
 

第３章  中央企画委員会委員による総括 

 
 中央企画委員会委員による、「地域における若者支援のあり方について」（本年度モデル事業

の成果と課題を踏まえて）と題した論稿を以下に示す。 
 
３－１．座長 宮本みち子委員からの示唆 
ユースアドバイザー研修の 2年目が終わった。１年目の悩みは、ユースアドバイザーはどこ
で活動する人材なのかという具体的なイメージが掴めないことだった。すでに、子ども・若者

に関係する業務を行う専門機関・団体があり、その業務に従事しているワーカーがいるなかで、

ユースアドバイザーはそれらとどのような位置関係に置かれ、新たに何を果たせばよいのかが

はっきりしないからだった。 
2 年目の研修が始まりつつある 2009 年 7 月 1 日に子ども・若者育成支援推進法が成立し、

2010年 4月施行の運びとなったことは、ユースアドバイザー研修に法的な枠組みが与えられた
ことを意味した。とはいえ、新法が示す「子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができる

ようにするための支援」の体制作りはこれから本格的に開始する段階にあり、しかも、法的に

規定されているわけではないユースアドバイザーの地位と役割に関しては依然として不鮮明さ

があるだろう。 
 
【支援の対象となる子ども・若者は多様】 
そこで、推進法の趣旨を整理し、ユースアドバイザーの果たす役割について、あらためて考

えてみたい。まず、推進法の対象者は、「修学および就業のいずれもしていない子ども・若者そ

の他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有する者」と定めている。

この定義を単純に解釈すると、「ひきこもりかニートの状態にある若者」または、その前段階に

ある「不登校の子ども」が対象となると考えがちだが、このような解釈には問題がある。 
困難をかかえる子ども・若者の実態はもっと複雑であり、しかも時間軸に沿って変化してい

る。不登校、中退、ひきこもり、ニートなどの状態は、相互に入り組んでいるし、学校にも仕

事にも就いていない状態（純粋にニートの状態）が継続しているとも限らないからである。た

だ、共通していえることは、学校にも、職場にも、あるいは家族にも、その他の組織にも、不

完全にしか繋がっていない状態にあり、ジグザグの不安定な生活を続けているという点である。

つまり、安定した社会関係と安定した社会的帰属先を持てない状態に置かれている子ども・若

者であることは間違いない。 
このような特性をもつ子ども・若者は、実に多様な背景と様相を呈している。いわゆる非社

会的子ども・若者も、反社会的子ども・若者も当然含まれるが、非社会的若者が推進法の対象

だと誤解される傾向がみられるが、それも間違いである。私たちが支援の対象とすべき子ども・

若者の範囲は広く、しかも今後とも不変であるとは限らない。時代が変われば新しい問題が生

じるだろう。その場合にも、推進法は、支援のための法的根拠にならなければならない。 



 

私たちは、子どもが成長する長い過程を視野に納め、さまざまな理由のために豊かな社会関

係のネットワークの外に追いやられてしまった子どもや若者が、社会関係を回復し、就学・就

労・社会活動に参加できるように、支援をしていく必要がある。 
 
【子ども・若者育成支援推進法のねらい】 
 推進法では、支援としてつぎの項目を挙げている。①社会生活を円滑に営むことができるよ

うにするために必要な相談・助言・指導、②医療および療養を受けることを助けること、③生

活環境の改善、④修学または就業を助けること、⑤社会生活を営むために必要な知識技能の習

得を助けること、⑥その他、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助、であ

る。これらの支援をするため関係機関等にはつぎの責務があると定めている。①子ども・若者

の状況の把握、②相互に連携を図るとともに、子ども・若者またはその関係者を、適切な関係

機関等に誘導すること、である。また、③関係機関等が行う支援について、地域住民に周知す

ることを責務と定めている。 
推進法の主な趣旨は、関係機関の連携体制の下で支援の必要な子ども・若者を早期に発見し、

地域資源のベストの組み合わせ（つまり連携）によって、有効性の高い継続的な支援をしよう

ということにある。そのためには、シームレスな支援体制の整備が必要であるが、その点で現

体制には多くの課題がある。 
 
【高校と地域支援機関の連携をめざす取り組みから】 
私がこの 1年間関係してきたテーマのひとつに、高校中退問題がある。毎年 7万人の高校中

退者がいる。高卒就職さえ困難な時代のなかで、中退者はより大きなリスクを抱えているが、

その問題は放置されてきた。若者支援現場では、中退歴のある来所者が少なくないことに気づ

いていたが、彼ら/彼女らの背景をみると、学校段階で手厚い支援が必要だったと感じる支援者
が多い。家庭の貧困や崩壊、親子の葛藤、障害や疾病、友人関係や学力問題、教師との軋轢な

ど、中退に至る原因は多様だが、10代で学校を去る若者には誰かの支援の手が必要だというこ
とだけは確かである。 
何割もの生徒が中退する高校には現代社会の諸問題が色濃く投影されている。教師の努力だ

けで解決できない重い問題が渦巻いている。このような状況に対して、どのような方法が必要

だろうか。ひとつの取り組みを紹介しよう。札幌にある地域若者サポートステーションの例で

ある。 
いわゆるニート支援機関として活動しているこのサポステ（通称）は、ニートになる前に予

防的な支援が必要だと感じていた。サポステの来所者には 20代後半から 30代の若者が少なく
ないが、もっと早期に支援をしていれば、効果はもっと大きかったはずだという思いをもって

いた。学校とサポステの間を短縮すること、つまり早期支援開始ができないかと感じていたと

ころに、市内のある高校から協力依頼の声がかかった。複雑な諸事情を抱えて中退する生徒た

ちも多い学校の教師から、サポステのワーカーが在学中から支援を開始し、社会へと送り出す

手助けをしてほしいという要請だった。 



 

それを受けて、昨年から学内に進路相談室が設けられ、サポステなどから 3名のワーカーが
常駐するようになった。3 名はそれぞれ役割分担をしているものの、生徒ひとりひとりの状況
を把握し、何が必要かを見極め、必要に応じて外部機関に結びながら、社会へと出て行く支援

を進めている。 
 
【ユースアドバイザーへの期待：優れたコーディネーターになること】 
このような取り組みは、まだ少ないとはいえ、確実に広がりを見せ、とくに、推進法の施行

を前に、推進法の趣旨に照らし合わせて、整備していこうという動きとなりつつある。これら

の活動を見て感じることがある。求められる支援者のタイプに関してである。 
今、一番必要とされているのはコーディネーターである。つまり、地域の諸機関、諸制度、

諸資源を熟知し、自分自身の足であちこち顔を出して顔の見えるネットワークを作り、ニーズ

をもった子ども・若者のための支援計画を立て、地域資源を動員し、必要に応じて関係者によ

るケース会議を開き、経過をチェックし、うまくいっているかを見届けることのできる人材で

ある。介護保険制度のケアマネージャーがまさにそれで、子ども・若者支援にも、ケアマネー

ジー役が必要なのである。 
コーディネートという機能は、子ども・若者支援に限らず、いまやあらゆる分野で必要とさ

れている。専門分化した諸組織・諸機関を、支援の必要なひとりひとりの人のニーズに合わせ

てつなぎ合わせるという営みがなければ、効果が上がらないことに気づきつつあるのである。

ユースアドバイザーは、地域の優れたコーディネーターとして活動してほしい。 



 

 
３－２．梶野委員からの示唆 
 

地域における若者支援のあり方について 
 
 今年度から「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」の中央企画委員のメンバ

ーに加えていただきました。「子ども・若者育成支援推進法」が成立、公布された記念すべき年

に、このような形で関わらせていただけたことを光栄に思います。 
 私の専門は「社会教育」です。社会教育の領域の一部に「青少年教育」があります。今年度

の事業を振り返るとともに、教育行政の一翼を担う者の一人として、今後本格的な取組がはじ

まる地域における若者支援のための体制整備に必要だと考える視点をいくつか提示させていた

だきます。 
 
 【ソーシャル・サポート・ネットワークの中に学校を取り込む】 
今年度の中央企画委員会やコーディネーター研修に参加していて、私自身最も強く感じてい

たのは、「地域における若者支援の体制整備の中に『学校』をどのように取り込んでいくか」と

いうことです。今年度モデル地区 15地区の取組をみても、地方企画委員会への学校関係者の参
画の度合いはあまり高いとはいえないというのが現状だと思います。 
宮本みち子委員長は、今年度の第１回中央企画委員会（平成 21年７月 15日）の席上で能動
的社会政策の一つの方策として、「学校をドロップアウトしないための支援」を提案しています

が、平成 22年度から全国各地に設置されていく「子ども・若者支援地域協議会」中に「学校」
をどのように取り込んでいくかが、取組の成否を分けるメルクマールとなってくるでしょう。

組織論の研究者である太田肇が「囲い込み型組織」の典型例として学校制度を挙げています（太

田肇『囲い込み症候群―会社・学校・地域の組織病理、ちくま新書』）が、日本における近代学

校制度は“ソト”の社会と隔絶された空間の中で自己完結的に教育活動を行うことを旨として

成立しています。 
現在では毎日のように不登校・いじめ・学力低下・子どもの体力低下、さらには教員の指導

力不足やメンタルヘルスの問題など、学校制度を取り巻く問題が報道されています。これらの

問題を解決するために私たち教育行政の関係者は様々な教育施策の構築に日々奔走していると

いっても過言ではありません。しかしその殆どが対症療法的施策の域を出ておらず、有効な解

決策を打ち出せてはいないというのが現状です。 
なぜ、有効な解決策を打ち出せないのか。「学校という（社会から隔絶された）自己完結的な

空間の中で、教師が生徒を教え・導く」という枠組みの中で問題を解決しようとするスタンス

に原因があるのではないかと考えます。私たちはインターネット社会の中で生活しています。

そこでは、必ずしも大人が子ども・若者よりも優位な立場にいられるとは限りません。むしろ

情報を獲得するスキルにおいては、大人と子ども・若者の力関係は逆転してしまいます。その

ような社会状況の下で「教師が生徒を教え・導く」という一方的関係を学校の中で維持するこ



 

とは実質的には不可能であると考えた方がいいでしょう。 
そうなると、子ども・若者たちが次代の日本社会の確かな担い手へと育っていくことをサポ

ートする社会システムづくりのために学校は、自己完結的教育観から脱却し、“ソト”の社会と

有機的につながることが必要となってくるのです。 
 これから全国各地で展開されるであろう「子ども・若者地域支援協議会」で重要となってく

るのは、一人ひとりの子ども・若者（いわば「個」）に着目し、そこから社会との接点を見い出

し、社会参加への道すじを切り拓いていくことを可能とする「ソーシャル・サポート・ネット

ワーク」づくりを進めることです。そのネットワークの中に学校を取り込むことが重要となっ

てくるでしょう。 
 
  【自立していく主体として、子ども・若者を捉える】 
 ある青少年教育の関係者から「子どもがおとなになっていくために、子どもは一生懸命に子

ども時代を過ごす必要があるのだ」という話を聞いたことがあります。これは子ども（若者）

という存在が自ら伸びようという意志をもった主体であることを示している、非常に重要な指

摘だと思います。 
 今年度私が出席させていただいた会議の中で、モデル事業の関係者のみなさんから「支援」

という言葉が何度も飛び交っていました。この「支援」という言葉を私たちはどのような意味

として捉えたらよいでしょうか。会議の中では「指導」というものに対抗する概念として「支

援」という言葉を用いているように聞こえましたし、また私たちが様々な社会的困難を抱えて

いる子どもや若者たちを「支え」ることが必要だという文脈で使っている場合もありました。 
このように私たちはあたりまえのように「支援」という言葉を遣っています。子どもや若者

の存在を、支援を受ける“客体”と捉えるのか、それとも自ら育つ“主体”として捉え、その

歩みを支えていくという意味で「支援」という言葉を遣うのでは、その意味合いが全く異なっ

てきます。このモデル事業に関わっている殆どの方たちは、はもちろん後者の意味で「支援」

という言葉を遣っているとは思いますが、具体的な取組を始める前にもう一度「支援」の意味

を考えてみる必要があるように思います。 
 
  【ただ「かかわる」ということ～非専門性】 
 会議に参加していて、もう一つ引っかかりを覚えたのは「専門（性）」という言葉です。会議

では「専門機関のネットワーク」の重要性が繰り返し指摘されていました。私の職業は社会教

育主事という教育行政の「専門」職ですので、私自身は「専門性」ということを非常に大事に

したいと考えている者の一人です。しかし、「専門性」ばかりがひとり歩きしてしまっては、子

ども・若者を支える地域のネットワークは持続可能なものになっていかないのではないかとも

考えています。 
私の知り合いに相川良子さんという方がいます。相川さんは、元中学校の教員（校長も務め

た）で、退職後の平成 11年から渋谷区で地域の人たちを巻き込んで、「渋谷ファンイン」とい
う（地域主導の）居場所づくりの仕掛け人として知られています。その「渋谷ファンイン」の



 

メンバーを中心にして昨年の夏「ピアサポートネットしぶや」というＮＰＯが設立されました

（http://peersupport.jp/を参照のこと）。このＮＰＯでは、「引きこもり、フリーター、ニート
など若者が抱える問題を社会の課題としてとらえ、それらの若者が再び生き生きと社会とつな

がりながら生きていくことが出来るようお手伝い」をすることを目指して様々な活動を展開し

ています。 
このＮＰＯが最も重視しているのは「ピアサポート」いう概念です。ご存知の方も多いとは

思いますが、「ピア（peer）」というのは「対等」という意味の言葉です。相川さんはピアサポ
ートには、「ボランティア性」、「対等性」、「柔軟性」、「非専門性」という４つの特性があると指

摘していますが、中でも私が着目したいのは「非専門性」という概念についてです。 
ピアサポート活動を行うスタッフたちは、何か決められたゴールを設定することをせずに不登

校やひきこもりの子どもや若者と向き合あおうとしています。それは他者にたいして不安を強

く感じている子ども・若者たちにプレッシャーを与えないように配慮するというのが、その理

由です。そこで重視されているのは「ただ、かかわる」ことです。「ただ、かかわる」という目

的的ではない行為の根本には、子ども・若者を受容するという姿勢が見て取れます。先ほど、

子ども・若者の存在を自ら育つ“主体”として捉えるという視点を示しましたが、「信じて、待

つ」という非専門的なかかわりも、子ども・若者の自立に向けた育ちにとって、不可欠なもの

であると考えます。 
  
 【今後、どのような地域ネットワークづくりを進めていくか】 
 最後に「子ども・若者支援地域協議会」を設置したのち、どのような展望を描きながら地域

で社会的に困難を抱える子ども・若者を支援していく活動を展開していったらよいかについて、

これまで述べてきたことを踏まえて、私なりの提案をさせていただきたいと思います。 
 最近「ソーシャル・キャピタル」という概念に注目が集まっています。これはアメリカの政

治学者であるロバート・パットナムの著作『Making Democracy Work』 (邦訳『哲学する民主
主義』、NTT出版)によって巷間に広がりましたが、端的に言うと「人々がもつ信頼関係や社会
的ネットワーク」の重要性を指摘したものです。 
パットナムは、ソーシャル・キャピタルを「結合型（bonding）」と「橋渡し型（bridging）」
に分類していますが、この分類を援用して、地域における子ども・若者支援のネットワークづ

くりの構図を整理してみたいと思います。 
子ども・若者育成支援推進法に基づき設置される「子ども・若者支援地域協議会」は、社会

的困難を抱える子ども・若者の支援のためにタテ割り行政を乗り越え、専門機関のヨコの連携

を志向しています。これは（異なる組織間における異質な人と組織を結び付けるネットワーク

づくりといった）「橋渡し型」のソーシャル・キャピタルの形成を重視しているものです。一方、

先に紹介ＮＰＯピアサポートネットしぶやが展開するピアサポーターの活動は、信頼をベース

にした「共感的関係づくり」を第一義に志向しています。これは「結合型」のソーシャル・キ

ャピタルの形成に力点を置いているといえます。  
これから重要になってくるのは、それぞれの地域特性を踏まえて、この２つのタイプのソー



 

シャル・キャピタルの関係をどのように紡いでいくかという点です。専門的なネットワークの

周縁に地域における子ども・若者との「かかわり」を重きをおいた（インフォーマルであり、

かつ目的志向ではない）非専門的な人びとのつながりをつくることが重要だと私自身は考えて

います。既存の枠組みを乗り越え、一人ひとりの「個」（子ども・若者）を中心に据えた、ゆる

やかな社会システムづくりに向けて、共に歩みを進めていきましょう。 
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・内閣府国民生活局「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」

（平成 14年度 内閣府委託調査、委託先：㈱日本総合研究所、2003年６月） 



 

 
３－３．工藤委員からの示唆 
 
●テーマ：「地域における若者支援のあり方について」  
 
地域体制整備の成功要因は「ひと」である 
 
景気の低迷に伴う求人数の減少などにより、困難や課題を抱える若者が“それでもなんとか仕

事に就く”ことすらできなくなり、若者支援における地域単位での認識に変化を感じた。「地域」

という単位で若者の支援を考えるとき、その地域特有の若者支援はどうあるべきなのかが議論

されることになるが、今年度は過去に比べ“地域の若者”という大きな括り、世代的な観点か

ら取り組みの方向性を検討する意識が強くなり、地域におけるビジョン設定が明確にされたよ

うに思う。 
 
方向性が共有されれば、その方向性に沿って「私」「私たち」は何ができるのか。何をすべきな

のかという議論も活発化する。私は、中央企画委員として主に事業実施の初回と最終回を任さ

れることが多かったが、事業を始めるにあたり集った個別の支援者が、事業の最後にはひとつ

の支援組織であるかのような一体感を持った雰囲気を有し、「顔と顔が見えるネットワークを構

築する」が単なるキャッチフレーズに留まらず、実質的に機能する地域体制を見ることができ

たのは、当該事業の成果と言える。 
 
当該事業に関わらず、地域支援体制が成立するところには「ひと」が存在する。汗をかき、泥

にまみれながら、各分野を横断し、行政や民間の垣根を取り払い、「あのひとにお願いされたら

一肌脱ぐしかない」と、周囲を突き動かす人間がいる。それは行政担当者でも、企業営業マン

でも、民間団体の支援者でもよく、ある部分、「私」ではなく「公」の観点から地域の若者に支

援を差し上げたいという「志」を持っていることが重要になる。その意味から、仕事として、

業務として、役割として地域の体制整備に取り組むというだけでは名ばかりのネットワークが

ひとつ作られるに留まるだろう。当該事業に関わるにあたり、実施内容も非常に大切な成功要

因ではあるが、地域における若者支援の体制を有益なものにするためには「志あるひと」の発

掘がどの地域にとっても最重要課題となるのではないだろうか。 
 
ネットワークの意味 
 
困難な状況にある若者を包括的に支援するネットワークを構築するのは急務である。ネットワ

ーク関係の会議や委員会が設置される際にはこのような「意味」が理由付けされる。今年度、

さまざまな地域で私は講義をさせていただいたが、ネットワークを作る際にはもう一つ「意味」

を加えていただきたいと話してきた。それは、若者支援に携わる支援者のためにもネットワー



 

クには意味があるということだ。 
 
支援を必要とする若者のなかには、解決することが難しい課題を複合的に有しているものもお

り、それらを解決するには継続的な粘り強い支援が求められる。ネットワークが作られていな

い地域では、ひとりの支援者がこれらすべての課題解決に奔走し、しかも、支援対象となる若

者は増え続け、支援者が疲弊し切ってしまうことが少なくない。確かに、複数の困難を有する

若者を支援するためにネットワーク体制を作るのは重要だが、支援者を疲弊させない、支援者

を護ることもネットワーク作りには含まれている。このような話をしたとき、当該事業に集っ

た方々から「ネットワークの意味をより理解できた」とのお言葉をいただいた。 
 
講義や委員会、会議で情報共有をし、互いの組織／個人がどのような支援に取り組んでいるの

かを検討、理解することも大事である。それに加えて、自分自身のみならず、同僚や部下、自

分が所属する組織の人間が疲弊しないよう、また、もっとよい支援、専門性に特化した支援が

できる支援のために、という意識を持って参加をすれば、ある場所に地域内の支援に関わるひ

とたちが集うことにより大きな価値が生まれる、と私は考える。 
 
子ども・若者支援地域協議会への発展／スタートを切る 
 
今年度の事業を通じて感じたのは、地域の若者支援体制を整備するにあたり中心的な役割を担

う「ひと」をいかに発掘するのか。そして、体制整備の意味を地域の方々にどう理解していた

だくか。この二点の課題を解決していくことが、今後の重要なテーマになってくるだろう。逆

に、この二点の課題を解決できた地域では、若者の支援における見識を広げる。最新情報を共

有する。支援者が集まりケース検討を開催する。ネットワークのあり方を定性的、定量的に検

証していくことなど、さまざまな取り組みが大きな効果として表れるのではないだろうか。仕

事は段取り、という言葉も最近は多く聞かれるが、地域の若者支援体制も「段取り」をどこま

で追求していくのかで、その後の主目的である「支援」のあり方を決めると言っていいだろう。 
 
平成 22年度からは、「子ども・若者育成支援推進法」施行により、子ども・若者支援地域協議
会の形成が各地で検討されてくる。既に検討が終わり、実行に移されつつある地域もあると認

識している。その一方で、既存ネットワークとの違いがわかりづらい。“子ども・若者”という

フレーズにより担当部署が決まらない。それぞれの支援者は多忙で会議に何度も出席できない。

新たな予算措置は難しい。意見交換をさせていただくなかで、新たな地域協議会を作ることに

対し聞かれた言葉はどれも「実行は難しい」というものが多かった。業務が増え、一人ひとり

に負荷がかかるなかでは難しいという気持ちもわからないではない。余裕のないなかで協議会

を設置しても形骸化してしまうのではないかという不安も理解できる。この部分は非常に難し

い課題である。 
 



 

私の周辺、特に民間組織の支援者は協議会設置に強い意欲と希望を持っている。協議会が設置

されれば、子どもと若者をわけずに、成長過程の流れのなかで支援できるのではないか。既存

のネットワークではつながれなかった地域の支援者と関係を作ることができるのではないか、

など期待は高く、さらには、集うことは難しいが IT技術を使って物理的な制約を超えてはどう
だろうか。予算がないからではなく、ない予算のなかでどこまでやれるかを考えたい、という

議論も成されている。立ちふさがる数々の課題を前に立ち止まるか、それとも課題があること

を前提としたうえでスタートを切るべきか、意見は分かれるところかもしれない。 
 
しかしながら、地域で若者を支援していくことに「No」を突き付ける人間はいない。若者を支
援することそのものは重要なことだと誰もが認識しているからだ。私は、初めから壮大なスケ

ールで、地域ですべての若者に対応できる必要はない。現状の地域資源を鑑みて、やれそうな

分野から無理なく進めていく「あり方」でよく、もっと言えば、“どうあるか”はやってみてか

ら見えてくるくらい割り切る程度が丁度よいのかもしれない。今年度の当該事業を見ていても、

初年度より二年目、三年目のほうがうまくいっているケースが多い。 
 
いくらでも困難な理由は並べられるだろう。それでも、できそうなところから始めてみる。そ

して、できたところから広げていく。若者を支援していく取り組みは、今後、長年にわたって

継続していかなければならず、また、長期に渡ればさまざまな社会状況、地域情勢に応じて「あ

り方」も変化させていかなければならない。いますぐに完成形を作る必要もなければ、完成形

などはそもそもないのかもしれない。課題を挙げることはいくらでもできるが、最初で最大の

解決すべき課題は地域での若者支援に取り組む実質的なスタートを切ることなのではないだろ

うか。 



 

 
３－４．斎藤委員からの示唆 
 
地域における若者支援のあり方について 
 
1．事例検討 
今年度実際に関与したモデル事業は松江市と千葉市であり、そこで経験したところから本モ

デル事業を考えると、地域関連機関による連携ネットワークがいかに有効に形成されるかとい

う点に、事業としての成否がかかっていることを実感した。関与した両モデル事業とも事例検

討に多くの時間をかけており、そこでの議論に両地域の参加機関の独自性が反映されているよ

うに感じ興味深かった。やはり、子どもや若者の支援のための連携とは、複数の異分野の機関

が合同して詳細な検討を行う事例検討に成否の鍵がありそうである。 
では、地域連携ネットワークでの必須な活動である「事例検討」とは何だろう。ここでいう

事例検討とはけっして結果の出た過去の事例の検討のことではない。今まさにある機関が支援

を続けており、あるいは開始しようとしており、しかも展開に重大な疑問が生じてきたり、支

援そのものが非常に難しい状況に直面していたり、支援の意義が見えなくなったりしている現

在進行形の事例についての検討であり、何がおきているのか、どのように対処すべきか、次ぎ

の一手は何か、どのような機関に手伝ってもらえるのか、あるいはバトンタッチしてもらえる

のかといった多様な疑問に具体的な答えを見つける実践的な検討でなければならない。このよ

うな事例検討はケース・マネージメントという観点からのそれということができる。 
 

2．地域連携ネットワーク 
若者支援、とりわけ「ひきこもり」を対象とした支援は、「出会い・評価」の段階を経て、「個

人的支援」の段階へ、そしてそこから「中間的・過渡的な集団との再会」の段階へ、そして「社

会参加の試行」段階へと一段一段階段を踏むように進んでいく辛抱強い支援過程であり、段階

に応じた多様な支援を提供する必要がある。したがって、このような支援の全体を一分野、一

機関だけで担うことは不可能といってよいだろう。地域連携ネットワークが必要な理由はまさ

にそこにある。 
地域連携ネットワークはどのような構造を持つべきであろうか。著者は次のような 3 種類の
機能を果たす構成要素を有機的に組み合わせ、実践的に運用することが地域連携ネットワーク

であると考える。すなわち、第一の要素はネットワークの窓口機能およびコーディネート機能

を果たす「事務局」であり、第二の要素はネットワークに参加する各「専門機関」であり、最

後の要素が専門機関が集まって定期的に開催する「ケース・マネージメント会議」である。 
事務局は参加機関の連絡担当者とこまめに連絡をとりあい、現在困っている事例がないかど

うかをたずね、もしあるならそれをケース・マネージメント会議で検討するよう提案し、その

ための準備についての情報を提供する。こうして検討することになった事例を集めて、毎回の

ケース・マネージメント会議のプログラムを作成し、さらに各事例ごとに会議に必ず参加して



 

ほしい機関を調整し、必要に応じてその事例に実際に関与している各機関のスタッフの出席を

アレンジすることも事務局の仕事である。 
定期的なケース・マネージメント会議にはできるだけ実務者が参加できるような運営に配慮

すべきだろう。定期会議では可能な限り「今」ある機関が対応に苦慮している事例を検討する

べきである。そこでの検討が諸機関の積極的な発言で有意義なものとなれば、その積み重ねは

参加機関のひきこもり理解や対応法の向上につながる啓発的効果が期待できることは明らかで

ある。また、ケース・マネージメント会議では少なくとも一つは新たな取り組みの方向を出し、

少なくとも一機関は一緒に取り組むことへ手を上げることを原則とするべきだろう。 
さらに、連携ネットワークにおける定期的に開催されるケース・マネージメント会議におい

て、議論が有益な忠告、具体的方向の提案、支援への参加の表明などを含む活発な検討と交流

の場になることができれば、そこに参加していた各機関の実務者は信頼感を共有する「顔見知

り」と感じあえるようになる。それは緊急時の対応を急ぎ機関間で打ち合わせなければならな

い際に大いに活用できるものであり、連携ネットワークを設置し運用する意義の一つでもある。 
このネットワークには子どもから若者までの広い年代の青少年に関わる地域諸機関（教育、

保健、福祉、警察など）が可能な限りたくさん参加すべきである。特に、精神科医療機関、理

想的には児童精神科と一般精神科の両方の機関が参加していることはネットワークの質を高め

ることにつながる。 
最後に、連携ネットワークは各機関の立場と限界を理解しあったつながりを大切にすべきで

あることを強調しておきたい。 
 

3．地域協議会形成に向けた方向性、課題 
地域協議会は、上記の地域連携ネットワーク機能の 3 構成要素をきちんと備えていなければ
ならない。この協議会は各機関の責任者もしくはそれに準ずる人を集めネットワークの運営を

めぐる水準の検討を行う会議と、各機関の実務家が集まり、文字通りケース・マネージメント

に関する検討を行う会議との両者が存在することが望ましいが、もしそれが難しければ、むし

ろケース・マネージメント会議を優先させるべきである。 
地域連携ネットワーク構築にあたって特記すべきは、NPOをはじめとする民間機関との連携
が必須である一方で、公的機関がある支援領域を民間機関へ丸投げすることは絶対にすべきで

はないということである。公的機関もNPOが提供する活動と同種の活動に率先して取り組み、
民間機関の活動のモデル（活動内容的にも、倫理的にも）とならなければならない。その上で、

民間機関にどこを担ってもらうかを明確にし、責任ある指導を続けるべきである。丸投げは責

任転嫁になりかねないことは常に心得た上で、公的機関と民間機関の深い信頼感に支えられた

連携を目指すべきである。 
地域協議会には成人精神科および可能なら児童思春期精神科の医療機関を加え、ケース・マ

ネージメント会議では医療的、各当事者に応じた個別支援システムの構築のために医療者のメ

ンタルヘルス的な評価と支援の感覚を活用すべきである。 
 



 

 
３－５．長須委員からの示唆 
 
地域における若者支援のあり方について 
 
１．はじめに 
 今回，「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」においては，各モデル地域の実

情に応じて事業が展開されたわけであるが，中央企画委員会委員としてそのいくつかの地域を

訪ね，あわせてユース・アドバイザー養成研修等も行った。本稿は既存のデータや今年度の事

業報告，実際の訪問などから標記のテーマにアプローチしようとするものである。 
 
２．支援の対象となる子ども・若者はどんな人たちなのか－若者を中心にして－ 
 2009年 7月に成立した「子ども・若者育成支援推進法」（平成 21年 7月 8日法律第 71号）
は，その第 15条において支援すべき若者にふれている。すなわち，「・・修学及び就業のいず
れもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困

難を有するもの・・」と規定している。いわゆる「様々なリスクを抱える子ども・若者」がそ

れにあたる。それでは，実際に，支援の対象となる子ども・若者とはどんな人たちなのだろう

か？ 
  
「岩手県における青少年の進路と就労に関する実態調査」報告（2007）は，岩手県青少年男女
共同参画課からの委託をうけて，調査研究委員会を組織して 2006 年度に実施した調査の報告
である。その要点を以下に示す。 
（１）高校類型別「浮動層」輩出率の検討（横井修一・長谷晃憲） 
①「（青年）浮動層」という概念は有効である。「浮動層」とは，正規就労しない（できない）

まま，「フリーター」←→「ニート」の生活状態にある青年を意味する（15～34歳の未婚者）。 
② 岩手県においては，「一時的就業」も「無業・進路未定」もともに「浮動層」であり，その

時点では区別されるにしても青年層の区分としてはそれほど明確な違いがない。 
③ あくまで暫定的な見積もりであるが，岩手県の高卒者の「浮動層」は５％程度。平成 18
年 3月卒業生についていえば，総数 14,283人（学校統計）の５％，700人位が「浮動層」。 
④ 「浮動層」輩出のルートに関しては，岩手県においては，普通高校と実業高校の違いによ

る影響が小さい。 
 
（２）「浮動層」の実態 －ヒアリングによる質的検討－（長須正明） 
☆「浮動層」はどんな人たちなのか？ 
《 高校調査から 》 
① 個人的な要因としては，学校に適応しない・できない生徒である。親など養育者にも生活

上の問題があるケースが多い。 



 

② パーソナリティ特性としてはコミュニケーションがうまく取れない人が浮動層になりやす

い。慎重な検討が必要ではあるが，単にコミュニケーションが苦手というだけではなく発達上

の障害やそうした傾向が背景にある可能性もある。 
③ 環境要因としては，県全体に十分な求人がないことが大きい。絶対数が少ない上に地域間

格差，地域内格差がある。 
 
岩手の進路指導は「好きなこと」「やりたいこと」言説に惑わされてはならない。今 
だからこそ，地域に根ざした，地に足をつけた，現実に生きる指導＝方向付けをしなければな

らない。また，高校を離れる時点で進路がはっきり決まらなかった生徒は「ファースト・チャ

ンス」を逃したばかりか，再チャレンジ＝セカンド・チャンスは容易に巡ってはこないし，場

合によっては学校時代に抱いた自分の願いをかなえるチャンスは二度とないのかもしれないの

である。 
《 個人調査から 》 
④ 生活のリズムが崩れることで精神的・心理的な安定，バランスが崩れる。やることがない

のでゲームをして時間をつぶし，人とかかわる時間と機会が少なくなり，そのうちに「人とか

かわれない」という認知を持つにいたる。 
⑤ 学校生活に対する積極的・肯定的な評価をしている人は少ない。 
⑥ 先生との交流に関しては，交流があったというよりは，先生としての立場から「指導して

もらった」という印象を語っている。とくに問題を起こすわけでもなく，自分から動くという

タイプでもない生徒は通り一遍の教員の指導をスルーしてしまう実態がある。 
⑦ 人的交流に関しては，家族以外にはほとんど人的交流を持たない人が多い。 
⑧ 学校時代に「いじめ」を経験している人がほとんどである。共通するのは「ひどいいじめ

を受けた」ことを「心配させるから」という理由で親にも話していないことである。「いじめら

れ」経験は「人とかかわる」ネガティブな経験として現在の生活に，そしてこれからの生活に

向かう気持ちを萎えさせるという意味で将来に影響を与えている。 
⑨ 家庭的背景に関しては，経済的には中以下の家計を背景としている人がほとんどであり，

社会的ネットワークにも十分にアクセスしているとはいえない。 
⑩ 本人が無業～浮動層の状態でいることに対して，家族はとくに何も言わないケースが多い。 
⑪ 将来展望に関して，主として経済的な事情から「仕事に就く」ことを願っている人が多い。

しかし，無業でいる状態の時間が長いほど「働くこと」を回避したり，「働けない自分」という

固定化した自己意識を持つようになっている。 
 
 全体としてみれば，働かないでいるうちに体力も含めて「働けなくなる」負のスパイラ 
ルに陥るケースが多い。働くことには習慣性があるから，その点では作業療法的な関わり 
が重要であり，それを段階的に行い，セルフ・モニタリングさせて，自己の存在，他者と 
共に生きている現実を認識させることが重要になる。その意味では，無業の若者支援の最 
重点ポイントは「リアリティ認識形成」にある。 



 

 
 こうした若者に加えて，社会とのかかわりをもてなくなった「引きこもり」も存在する。 
今回の法律はその第 15条の 1において，支援の内容の一つを「社会生活を円滑に営むこと 
ができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その他の適切な場所 
において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。」と規定している。とくに「子ども・ 
若者の住居・・」という部分はアウトリーチ（訪問支援）の可能性にふれていると考えら 
れる。その意味では，従来の「無業者」に「引きこもり」を重ねて支援しようとするもの 
ともいえる。 
 
３．地域で「困難を抱える子ども・若者」を支援するシステム 
 困難を抱える子ども・若者を支援するために「子ども・若者支援地域協議会」を設置す 
るわけであるが，それは「関係機関」から構成される。関係機関とは「国及び地方公共団 
体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号） 
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者で 
あって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援 
に関連する分野の事務に従事するもの」と規定されている（法第 15条）。関係機関は地域 
資源であるから，当然のこととして中核を担う機関と共に地域によって様々な差がある（各 
地域のネットワーク図参照）。 
  
一般には以下のような機関が地域協議会に参加（区分することに意味があるのではない 
ため便宜的に入れている機関もある）している。 
 
《教育系》市町村教育委員会，青少年センター， 学校法人，広域通信制高等学校，フリースク
ール・・など 
《福祉系》市町村生活福祉課，障害福祉課，児童相談所，社会福祉協議会，社会福祉法人，自

立援助ホーム，精神保健福祉センター，保健所・・・など 
《就労系》公共職業安定所，障害者職業センター，障害者職業リハビリテーションセンター，

仕事センター，ジョブカフェ，地域若者サポートステーション，（社）産業カウンセラー協会，

労政課，産業振興課・・・など 
《医療系》病院，クリニック，精神保健福祉センター，保健所，・・など 
《矯正系》少年院，少年鑑別所，保護観察所，警察署，少年サポートセンター・・など 
《その他》様々な背景を持つ子ども・若者を支援するＮＰＯ，・・など 
 
４．地域協議会（地域支援ネットワーク）設置の意義 
 こうしたネットワークを構築した上で，ケース会議を開き，ケースに応じて支援の方向 
性の合意を作り，実際に支援を進め，サイドケース会議で検討を重ねるというプロセスを 
たどって「よりよい環境，よりよい状態を作る」目標を実現するわけである。 



 

 地域ネットワークを作る意義は，地域資源の確認と複数の目を通した支援の多様性，顔 
の見える関係の担当者によるリファーのしやすさである。 
 
 
 
５．地域で若者を支援する際の課題 
① アウトリーチ（訪問支援） 
アウトリーチは以下のプロセスで行われることになると思われる。 
 
１．インテーク（受理面接） 
    ↓ 
２．アセスメント（事前評価） 
    ↓ 
３．プランニング（援助計画）    ← 支援ネットワークのケース会議（方針決定） 
    ↓ 
４．インターベンション（援助開始）← 支援ネットワークのケース会議（支援経過報告） 
    ↓ 
５．モニタリング（分析・評価）← 支援ネットワークのケース会議（支援の検討・評価） 
    ↓ 
６．エヴァリュエーション（事後評価） 
    ↓ 
７．ターミネーション（終結）  
＊ 〈参考資料〉アウトリーチ神戸（藤本圭光代表）のＨＰ 
 
 問題点は ⅰ）家族・本人の同意が得られるか ⅱ）現在でも多くの支援の機会においてア

ウトリーチが模索されているが費用負担はどの程度になるか・・たとえば，Ｍ市では 3回まで
は家族・本人負担はゼロ。4 回以上の場合は家族・本人負担とする・・とたんに 3 回で中断す
るケースが多い ⅲ）引きこもり支援に多くの労力をかけることに関する合意形成の困難 で

ある。 
 
② 支援すべき子ども・若者の特定が困難 
 義務教育修了以後の，支援すべき若者の特定が困難である。もちろん支援を求めてくる 
人はいるが，本当に困っているはずの人・家族に支援が届いていないことも大いに考えら 
れる。家族の中の閉ざされた関係に閉じ込められていたり，本人に困り感さえないことだ 
ってありうる。 
 今までの支援経験では，困難を抱える未就労・非就労，非修学の若者は義務教育卒業年 
齢の段階でリスクが顕在化していたり，潜在的リスクが疑われるケースが多いことが指摘 



 

されている。個人情報の保護には十分な配慮が必要ではあるが，公平で公正な支援を実現 
するためには義務教育卒業年齢段階での「困難・リスクを抱える子ども」のデータ・ベー 
スが不可欠なのではないだろうか？ 
 
③ 多くの地域では様々な困難に対する支援会議がすでにあり，あらたに立ち上げること 
による時間と労力の重複が考えられる 
今までの支援会議・協議会をベースに「部会化」して，ネットワークはそのまま生かし， 
新たな関係を付加して，時間的，人的重複によるロスを最小限にする運営上の工夫は必要にな

ろう。 
 
④ 地域によっては就労への誘導が困難 
 地域に産業の集積がない場合，労働市場の広がりが十分ではないので就労への誘導は困難で

ある。とくにひとつの市町村単位では難しいことの方が多いだろう。その場合，広域行政単位

でのネットワークを構築せざるを得ない。場合によっては，行政機関等の臨時職員の仕事をジ

ョブ・シェアするといった，まさに「地域で生きる」方策を講じる必要も出てくると思われる。 
 
⑤ 日本型子ども・若者支援モデルを示す必要がある 
 ユース・ワークは北欧などをモデルとした発想である。根底には「社会的排除」に至らない

ようにするという社会的合意がある。日本には残念ながらそうした合意はない。地域で困難を

抱える子ども・若者を支援して包摂してゆくためには，まず何よりも問題の共有，支援の必然

性と実際の支援活動に関する合意形成が求められる。その上で，各地域で行っている活動から

普遍的に日本的モデル，あるいはそれぞれの地域における重点的支援対象を明確にした支援対

象カテゴリー別モデルを示す必要がある。モデル地区以外の地域では，自分の地域に近い特徴，

重点支援対象を持つ地域のモデルを参考に地域ネットワークを構築することになろう。 
 
⑥ 事業の継続を規定するのは継続した予算措置 
 事業の立ち上げに関しては，ここ 2年のモデル事業の各地域の成果が大いに参考になるだろ
う。しかし，来年度の事業継続を諦めたり，保留したりしている地域があることを考えると，

今後の安定した事業継続と子ども・若者の支援ネットワークをより質の高いものにするために

は継続した予算措置とそれを可能にする資金的裏づけが不可欠である。どの地域においても，

この事業の重要性は十分に認識されている。しかし，それぞれの地域にはより重要な，より緊

急性が高い問題があるので，この事業の優先順位は決して高いとはいえない。その中で，限ら

れた短い時間内での成果を出しにくいこの事業を継続させるためには，事業資金面での国から

の支援は不可欠と思われる。首長の英断が得られる自治体はすばらしい。しかし，全ての自治

体にそれを期待することは出来ない。 


