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 皆さん、こんにちは。先ほどご紹介いただきました NPO 法人「育て上げ」ネットの井

村良英と申します。私は、東京都立川市を拠点に、子ども・若者の自立の支援をしており

ますが、大阪、北九州など、いろいろなところで支援の手伝いをさせていただくことがあ

ります。今日、名だたる先生方の中で、現場支援者としてトップバッターでお話をする機

会をいただけたことは、すごく光栄なことだと思っております。より現場のノウハウなど

共有されることが広がっていけばいいなと思います。 

 話すのも慣れていませんし、どれほどお役に立てるお話ができるか自信はないのですが、

前座のつもりでお聞きいただければと思います。 

 テーマは「民間団体と地域、関係機関との連携の大変さと意義について」です。私は一

現場支援者なのですが、私が講師として選ばれた意味が１つあるとすれば、活動拠点であ

る立川市で、５年ほど前から若者を支援するネットワークをつくってきたことでしょう。

（図の）真ん中に位置しているのが、私たちの法人で、 初につながったのが、その外側

の枠です。だんだん外側の枠とつながると、内側の枠とつながる必要性が見えてきて、約

４年かかって、（図に書いてある）すべての団体とつながることができました。これを行政

がやろうとすると、結構簡単にできてしまうことかもしれません。 

 今日は民間団体の方が全国からたくさんお集まりで、今だから笑って話せる、そして少

し勇気が持っていただけるかもしれない話をしますね。平成 22 年４月に『子ども・若者

育成支援推進法』ができる少し前に、私は立川市役所に行きました。こういう法律ができ

て、自治体が手を挙げてくれれば、自治体のコストもかからずにモデル事業をやらせてい

ただけるそうですと、子ども若者を支えるための連携の話をしたわけです。すると窓口の

人に、「立川市にはニートやひきこもりの人はいません」と本気で言われました。「いや、

そんなことはない。私たちのところにはたくさん来ています」とお伝えし帰りましたが、

どうしてもあきらめきれず、また行きました。しかし、顔色１つ変えず同じことをおっし

ゃるのです。私も、そのときは市民として行きましたが、頼み方というのがきっとあるの

でしょう。何度行っても断られました。 

 その後、東京都で初めてモデル事業としてやることになったわけですが、当時の市役所

の担当者の方は、運営会議に参加されることがなかったので、私たちはボランティアで、



 

ずっとこのネットワークをつくる活動を続けてきました。そして、ある程度でき上がった

頃、市役所の担当が替わって、いつものように私たちだけでネットワークの会議運営をし

ようとしたところ、新しい担当者の方は「市を無視してやるんじゃない」とおっしゃった

のです。「いや、市の人がいままで何もしてくださらなかったので、私たちがボランティア

でやってきたのです」というと、ハッと顔色が変わって、「それは申し訳なかった。では一

緒にやりましょう」と、話が進み始めチームとなって今年度から市の中でこのネットワー

クが正式に位置づけられていきました。 

 何を申し上げたいかというと、いまからお話しすることは、役所の人がポンとつくった

という話ではなくて、本当に市民同士がつながって、どうしたら連携できるのかを考えて、

努力してつくってきたということなのです。 

 連携というのは大変で、やはり難しいです。こちらのスライドは、友人の札幌市の若者

支援総合センターの松田さんから拝借したものです。こちらは蓮の葉で表現されています

が、重なり合っているところが、子どもや若者への連続した支援を可能にしている部分で

す。どこかにつながれば、どこにでもつながれるような状態をつくるのが、連携の大切な

ところだろうと、仰っています。また、連携で一番難しい理由は、それぞれが専門領域の

真ん中ではなく端の部分で重なり合うからですとも仰っておられます。専門領域のど真ん

中ではないのでそれぞれが少しずつ無理をしなければならず、自分たちとは違う専門分野

のことを学びながら、つながっていかなければいけない、そういう難しさが松田さんがお

っしゃる通りあると思います。 

 このお見せしている松田さんのスライドは、申し訳ありません、資料に入っていません。

松田さんの了承を得ていますのでご要望がございましたら送らせていただきます。 

いろいろな機関が連携を組むときに、それぞれの機関で使っている言葉やイメージしてい

る方向性が全然違うということがよくあります。連携やネットワークを組もうというとき

は、同じゴールイメージをもって、同じ言葉を使っていくことがすごく重要になります。

若者支援の５原則に、発見・誘導・支援・出口・定着がありますが、大事なのは、このネ

ットワークの中でどこが発見の機関で、どこが支援の機関で、どこが出口の機関になって

いるのか、ここに所属している人が皆、同じ言葉で同じイメージをもてているかというこ

とです。このネットワークに所属している機関の多くは、公的な機関です。公的機関は担

当者が２～３年ごとに替わることが多い中で、十分に引き継がれるものとそうでないもの

があります。個人のスキルに頼らず、組織同士がつながっていくには、それぞれの機関が、



 

ネットワークの中でどの役割を担っているかということを、同じ言葉と同じイメージで引

き継ぐ必要があります。そのために、ネットワークの中では、例えば、発見・誘導・支援・

出口・定着といった同じ言葉を使うように心がけているのです。 

 さて、ここに「気になる子はいますか？」と書きました。いま皆さんの支援現場もしく

は近所に住んでおられる方で、気になる人、気になる子がいないかイメージをしていただ

けますか？子・若法では、対象が０歳から 39 歳となっています。ですから、この研修中

もその年齢の中でイメージしていただければと思うのですが、その子どもはなぜ気になる

のでしょうか。おそらく、この子はもう少し何か手があったら、なんとかなるのではない

かということがイメージされた皆さんにはきっと見えているのだと思います。 

 そういう人たちと関わるために、いろいろな連携をしていくのですが、まずその連携の

プロセスを具体的にお話しする前に、段階を明確にしてきました。まず３段階です。気に

なる子に出会う、見つける。これは支援者の役割になるでしょう。いま、皆さんが思い浮

かべられた気になる人。皆さんが支援現場にいて、この子、どうしようかな、どうなるん

だろうなと思っている人を見つけるのは、まだ比較的イメージしやすいと思います。でも、

いま出会っていない人をどのように見つけていくのか。ぜひそれにチャレンジしていただ

きたいのです。 

 気になる子に出会ったら、まずその人を支えるための仮説をつくります。いま自分とし

てはこの人に対してできることはないかもしれない。でも、もしこういう取組があれば、

できるのではないだろうかという仮説をつくって、連携先の機関や地域などに提案するの

です。 

 たとえば、体力的にも回復して対人関係も身についたのに、就職がないという当事者が

います。いまは、普通の大学生でもなかなか就職先がない状況です。もちろん、ハローワ

ークや仕事を紹介してくださる人とつながっていくのは、その人が就職先を見つけるため

の 初の支援ではあるのですが、４年前から、ぜんぜん違う手法で私たちは仮説をつくっ

て、地域へのアプローチを始めました。少しずつですが地域の中で若者が人とのつながり

を見つけ、その中で働き先を見つけることができるようになってきたのです。 

バリバリ働けるという感じではないですが、少し不器用な人でも就職することができれば、

働き続けることができるのではないか。では、そういう地元の企業と出会うためには、ど

うしたらいいのか。現在は出会えていない若者と、どうすれば出会えるだろうかと考えた

ときに、まず１つは、地元の信用金庫に提案をもっていきました。地元の中小企業に一番



 

詳しいのは地元の信用金庫です。特にその信用金庫は、地域を活性化することによって企

業も活性化するという方針で中小企業支援を進めておられたので、この話は合うかなと思

ったのです。 初から上層部の方が対応してくださったので、立川市役所で話したのと同

じように、こういうひきこもりの若者がいて、なかなか働き先がないのですが、何かつな

がりをつくることはできないでしょうかと尋ねました。すると、信用金庫での地元の優良

な中小企業の集まりに紹介してくださり、私たちの企画を提案する機会をいただいたので

す。 

 それから毎年、企業の社長さんたちの集まりで提案させていただいて、今年で４年目に

なります。それで就職が決まった人はまだいないのですが、面白いのは、１年目に行った

とき、ニートやひきこもりという言葉はなんとなく聞いたことがある程度だったのに、４

年目になると、一所懸命取り組んでくださっている雰囲気が伝わってきます。 

 今年は、３つの会社から「いい子がいたらつなげてもらえないか」という話をいただき

ました。ただ、すぐに就職するのはお互いにリスクが高いので、若者の様子を見る期間を

猶予していただき、若者自身も就業経験を積むことができるインターンシッププログラム

というのをつくってもらえませんかと提案をしていくわけです。 

 今日の午前中、生活保護を受けている家庭に訪問してきました。詳細は除きますが、10

代のひきこもりの子どもがいて、生活保護のワーカーが就労の支援に向けてずっとアプロ

ーチをされているところです。 

 私たちは立川市で、生活保護担当のケースワーカーさんと一緒にひきこもりの青年など

を訪問して自立させるというプログラムを行っていますが、４年間は自治体の費用負担な

しでやってきました。その成果がいま表れて、他市からも一緒にやってくれないかとお声

がかかるようになったのです。４年前まではそういうことはしていなかったので、実績は

ゼロでした。 

 新しい連携事業を始めるときに大事なのは、継続のための正当な対価をいただくという

ことです。皆さんも私も民間団体です。私は非営利団体に所属しているので、営利を求め

ませんが、活動自体を継続させるために、対価をいただくことが、当たり前の事かもしれ

ませんが重要ではないかと思います。 

 たとえば、１つの市で行う分については、私も４年間、ボランティアでやってきたわけ

ですが、ほかの市からも話がきたとき、スタッフを派遣しなければなりません。スタッフ

にボランティアでやらせるわけにはいきません。でも、スタッフがいけなければ連携事業



 

は始まりません。ですから、継続のための正当な対価をいただくというしくみをつくるこ

とが重要になってきます。。これは寄付でもＯＫです。私たち民間団体が連携して一人の人

を支援することに知恵を絞る中で、対価をいただいて、継続のための担保をしていかない

といけないなと思っています。 

 私たちは、３年半ほど前から、多摩地域にある鑑別所で毎月授業を行っています。行く

たびに毎回、そこにいる 10 人ぐらいの人たちに「出てきたら僕らのところへおいでよ」

と呼びかけをします。先ほど、困っている若者や子どもを探すことが大事だと申し上げま

したが、私もそれまでは鑑別所へは一度も行ったことがありませんでしたし、行っている

人はこわいひとたちばかりなんじゃないかという偏見的な気持ちも、正直ありました。し

かし、実際そこから出た人たちと関わってみると、たとえば 15 歳にして親がいなかった

り、17 歳で親の借金を払っていたりなど、いままで私が出会ったことのないような若者た

ちがいたのです。そのとき私たちは、手を差し伸べられるべき人に支援が届いていない現

状があるなと思いました。もちろん、保護観察官や保護司の方、地域の方々の支援はたく

さんありますが、親もなく、一所懸命がんばってきた人たちが、若くしていろいろな人生

を背負っている中で、支え手は多いほうがいいと思ったのです。 

 初はうまくいきませんでした。私は 10 代の非行の子と関わったことがなく、どうい

う言葉を伝えればいいのか、分かっていなかったのです。私が得意なのは 20 代、30 代の

ひきこもりの人の支援です。ひきこもり支援は「下から行う」という格言があります。や

はり対人関係で恐怖感がある人が多いので、とにかく優しく下から関わるというのが私の

支援の基本となっていましたが、そのスタイルで鑑別所で支援をするとまったくうまくい

かないので、10 代の支援に関わっている人に聞き、研究をしました。そして学校の先生の

ように、少し上から目線で話してみることの効用に気が付き、実践してみたら、授業の後

に２人来てくれました。なるほど、10 代の子は少し上から「俺が面倒を見てやる」といっ

た感じで言うと伝わるのかと思い、その話を観察官や鑑別所の先生にすると、「そんなこと

も知らなかったんですか」と言われました。支援者がいろいろなところと関わると支援の

幅も広がり成長もできます。 

 先ほどの生活保護の 10 代の方の訪問に話を戻しますが、なぜ違う市の人がその取組を

知ったのかがすごく重要です。成果を出して、それを発信する、伝えるということをしな

ければ他の方に知られることはなく、せっかくの取り組みも広がっていくことはありませ

ん。そこで私たちは、活動を知っていただく一環として「若者は語る」という冊子を出し



 

ました。ここに出てくるのは、元ホームレスでいまは働いている方です。両親や家族もな

く、児童養護施設で育ち、高校卒業後、30 歳まで働いたが、病気になり、住むところもな

くなってホームレスに。公園で死にそうになっていたところを、市のワーカーさんに声を

かけられて、生活保護を受給できることになりました。その後、６年ほどひきこもってい

たのですが、私がワーカーさんと一緒に訪問して、およそ２年間何度もアプローチして、

いまは働いています。その話を座談会的にまとめ、ご本人の許可を得て記録したものを、

１冊 300 円で販売しました。その冊子を見てくださった方から声がかかりました。成果を

出して、ゼロから１にすることも大事ですが、その成果をいろいろなかたちで発信してい

き広く取り組みを知っていただくということがやはり重要だと思います。冊子を出すのも

１つの方法ですが、新聞に取り上げていただく。また、ブログやフェイスブックなど、で

きる範囲内で発信するのもいいと思います。私はこの年末までは、フェイスブックで若者

支援情報を比較的毎日出していました。 近はブログに移行するよう準備していますが、

面白かったのは、中央公論という雑誌の８月号で６ページ取り上げてくれたことです。そ

れも私たちの発信していることが編集者の方の目に止まったのがきっかけです。私たちは

伝わりづらい仕事をしているので、成果を出したら、それを発信することがすごく重要だ

と思います。 

 まず、前提となるのは、志があることだと思います。 初にイメージしてくださった、

気になる子、その人をなんとかしたいという想いが、一番大事だと思います。気になる子

がいるのですが、一緒になんとかしてしていただけませんかと、信用金庫や地元の自治体

に行く。大体とんとん拍子で行くことはないのですが、まず発信をしないと始まることす

らありません。いまの自分の職域では難しいけれど、「気になる子」のためになんとかした

いと思っている人はいます。発信していれば、そういう人と必ず出会えます。まず、それ

がスタートになると思います。ですから、気になる子がいる、なんとかしたいなという話

を、いろいろなところでしていくことが、まず大切です。 

 その下に、困りごと×困りごとと書いてあります。まず、気になる子をどう自立させる

のかは、自分たちにとって大きな困りごとです。それをどこかの機関にもっていくと、今

度はどこかの機関の困りごとになるわけです。私が 初に立川市に行ったときの担当者の

方は、そう思われたのでしょう。私のお願いの仕方が間違っていたのだと思います。連携

のところでは、その機関の困りごとをしっかりと把握してから、自分たちの困りごとをあ

わせて解決できる提案を作成していくのが正解と思います。 



 

 私たちの団体は若者支援をしていますが、仕事のトレーニングをするため、地域で何か

やらせていただく必要がありました。地域の企業からお仕事をいただいたり、商店街で毎

週火曜日、皆で清掃をしたりと、いろいろトレーニングしていたのですが、あるとき、商

店街の人たちがクリスマスのイルミネーションの飾り付けをされていたのです。２人が脚

立を押さえ、１人が上に立って、皆さん 70 代くらいの方々でした。地元商店街の担い手

の人たちが高齢化しているのです。それで、うちには若者がたくさんいるので、声をかけ

ていただければお手伝いします、とお伝えしました。私は単純に地域住民としてそういっ

たのですが、実はそれが商店街の困りごとだったのです。イルミネーションは必要だが、

やってくれる若い衆がいない。私たちは、若い人がトレーニングできる場がない。つまり、

困りごと×困りごとでうまくいったわけです。連携はこのパターンでしかうまくいきませ

ん。自分が連携したいと思う相手のニーズ、困りごとをしっかりと受け止めた上で、それ

に対する解決策を持っていくのです。商店街の人たちは、さすが商売人です。私たちのお

手伝いに対して謝金を払ってくださいました。それがご縁でいまは御用聞きというコミュ

ニティビジネスになっています。若者たちが集団で地域の草むしりに行ったり、高齢化し

た商店街のお手伝いをして、トレーニングしながらお金をいただくという事業を展開して

います。 

 私が立川市役所に行ったときのように、連携してくださいと何度も言うと敬遠されるよ

うです。用事があるときだけ行くのではなくて、先ほどの商店街のように通りすがりでち

ょっと声をかけるくらいほうがうまくいきます。やはり人間関係なのです。営業の上手な

人と同じで、 初に知り合いになる、友達になるほうが本当のニーズが見えてくるので、

私は用事があってもなくても行くようにしています。 

 もう１つポイントがあり、パートナーを主役にするということがすごく重要です。資料

にお配りしてある東京都立秋留台高校と、私たちは昨年度から連携させていただいていま

す。レジュメの「都立高等学校における生徒の就労支援のありかたについて～時空を超え

た就労支援のセーフティネット」をご覧ください。学校の中ではしっかり生徒指導をして

いましたが、なかなかうまくいかない生徒もいるという悩みを抱えておられたのです。実

は、そういう学校がいまたくさんあって、信頼できる民間団体のパートナーを探していま

す。その証拠に、私たちが秋留台高校で行った事の実績を知って、うちでもやってくださ

いという話がどんどんきています。私たちは、しっかり継続できるように、いくらぐらい

の予算を組んでいただけるか対価の話をした上で、来年度の計画などを各学校と一緒につ



 

くっています。 

 今日お集まりの皆さんは、学校の壁は高いことをよくご存じだと思いますので、学校と

そんな連携・協働ができるのか、信じられないと思われるでしょう。学校の壁はやはり高

いです。４年ほど前の話ですが、私もなんとか学校と連携をしたくて、地元の高校周辺を

ウロウロしていたことがあります。というのは、30 歳や 35 歳になって当事者である若者

が私たちのところに来てくれても支援はしますが、もっと早い段階で来てくれたほうが、

本人にとっても周りの人にとってもいいだろうと思ったからです。全国の中学生のうち

97％の人が高校に進学する一方、高校を中退、卒業した若者とはなかなか出会いづらくな

ります。ですから、彼らが高校にいるうちになんとかつながりたいなと思っていたわけで

すがどうやればつながることができるか、その方法が分からなかったので、ウロウロして

いたわけです。地元の高校の前をウロウロしているとあるとき校門から知り合いの社会福

祉協議会の人が出てきました。東京都には「奉仕」という授業があって、生徒たちはボラ

ンティア活動をしなければならない。ボランティア先の開拓、指導などを学校が行うのは

大変だから、社会福祉協議会が、ボランティア先の開拓や授業を手伝っている”というの

です。また、その方から“今年で予算がなくなる。実は、社会福祉協議会では東京都から

予算をもらって、学校のコーディネイートをしてきたのだが、予算がなくなるから来年か

ら入れなくなる”という話を聞きました。そのときに思ったのです。学校の先生が、いま

まで別の人がやっていたことを自分でやらないといけなくなると仕事が増えるから、困っ

ているに違いないと。それで、思いきって、その学校の副校長に「いままで私は日本と海

外でボランティアをしてきました。「奉仕」の授業もできます」と飛び込みで提案しに行っ

たのです。 初は何もいってくださらなかったのですが、たぶんその後、社会福祉協議会

の人に私の素性確認されたのでしょう。怪しいやつではなさそうだということで、３月頃

になって、週１回、夜間の定時制の授業をさせてもらえることになりました。 

 こうして「奉仕」の授業の枠に入っていって、高校生とも触れ合えるようになったので

すが、連携を組むというところまではどうしてもいきませんでした。また、ほかの高校か

ら、夏休みのボランティア先がなくなったということで 150 人くらい受け入れて、学校の

「奉仕」の授業支援をボランティアで行っていくうちに、学校と私たちが何らかの形で関

わっているということが秋留台高校に伝わり、一昨年の夏頃、一人の先生が相談に来られ

たのです。いわゆる発達障害的な傾向のある生徒の指導に困っていて、なかなか進路決定

しない。先生方も一所懸命やっているが、結果が出ないとのことでした。そこで、私たち



 

はまずは校外ボランティアとして、キャリアカウンセラーや臨床心理士による校内面接な

ど、チームで先生方をお手伝いできるかもしれませんという話をしたのです。まさに先生・

学校というパートナーに主役になっていただきました。すると、その担当の先生の目がキ

ラキラし始めたのです。この、相手の目がキラキラし始めるというのが、連携がうまくい

く 大のポイントです。つまり、その先生も生徒のためにやりたいことがあるのです。指

導が困難な若者（生徒）の支援を。でも、いろいろな事情で組織人として難しかったとこ

ろを、ひょっとしたら、井村や「育て上げ」ネットを利用すれば、自分のやりたいこと、

生徒の進路決定が実現するかもしれないと思って、目をキラキラさせたわけです。 

 学校連携のポイントは３つです。１つ目は、その、目がキラキラした窓口となる先生か

ら徹底的に学校のことを学び、校長や副校長に提出する１つの提案書をつくることです。

提案書をつくるときは、先生が主導で作ったほうが一番いいと思います。連携先の相手が

主導で企画書をつくる。なぜなら、その先生がやりたいことを実現するのをサポートする

という形でしか、連携というのは成り立たないからです。こうしてつくられたのが、「生徒

の社会的自立に向けた支援体制（案）」です。これが、パートナーの先生がつくられたもの

で、１年生、２年生、３年生のどの時期にどう関わるかを表にしたものです。 

 私は学校の先生というのは専門職なので、個性的に、結構自分勝手にされている方たち

かなと、以前は思っていました。確かに授業においては、イメージ通りご自身がつくられ

た専門性の高い指導をされておられるのですが、そのごお付き合いを通して分かったのは、

学校の先生は年間スケジュールをちゃんと守るのということでした。「社会的自立に向けた

支援体制」の上に「キャリア教育計画」という資料がありますが、これが学校の年間計画

で、生徒を各学年でどういうふうにしていくのかを書いた、元々ある学校の資料です。そ

れに合わせた形で、私たちがどう関わるかという年間スケジュールを組んで、校長と副校

長に提案したわけです。 

 校長と副校長は、その提案書を読んで、関心を持ってくださいました。提案の次の日に

は校長先生が私たちの施設にいらしてくださり、現場の確認をされていました。その後、

「時空を超えた就労支援」という企画書を校長と副校長がつくられて、一昨年の 12 月に

教育委員会でプレゼンされました。高校では指導を一所懸命するが、なかなか発達障害等

の理由で難しい生徒がいる。一方、サポートステーションでは、若い人たちがなかなか来

てもらえないし、そもそも 10 代の人とどう関わっていいか分からない。そういうところ

が一緒になればうまくいくのではないだろうか。ただ、私たちが行くにはお金がかかるの



 

で、そこのところを協力していただけませんかという提案をしてくださったわけです。 

 一昨年はボランティアでしたが、約 20 名の生徒を面接し、進路が次々に決定していき

ました。今年度は予算をつけていただいて、実はその高校の職員室には私たちの机をいた

だいたのですが、先生方と職員室でチームの一員として生徒に関わる情報の交換をさせて

いただいたり、学年会などに参加させていただき、一年間で約 70 人の生徒を校内面接さ

せていただきました。3 年生 210 人の生徒のうち、いま進路決定できていないのは 15 人

くらいで、例年にないペースで成果が上がっていると聞いております。そうなると、ほか

の学校からも一緒にやってくれないかという話が来るわけです。 

 ポイントの話に戻りますが、パートナーを主役にするというのはすごく重要で、この場

合は学校の先生、まずは窓口になってくれる先生が、この子のためになんとかしてあげた

いと思っているところをサポートする。次に校長や副校長のために、その学校をよりよく

したいという想いを汲んだ提案をする。ですから、書類も学校の先生方がつくるわけです。

もちろん 初は予算もついていませんから、私たちはボランティアを覚悟しなければなり

ませんが、チームとなって一緒に汗をかいて、成果が上がり、複数の方々から評価をして

いただけるようになり、やっていることが正しければ、必ず予算はついてきます。そのと

きに重要なのは、汎用可能なサービスとして開発をしておくことだと思います。つまり、

その学校のその先生がいるから、もっといえば井村がいるからできるということではなく、

たとえばこの年間のスケジュールのように、このスケジュールでこういう人たちが配置さ

れていればできますという提案をしておかないと、広がっていかないわけです。 

 私たちが民間の支援団体としてこれから連携をしていくとき、一人の人が複数の機関と

つながるよう支援するのはもちろん大事です。しかし、それをしっかりとノウハウ化して、

一人が特定の人と関わるのではなく、組織間の連携をしっかりできるようなしくみをつく

った上で、ノウハウを蓄積していくことが重要だと思います。非営利組織は顧客が複数の

場合がほとんどなので、その方々の求めに合うようなことをしていくのだとドラッガー先

生もマーケティングについていっておられます。相手の持つニーズが何なのかをしっかり

と探っていけるようになると、連携というのは次々と成功していきます。 

 ６ページの資料は秋留台高校のホームページです。多くの場合学校の先生は、生徒を就

職させるか進学させるかで評価され、それ以外は未決定という評価をされているのではな

いかということに気がつきました。就職には正社員で就職をした生徒しかカウントされま

せん。今、日本の 25 歳までの若者の雇用形態は、半分が正社員ではない働き方をしてい



 

ます。安定的な働き方ができるところへ生徒たちをつないで卒業させてあげたい、先生方

のお気持ちは痛いほど伝わってくるのですが、今の時代背景から見るとかなり厳しい評価

設定がされているように思えました。そこで、就職、進学に加えて、私たちがいるサポー

トステーションという機関につなぐこともプラスの評価にしていただけませんかと提案し

たのです。一昨年の秋のことですが、校長先生は、都全体の教育委員会では無理だと思う

が、この学校ではそうしようと言ってくださいました。この表には、就職、進学、そして

サポートステーション利用者で進路未決定、となっています。実際に残念ながら卒業まで

に進路が決まらずに結果としてサポートステーションにつながった人の半分以上は、卒業

後半年以内に進路が決定しています。今年もたぶんそうなるでしょう。そうすると、少し

ずつですが、成果が高まっていくわけです。卒業までは全力で進路決定をサポートし、残

念ながら決まらなかった場合は継続してサポステで支援をする、これが全国の高校で行わ

れていくようになれば、１つの若者を社会的に支えるモデルとして定着していくのではな

いかと思っています。 

 私は全国でいろいろと支援者の方々にお話しさせていただく機会があります。今日は、

その中でも特徴的な地域のネットワークについてご紹介したいと思い、いくつか資料をい

ただいてきました。 

 まず７ページの勝央町、岡山県にある人口約 12,000 人程の町です。今年の夏に行かせ

ていただいたのですが、このようなチラシを役所の人が配られたのです。“迷える若者に『心

の居場所』を保障しましょう。そんな若者に共通するのはこうです。頼れる隣のおっちゃ

ん、おばちゃんになってください”と。驚いたのは、このチラシを 12,000 人にまいたら、

なんと 30 人を超える人が集まったのです。立川は 18 万人都市ですが、たぶんこのチラシ

をまいても 30 人は絶対来てくれないでしょう。小さな１万人くらいの町だから、いろい

ろな関係があって、たぶん気になる子がいて、その地域を支えるために自分がやろうと思

って来てくださったのでしょう。このように呼びかけていくと、１つ支え手が増える、す

ごくいい事例だと思います。 

 同じくらいの規模で徳島県の上板町というところがあります。そこでも同じような取組

を勝央町に先がけて行いました。勝央町は、上板町での実践をモデルにしてアレンジされ

ています。 

 次の８ページは、札幌の松田さんたちが行っている「一歩を踏み出した若者を応援して

くれるサポーターを募集しています」という「こねっと」という取組です。これは、地域



 

の方々に呼びかけて、就労のチャンスが広がるようなご縁や職場関係の、受け入れていた

だけるツテを持っている人を募るというアイデアです。先ほどの勝央町は１万人くらいの

町でしたが、札幌市は政令指定都市で、確か人口 200 万人を超えます。人口の規模に関わ

らず、チラシをまいたりして、まず発信していくことによって、若者を支える人の輪がだ

んだんと増えていきつながり始めているということをご紹介させていただきます。 

 ９ページは私たちと東京都府中市さんと協働で、家族ゼミというひきこもりの子どもを

持つ保護者向けのセミナーと相談会を毎月１回行っています。府中市は 20 万人ぐらいの

町です。先ほどの発見・誘導・支援・出口・定着の中で、ひきこもりの方や自立困難の方

を発見・誘導するためにどうするかを考えて、まず民間団体の私たちと連携して、地元で

保護者セミナーと相談を始められました。セミナー・個別相談は毎回人数がいっぱいで、

個別相談は特に相談員を増員しないといけないような状況です。これは府中市に特別にひ

きこもりの人が多いというわけではなく、それだけ困っている方がいらっしゃるけれども、

発信しなければつながることができない、といういい事例だと思います。 

 次のページには立川市の図が載っています。発見や誘導がいろいろなところで増えてき

たときに、支援機関につながっていきます。皆さん 初に、気になる人はいますかという

ところでイメージされたと思いますが、実は、気になる若者は地域では結構発見されてい

るのではないでしょうか。しかし、なぜ支援機関につながらないのかというと、若者の支

援機関があることを発見者が知らないからだと思います。ですから、私たち支援者が「こ

ういう支援をやっていますよ」と発信してしっかりと伝えていくことがとても重要になっ

てくると思います。 

 私の母は民生委員をしているのですが、民生委員の人が同じ地域に住んでいる気になる

人をなかなか就労支援することは難しいと思います。しかし、就労支援をしてくれるとこ

ろ、悩み相談を聞いてくれるところがあるということを、先ほどの府中市の家族ゼミのよ

うに、チラシ１枚ででも知らせることができれば、困っておられる方は助かるのではない

でしょうか。それはすでに立派な支援、子ども若者の支え手が増えている状態といえると

思うのです。ですから、改めて支援機関として、取組を知っていただく情報提供をしっか

りしとしていくことが、これからますます求められているのではないかと思います。 

 後に、北九州の子ども・若者応援センターです。私は３年前の立ち上げからお手伝い

しています。北九州市は 90 万人くらいの政令市です。北九州市はこの子ども・若者応援

センター「ＹＥＬＬ」を子ども・若者の支援をするコンシェルジュ機能としてつくられま



 

した。その裏のページをご覧いただきますと、先ほどの内閣府梅澤参事官の開会のご挨拶

で矯正、更生保護、雇用、保健・医療、福祉、教育、いろいろな関係機関とネットワーク

をつくることが大切とお話しがありましたが、まさに北九州市ではそれが行われていて、

ネットワークを活用した支援が行われています。ここまで連携が構築されればかなりのこ

とができると思います。 

 次のページのシートですが、私たち育て上げネットはいくつかワークシートを開発して

います。ネットワークに関するものや、寄付集めや研修などで使っているシートを、参考

になるかなと思い資料に入れました。先ほど、鑑別所、商店街、学校などと連携している

話をしましたが、連携したい関係機関はどこか、関係機関の抱える課題は何かをしっかり

と調べ、自分たちが提供できる解決策について、シートを使ってまず文字に落として、知

恵を絞ることから始めていきます。そこで、このワークシートなども活用します。 

 次の 14 ページは、大阪市の「コネクションズおおさか」という総合相談機関を中心に

して、ネットワークづくりをしている図です。参考にしていただければと思います。 

 後の 15 ページは、立川でハローワークと連携をするときに使っているシートです。

日下という相談員が作成しました。相談員と若者が相談したことを相談員がシートに記入

し、それを利用者さん本人にハローワークへ持って行ってもらいます。そうすると、この

シート１枚で連携機関と情報の共有ができるわけです。今日は時間が十分でなくて、こち

らの連携のしかたやシートの使い方などをお話しすることは難しいのですが、このシンプ

ルなシート１枚で、ご本人の情報共有ができる工夫をしています。 

 後に、本日は民間団体と関係機関もしくは地域との連携の大切さについて、具体的な

話と外縁的な話をさせていただいたのですが、やはり支援機関で連携する際に重要だと思

うのは、理解と共感だと思います。異文化理解なんですね。違う専門性のところと関わっ

て何かを一緒にするときには、異文化を学ぶという態度と共感がないとなかなか難しいも

のです。 

 私がデンマークに留学していたときの先生は、コンフリクトマネジメントが専門で、た

とえばイスラエルやパレスチナのコンフリクトをマネージしている方でした。その先生が

先日来日されたときに「連携は難しい」というと、人々のアクションはこういう順番です

すむと教えてくれました。まず、情報というのはどこにでもあり、過多で困る。しかし、

それが知識によって理解された後に、アクションにつながっていくというのです。（１）情

報から（３）理解までは比較的スムースにすすむのですが、（３）理解から（４）アクショ



 

ンがすごく難しいわけです。子ども若者を支えるための情報がアクションにどのようにし

たら変わっていくのかを今日、具体的な事例を交えてお話しさせていただいたつもりです。

（３）理解から（４）アクションにすすむためのキーワードは、対話をしっかりしていく、

相手の文化を学んでいく。その中で相手が主役となって継続的にできるしくみをどうつく

っていけるのか。それはおそらく町の大きさ小ささ、行政の介入の深さではなく、皆さま

一人ひとり、私たち一人ひとりの気持ち次第だということです。 

 私たち民間の支援者が目標とするのは、やはり、少しでも多くの、自立が困難になって

いる子ども・若者のメリットを増やしていくことだと思うのです。その皆さまの活動の一

員に加えさせていただく機会がこれからあればうれしいなと思います。 

 後までご清聴いただきありがとうございました。 

 


