担 
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（2） 子どもトラスト 

子どもトラスト体制下での役割分担は図Ⅱ-4-4 のようになる。地方当局は達成すべき指
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。2004年児童法で明記されたパートナーシップ機関に
加え、その他パートナーとも連携してサービスの提供を行う。 
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図Ⅱ-4-4：子どもトラスト体制下における役割分担 
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4.5 現状と課題 
以上で述べた内容を踏まえた上で、現地で関係各者から聞いた意見を紹介し、統合的な

青少年サービス（コネクションズ）の現場の状況と、そこから見えてくる課題について述

べる。 
 
4.5.1 関係者の意見 

（1） バーミンガム市青少年・家族局統合的青少年支援サービス（Integrated Youth 

Support Services, Children, Young People & Families Directorate, Birmingham） 

 バーミンガムの NEET率は約 8％である。目標は 7.6％まで削減することである。他に
は 10代の妊娠を減らすこと、少年犯罪を減らすことも目標である。 

 パーソナル・アドバイザーの人数に、体制の変更に伴う変更はない。以前はキャリア・

サービスが中心だったが、だんだんと業務領域が広がり、包括的なアプローチが可能と

なってきている。 
 コネクションズの パーソナル・アドバイザーはフルタイムで約 200名、事務・管理職
が約 100 名の合計 300 名である。予算は政府から青少年協議会に来て、コネクション
ズに来る。2009年の予算は 11.5百万ポンド。2010、2011年は 11百万ポンドの予定と
なっている。しかしその予算は削減傾向にある。 

 パーソナル・アドバイザーのうち 8名は、コネクションズ予算ではなく青年局の予算で
雇用されている。 

 パーソナル・アドバイザーはワン･ストップ・ショップにのみいるのでなく、学校の訪

問、少年院・鑑別所、養護施設の担当もいる。こうした施設にいる若者は NEET にな
る可能性が高いからである。 

 
（2） 青少年人材開発評議会（CWDC） 

 最近の政府施策の特徴の一つが、成果重視。もうひとつは、子ども施策関係者（children’s 
workforce）の能力向上である。 

 教師、医者は他の職種から孤立していて協力しようとしない。特別なニーズを持つ子ど

もに対しては彼らの協力が必要だが、そのような場面になっても、それは自分の仕事で

はないという態度の人が多い。 
 ソーシャルワーカーが不足している。なぜなら、何か事件があるとまず彼らが批判され

るから。ソーシャルワーカーであることを隠そうとする人もいる。 
 
（3） 国立教育研究財団（NFER） 

 子どもトラスト理事会を法人化する計画がある。 
 子ども局長の 70～75％が教育分野出身で、ソーシャルサービスの知識や経験が不足し
ている。子ども局長への研修が必要である。 
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 中央政府は、地方当局を青少年施策の単なるサービス提供者とは見なしていない。サー

ビスの提供を委託（権限・裁量が地方当局にある）していると認識している。一方、地

方当局側には活用できる資源が十分ではない。 
 
4.5.2 現状・課題まとめ 

（1） 現状 

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 
 
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。パートナ

ーシップを通した統合サービスには、次の 3 つのレベルの連携があると整理することがで
きる38。 
 低レベルの連携：定期的に会議だけをもつ 
 中レベルの連携：同じ場所で働く 
 高レベルの連携：ひとつの組織になる 
 
おそらく、低レベルの連携の事例が最も多く、中レベルの連携を始めているところもみ

られるが、まだ高レベルの連携はおそらく存在しない。しかし関係者の意見にもあったよ

うに、子どもトラストを今後一つの法人とし、予算の受け皿とすることも検討されている。 
 
（2） 課題 

施策は概ね歓迎されながらも、批判の対象となる課題の多くも明確になってきている。

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

日程通りに施策が実施されないことがある。 
 パートナーシップ機関の間に、文化、仕事の方法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。 

                                                   
38 平塚眞樹（法政大学社会学部教授）へのインタビュー（2008年 12月 26日）による。次の段落の各段
階の分布に関する見解も同様。 
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以上のような課題をもち、子どもトラスト体制に完全に移行していない部分も見受けら

れながらも、現場ではこれまででは見られなかった連携が見られるようになっている。政

府は地方当局の現状に応じ、期限を設けて実施を促してきた施策について、期限の延長を

行っている。また、子どもトラスト体制への移行がスムーズに行われるように、ガイドブ

ック、支援のためのセンター、支援プログラムなどをつくり、中央政府としても努力を続

けている。現時点では、子どもトラスト体制下における青少年育成施策は、完全に実施さ

れ十分に成果をあげているとは言いがたいが、連携の促進等の成果も見えてきている。そ

のような意味から、1990年代より進められてきている英国の青少年施策は、いまだ変革期
にあると言えるだろう。 


