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 皆さん、こんにちは。きょうの、これからの研修のトップバッターを務めさせていただ

きます佐賀大学の上野と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。講師の名簿では

「文化教育学部学部長」となっておりますけれども、学部長は１年ちょっと前に終わりま

した。今は一介の、ヒラの教員でございます。その分、気楽に話をすることができるかな

と思います。 

（パワーポイント１） 

 きょう、お話をしようと思っていたことは、レジュメをお手元に配布をしているかと思

います。それに即してパワーポイントをつくってまいりました。いろんな数字が出てくる

ものですから、それは前のスクリーンを見ながら聞いていただければと思います。 

 まず最初に、話に入ります前に、私自身の簡単な紹介をさせていただきます。今は佐賀

で大学の教員をしておりますけれども、もともとは熊本の生まれでして、熊本出身です。

それから東京に出まして、東京で学校の教員になろうと思って大学には進学をしたのです

けれども、大学で学校以外の教育の領域があるということを初めて知りました。それは社

会教育という領域で、社会教育の勉強を、今から 35 年ほど前になりますけれども、始め

るようになりました。済みません、ちょっとサバを読みました。もうちょっと前ですね。

三十数年前に社会教育の勉強をするようになりました。 

 大学院に進学をしたころは、後のお話と重なってまいりますけれども、日本全国に青年

の家ですとか勤労青少年ホームですとか、公民館でも青年学級などをまだたくさんやって

いた時代でした。ですから、私は大学院生ではありましたけれども、そういった青年学級

の講師や助言者を随分務めてきたのです。そういった経験をもとにしながら、青年教育に

ずっとかかわりを持ってきたわけです。 

 エピソードを幾つかお話ししますと、名古屋の大学院に進学しましたときには、名古屋

の、ある生涯教育センターに、その当時は社会教育センターと言っておりましたけれども、

青年ユースカレッジというのをつくって、そこで受講生を募集いたしました。10 人ぐら

い申し込みがあって、私が助言者でした。講師が１人で、助言者が２人、スタッフが２人

つくというぜいたくな講座だったのです。そこに受講生 10 人申し込みがあったもんです

から、「ちょっと少ないね」なんて言いながら、「それでもやりましょう」とかいって開校

式を迎えたら、参加したのはたった１人という講座もありました。 
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 それから、最初に就職しましたのは青森県だったのですけれども、小さな公民館にリン

ゴ農家の跡継ぎたちが集まって青年学級をやっていました。そこの講師に出かけていきま

したけれども、５月に開校式をやって、１カ月に１回だったもんですから「６月にまた会

おう」なんて言って会いに行ったら、みんな青年学級に来ないのです。「どうしたんです

か」と、そこの担当の主事さんに聞いたら「済みません、今リンゴの受粉で忙しくて、青

年団にも青年学級にも来れない」と言う。「７月にまたやりましょう」と言って７月には

飲み会をして、８月はねぷた祭りでまたお休み。９月はリンゴの「つがる」という早生の

品種をやっている若者たちは来ない。10 月は冬支度で来ない。11 月、12 月は本格的な

「陸奥」とか「ふじ」の収穫なので来ない。１月からはちゃんとやれるのかなと思ってい

ましたら、１月からは出稼ぎで来ない。そういったことを経験してまいりました。 

 私は、80 年代から 90 年代にかけてのことだったのですけれども、講師として社会教育

の世界で出かけていって、先生面（づら）して話をしていたのに、若者がどういった生活

をしているのかということについて、自分自身のほうが意外とよく知らないまま講義をし

ていたなと思うことがあります。その中でも、青年学級やサークルの助言に入ったときに、

忘れられない青年がやっぱり何人かいます。 

 １人は、名古屋の青年学級で会った若者ですけれども、青年学級のときに出てこないの

です。友達なんかに話を聞いてみたら、「実はあいつは３日間ぐらいずっと酒を飲んでい

て出てこなくなったんだ」とかいう話をするわけです。「どうしたの？」と聞いて家庭訪

問に行ったことがあります。真冬だったのですけれども、窓をあけっ放しにして、裸で寝

ていました。二日酔い状態なのです。「おまえ、どうしてそんなに酒ばかり飲んでいるん

だ」と話を聞いたら、実は親父さんがアル中でＤＶだったらしいのですけれども、そこか

ら逃げ出して、ひとり暮らしをしている。ＤＶの親父さんから逃げ出してきて、自分は酒

を飲まないと思っていたんだけれども、職場の忘年会に行って飲み始めて、それから酔い

がさめるのが怖くてずっと飲み続けているみたいなことを言うわけです。それで、部屋の

掃除をしてやって、とにかくそういうことにならないように酒をやめろという話をして、

また何回か家庭訪問をしたりしたこともありました。それから、恋愛の相談にもたくさん

乗ったりして、若者として自分の未来をどうやってつくっていくのかという話をまだでき

ていた時代でした。 

 ところが、きょうお集まりの皆さんが支援をされている子ども・若者たちというのは、

それからさらに様相を異にしているといいましょうか、私が相手にしてきたような若者と
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はまた違うのではないだろうか。この20年から30年ぐらいの変化の中に、どういった困

難な場面が今、生み出されているのか。そして、それをどのように捉えて支援を充実させ

ていったらいいのか。そのヒントの１つにでも２つにでもなっていただければと思って話

を準備させていただきました。 

（パワーポイント２） 

 それでは、前のスクリーンをごらんいただきたいと思います。「地域における子ども・

若者支援をめぐる問題状況」と書いております。私なりに今どういったことが問題になっ

ているんだろうかということを４点ほどまとめてみました。きょうは民間団体の皆さんが

お集まりなので、行政とおつき合いがある方もおられれば、行政とのおつき合いがない方

もいらっしゃるでしょう。そこの距離感は、それぞれの団体で違うだろうと思います。で

すが、私が先ほど言いましたように、社会教育センターですとか、青年の家ですとか、勤

労青少年ホームは、全部行政が持っていた仕事なんです。こういったことから今なぜ民間

団体の皆さんの力をかりなければ若者支援ができなくなってきているのか、その背景とい

うことになりますけれども、私は地方自治体の関心というものが移ってきたのだろうと思

っています。 

 50 年代から始まります全国総合開発計画、そしてそれを引き継ぐ新全総とか多極分散

型国土開発など、国が進めてきたいろんな開発事業がある。そこで若者の問題として課題

になっていたことの１つは、若年労働力を移動させながら、大都市は成長してくるわけで

す。これは年代によってそれぞれ違うかと思いますけれども、私は今 57 歳で、私どもが

小学生のころは「四大工業地帯」などというのを習って育ってきました。多分今 40 代前

後の方は「太平洋ベルト地帯」なんていうことを教わりながら小学校、中学校を出てこら

れたのではないかと思います。 

 そこで若年労働力が移動するということはどういうことかというと、若い人たちが中卒

や高卒で大都市に出てくる。先ほど私が名古屋で対応していた若者たちも、そういう子た

ちが多くいたわけですけれども、名古屋に来て、例えば専門学校または定時制高校などに

行きながら資格を取り、紡績工場や自動車工場などで働いていく。しかし、友達がいるわ

けではない。そうすると、大都市でひとりぼっちにならないような若者たちをどうつくる

のかということが大きな課題になる。泣きながら寮からふるさとに逃げ帰るということが

ないような手だてを考えなければならない。 

 一方では、「地方における定住」と書いておりますけれども、長男たちは田畑があるか



 4

ら残らざるを得ないわけです。自分の弟や妹は都会の大学に進学をさせたりするけれども、

自分は高卒で地元に残って財産を引き継ぎ、田畑、親の面倒を見ながら人生を送っていく

ことが当たり前のような時代であったというのが、実はついこの前まであるわけです。こ

のように、移動する若年労働力を都市ではどう受けとめて、地方にあっては長男たちが安

心して定住できるような地域社会をどのようにつくっていくのかということが大きな課題

であった。そういうときに私は青年学級の講師や助言者をやっていたのです。 

 それから 20 年たって、超少子高齢化社会が到来をした。ここで「（地域的アンバラン

ス）」と書いていますけれども、ここで若者の就労、婚活、家族形成の困難といった問題

が出てきます。 

（パワーポイント３） 

 これは国立社会保障・人口問題研究所のホームページから取ってきたものです。これは

よく使われるもので、皆さんもごらんになったことがおありだろうと思います。一番上は

1950年のものです。真ん中が2000年のもの、そして一番下が2050年のものです。裾広が

りになっているものから、だんだんとすり鉢状になって、下の方が逆三角形のようになっ

てくるというものです。 

 これを見ますと、おもしろい、特徴的なことが幾つかわかります。一番上の 1950 年を

見ていただきますと、山のてっぺんが 90 ぐらいなんです。ところが、2000 年のものにな

ると 100に到達をしているのです。一番下のものになると、上が潰れているわけです。で

すから、2050 年、21 世紀の半ばには、私どもは人生80 年時代と言っていたんだけれども、

今は人生 80 年時代ではなくて、人生 100 年時代を考えなければならない。そして、女性

のほうが右に張り出していますね。女性の人口のほうがこれからふえていくことがわかる

図です。これは一般的に言われるのですけれども、私が言いました地域的なアンバランス

は、次のものを見ていただきたいのです。 

（パワーポイント４） 

 これもＰＤＦから落としてきたものですけれども、2010 年の総人口を 100 としたとき

に、2040 年にはどうなるのかというものです。ベスト５が沖縄、東京、神奈川、愛知、

滋賀で、余り変わらない。2025 年で沖縄が 101.5％となっておりますから、沖縄はまだま

だ人口がふえます。ところが、2040 年には全部 90％台に落ち込んでいく。下の、山形、

岩手、高知、青森、秋田の５県は、2010年から15 年の間に80％台に落ち込んでいく。そ

して2040年、それから15年たったときには一番下の秋田県は64.4％ぐらいに減っていく。
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70％前後ぐらいに人口が減っていくことがわかる。人口減少時代に入ってきているという

ことは皆さんもご承知のところだろうと思います。 

（パワーポイント５） 

 これは県の中に占める０－14 歳人口の割合です。沖縄を見てみますと、17.7％だった

のですけれども、県全体でも 13.9％ぐらいに減っていく。一番下が東京だったのですけ

れども、秋田県のほうがぐっと減って、人口の中で占める割合が、秋田県は100 人のうち

８人しか０－14 歳がいないことになってしまう。こういったことが実はこれから起きて

いく。 

（パワーポイント６） 

 かわりに 65 歳以上の人口が、このように推移をしていく。秋田県は 29.6％だったのが、

43.8％ぐらいにふえてしまう。沖縄県も、これから 20 年ぐらいの間に人口がふえていく

のですけれども、それからだんだんと減少して、高齢化を迎えていくということがわかる

わけです。これは県ごとの推計です。 

（パワーポイント７） 

 きょうは北は北海道から南は沖縄までお集まりいただいていると思います。私は九州に

おりますので、九州各県の数を出してみました。九州各県の数をこうやって見てみますと、

全国は１億 2800 万いるわけですけれども、2040 年になると１億 727 万、83.8％ぐらいま

で減ります。これが全国平均の数です。 

 九州を見ますと、福岡県に 507 万おりますのが437 万で、86.3％ぐらいに減ります。私

が住んでおります佐賀県は 85 万しかおりません。2040 年には 68 万。それでも 80％ぐら

いに減る。長崎県は今 142 万おりますけれども、104万になって 73.5％。熊本県は大きい

県ですけれども、181 万いたのが 146 万で、ここも 80.7％。大分県も 79.8％、宮崎県も

79.3％ぐらいに減ります。鹿児島県が 77.0％。沖縄県は人口がふえると私は言いました

けれども、2020 年までふえて、2020 年から緩やかに減っていって、2040 年は 98.3％とい

う数になっています。 

 これを見ますと、九州の中でも話題になるわけですけれども、「どうして長崎がこんな

に減るんですか」「鹿児島がこんなに減るんですか」という話をよく聞かれます。それは

離島があるということと、お隣に県がないところなんです。佐賀県などは小さい県で 85

万しかいないですけれども、お隣に福岡県という大きな県を抱えているものですから、福

岡に働きに行く人などもいて、これぐらいの減少でとどまっているのだろうと言われてい
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るところです。私は、こういった比較でもまだまだ大き過ぎるかと思っています。 

（パワーポイント８） 

 佐賀県には 20 市町あります。村はもうないので、20 市町ごとの数を出してみました。

これは人口ではなくて、０－14 歳の子どもの数を出してみたものです。佐賀市は、今で

は３万 3768 人の子どもがいるわけですけれども、30 年たちましたら２万人、61.2％に減

ります。鳥栖市は今、ターミナルポイントになっていて、新幹線もとまる交通の要衝にな

っています。事業所などもふえてきています。そうすると、92.3％というふうに減らない

わけです。 

 では、減らないというのはどういうことになると思いますか。みんなが減っているのに、

この市だけは減らないのは、子どもがいるということです。子どもがいるということはど

ういうことかというと、そこに仕事があるということです。鳥栖に行けば仕事がある。で

も、地元にはない。そこで流入していく人たちはどんな人たちなのかというと、ひとり親

家庭だったりするわけです。鳥栖市で今、子育て関係の委員会をやっておりますけれども、

こういった将来の推計人口を見たときに、子ども・子育て新制度が 27 年度から立ち上が

ってくるわけです。自治体は子ども子育て新制度、待機児童解消に向けて今から動いてい

かなければならないことがわかります。 

 次の多久市は、54.4％に減ります。右側の上、吉野ヶ里町というのは吉野ヶ里遺跡がで

きたところですけれども、その下の基山町は、この 20 年ぐらいに大規模な団地開発をし

たところです。この大規模な団地開発をしたところが、何と 47.9％まで減ります。これ

はとても若い町だと私たちは見ていたわけです。きれいな街並みがそろっていて、そこに

は福岡に通勤するためのＪＲの駅も新しくできた。ところが、それがわずか 30 年ぐらい

の間に子どもの数は半減をしてしまう。半減してしまうということは、いきなり高齢化で

す。物すごい勢いで超高齢社会を迎える自治体だということがわかります。 

 その下の玄海町は、玄海原発で今、有名になっているところです。もともと佐賀県の端

っこの町だったものですから、それほど人口が多かったわけではない。そして、一番下の

太良町は 40.4％に減る。これはどういうことか。学校の先生たちにこのデータを見せる

と「小学校はどうなりますか」とか「中学校はどうなりますか」とよく言われるんです。

学校は統廃合が進むでしょう。学校の統廃合だけではなくて、子どもが通学をしていると

いう光景を見ることがほとんどない自治体、そんな雰囲気の町になっていくんだというこ

とを理解してほしい。つまり、先ほど鳥栖市のことを言いました。一方では太良町のよう
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に 40.4％まで減るところがあるわけです。若者の問題はちょっとまた別になりますけれ

ども、子どもの問題だけを考えてみたときには、この間市町村合併があり、学校の統廃合

が急速に進み、それだけではなくて超少子高齢社会が進行することによって、旧町村から

学校がなくなり、そして子どもの姿が見えなくなってしまう自治体と、一方では鳥栖市の

ように、これから事業所がまだふえ、労働力も流入をしてき、その労働力は、ひとり親家

庭だったりする。そういったときには、子ども・子育て新システムへの対応が急がれる自

治体にこれから分化していくだろうと思われるわけです。こういうことを少し念頭に置き

ながら話を聞いていただければと思います。 

（パワーポイント９） 

 こういった超少子高齢社会が到来して、地域的には非常にアンバランスな形で進んでい

く。都道府県によってもかなりばらつきがある。しかし、都道府県の中を見たときにも実

はばらつきが非常に広がってきていることがわかります。 

 では、そういったことを念頭に置いたときに、皆さんが今、ひきこもり支援をやってお

られる、若者の就労支援をやっておられる、そのときの支援の仕方のあり方は、全国同じ

ようなものでいいんだろうか。むしろそれぞれの地域に即した形での支援のあり方を考え

ていかなければならないのではないだろうか。そして、そういった若者たちが就労できる

ようになったとしたら、次はやっぱり婚活の問題が出てくるわけです。 

 婚活の問題というのは、私はなかなか難しいなと思いました。東北と九州で調査に入っ

たんです。九州は大分と宮崎で調査に入りました。それから、山形に調査に行きました。

そのときに、「日本の社会はこれまで経験したことのないような時代に入るな」と思った

のです。大分というのは、県民所得が割と高いのです。私がヒアリングをした人たちも、

フリーター同士で結婚して、アパートを借りて暮らしていました。「将来に心配ない

の？」と聞いたら、「だめだったらまた家に戻るから」と言う。昔の足入れ婚みたいな結

婚だなと思って聞いたりしていたのです。 

 ところが、宮崎は非常に厳しくて、あるスーパーでアルバイトをしている 29 歳ぐらい

の女性は「もう出会いの場もなくなってきている」と言うんです。スーパーの時給が 650

円ぐらいだと言っていました。「月収はどのくらいなの？」と聞いたら、10 万あるかどう

か。親と一緒に生活しないと暮らしていけないわけです。「でも、ちょっと足を延ばして

鹿児島市内、福岡まで行けば時給 900 円とか 1000 円とかいうのもあるんじゃない？ そ

っちに行ったほうが出会いがあるんじゃないの？」と聞いたら、まず「バス代がない」と
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言われました。アルバイトも、自転車で通えるところにしか行けないと言われたのです。

車を持っていないのです。ガソリン代が高いし、車の維持費が払えないので、自転車で行

ける距離が自分の生活の空間になっているというのが九州で出てきたものでした。 

 山形に調査に行ったときには、体にハンディキャップを持っている人だったのですけれ

ども、ヒアリングに快く応じてくれたのです。２回目は５年後にやりました。一番最初に

聞いたのは 31 歳ぐらいだったのですけれども、そのときにはまだ山形県に青年団があっ

たから、その人たちが割とおせっかい焼きで、何か行事があると誘ってくれていたと言っ

ていました。ところが、青年団が解散をしてしまって、自分を誘ってくれる人が誰もいな

くなったのです。「どうしているの？」と聞いたら、新聞配達で毎日の生計を営んでいる

若者で、そのときは 36～37 歳でしたけれども、バイトが終わったら昼からゲーセンに行

って、夕刊を配って、家に帰って、ここもひとり親でしたけれども、「あとは一緒に暮ら

す親父とテレビを見て一日が終わり」と言うのです。31 歳で会ったときには「障害があ

るとわかっていても将来結婚できたらいいな」ということを顔を赤らめながら話していた

のですけれども、２回目に聞いたときには結婚の話自体が話題には出てきませんでした。 

 今、婚活自体がなかなか難しくなってきている。そのことで地域社会において家族が形

成できなくなってしまっている。アルバイトで暮らしているとしたら、社会保障は非常に

手薄になりますので、これから中高年になっていったときに社会保障の薄い年代の人たち

が登場する。それが「地域的なアンバランス」と書きましたけれども、都道府県によって

も違いますし、都道府県の中においても全く異なっている場面が出てくる。そこで皆さん

は自分たちがどこをベースにしながら活動していくことになるのか、私は随分異なってい

るのではないかと思うんです。 

（パワーポイント２） 

 ２つ目です。「地方分権から公共施設マネジメント論へ」と書いています。1999 年に地

方分権一括法が登場して、地方主権、地方分権が進むだろうと言われていたのですけれど

も、この子ども・若者の世界でどういうことが起きたかというと、青少年施設の統廃合や

民営化が非常に進むことによって、廃止という動きが随分出てきたと思っています。3.11

以降、絆づくりとか、コミュニティーづくりが非常に重要だということを国の関係省庁は

どこも同じように言われるわけですが、実際の自治体の動きを見ておりますと、40 代後

半から 50 代ぐらいの方で、青年の家とか、少年自然の家は今でも残っていると思います

けれども、勤労青少年ホームなどを使っていたという方はたくさんいらっしゃると思いま
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す。今そういうものから行政が撤退をしかかっている。公共施設マネジメント論は、既存

施設をどうするかという議論を今盛んにしているものですから、国はコミュニティーづく

りの拠点が必要だと言うんですけれども、自治体のほうは余り考えていない。コストをど

う削減するかという問題が実は出てきてしまっている。そのことを子ども・若者の世界で

見ていったときに、子ども・若者の居場所が今どれぐらいあるのだろうかと考えざるを得

ないわけです。 

（パワーポイント９） 

 そこで、問題状況の３点目です。先ほど参事官からもお話がありましたけれども、子ど

も・若者支援法ができました。この子ども・若者支援法に従って、都道府県では子ども・

若者支援地域協議会を設置するようになっています。きょうお集まりの皆さんの中にも、

そして皆さんの団体がこの協議会の一員になっておられるところも少なからずおありだろ

うと思います。そこで私が見るに、なかなか難しいなと思ったことが３つあります。 

 １つは、所管の問題です。 

 私は、教育行政の中で社会教育の重要性とかいうことを研究してきた立場ですけれども、

子ども・若者の問題というのは実は教育の問題だけではないですよね。労働の問題も含ま

れますし、非行などの問題も含まれる。そうすると、都道府県はどこでこの子ども・若者

支援地域協議会を所管させたらいいのかという問題が出てくるわけです。私は、サポート

ステーションのリーディングプロジェクトなどが全国で始まるというときに、その情報を

聞いて、佐賀県にも話をしたことがあるのです。そういった準備をしたほうがいいんじゃ

ないですかということを言ったんですけれども、佐賀県はそのときに、どこが受けていい

のかわからないということで、ほとんど知らん顔でした。それでは若者のためにならない

のではないかなと思っていたところ、この子ども・若者支援法ができたので、都道府県も

やらなきゃならなくなった。これはよかったなと思っているんです。 

 ところが、やはりどこが中心になって所管をしていったらいいのか、そして所管をする

ためには幾つかのノウハウを持っていなければならないんだけれども、担当者が十分な経

験または情報の蓄積を持っておられるかというと、必ずしもそうではない。したがって、

協議会が集まって、先ほどのポンチ絵をごらんいただくとわかるかと思いますけれども、

いろんな関係者が出てこられて、自分のところはこうだという話をそれぞれされるでしょ

う。でも、情報がきちんと共有をされて一緒に取り組んでいこうとなっているのかという

と、私が見るところでは必ずしもそうではなくて、この指定支援機関にとにかくお任せし
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ましょうとなっていやしないだろうか。そこで指定支援機関が頑張らなければならなくな

ってしまっている。その指定支援機関は民間団体のほうで受けておられるケースが多い。

または民間団体のほうが情報を持っておられる。フットワークも軽い。そうすると、ここ

に期待をする、お願いをするしかないといった実態が見えてくるわけです。 

 そこで、地域若者サポートステーション事業なども調査に行かせていただきました。ど

うやって若者が来所するのか。サポステを受けておられるところはおありだろうと思いま

す。サポステを受けておられるところでヤングハローワークに行って、「うちでは無理だ

から、とにかくサポステに行け」と言われたとかいったケースはよくある話です。サポス

テのほうは民間団体が受けているので、ハローワークに強く言えなかったりとかいう実態

がまだあったりするわけですけれども、それでもサポステに期待して若者が来るというこ

とは、どこかが受けなければならないと思います。来てくれると、そこで臨床心理士など

が相談を受ける。そして就労へとなりますけれども、若者の就労支援をやっておられる方

であれば、そんなに簡単に就労に結びつくわけではないじゃないかというのは重々わかっ

ておられるところだろうと思います。そして、就労の前に、今は中間的就労とかといいま

すね。バイトなのか何なのか、福祉就労みたいな形もあれば、とにかくお金を出すから、

バイト代を払うから出てくるような形をとる。でも、「それでは資金がいつまでも続かな

いからね」と思っておられるサポステさんもおありではないかと思います。中間的就労の

前には、いろんな活動、人とふれあうコミュニケーションスキルを身につけるような講座

をやっておられるところもありますけれども、それよりも前に、何かサークル活動のよう

なものを入れたり、いろんなことを工夫しながらやっておられるのがサポステの実態だろ

うと思います。 

 そこで、取り組めば取り組むほどサポステが期待されるようになって、佐賀県のケース

で、これは大変だろうなと思うのは、困難を抱える対象者ではなくて、より困難を抱える

対象者にエネルギーと時間がとられるようになってきていることです。全体から見れば裾

野が広がっていって、社会的にはとてもいいことなんだろうと思いますけれども、そこを

担っている民間団体、ＮＰＯ、いろんな団体からしてみると、例えば就労の実績を上げろ

とだけ言われても、これではそんなに簡単に数が上がるわけではないと思っていらっしゃ

るのが本音のところではないかと思います。 

 ４番目に、学校教育との関連です。 

 これも私は幾つか取り組みとか会議の中で、うまくいかないかなと思っていたのですけ
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れども、市町村と都道府県の違いです。「義務制と高校」と書いてありますけれども、皆

さんの中には、例えば大きな都府県の方がいらっしゃいますね。指定都市をベースにやっ

ておられるところもあります。そういうところは高校も持っておられるじゃないですか。

ところが、佐賀県と似たような県はたくさんおありだろうと思いますけれども、佐賀県は

県立高校がある。県立高校が佐賀県内に満遍なく配置してあります。そして、義務制の学

校は市町が所管をすることになっているわけです。私立の高校もありますが、ほとんどが

佐賀市にあります。ほかの自治体、唐津市とか伊万里市とかそういう大きなところにもな

いわけではないですけれども、１つぐらいずつしかない。大部分は佐賀市に集中している。

まずそういうふうにイメージをしてください。そうすると、どういうことが起きるかとい

うと、佐賀市の子どもたちが佐賀市立の小学校に行く。そして、佐賀市立の中学校に行き

ます。次は、県立か私立の高校に行きます。佐賀市の子どもたちはわざわざ市外の高校に

は行きません。市内の高校に行くわけです。 

 ところが、高校で中退をするケースがある。中退をした場合には、高校の先生はどうい

う対応をされると思いますか。いろんな理由があって中退になるわけです。本人が行く気

がないといって退学願を出す場合もある。高校で出席日数が足りなくて進級させることは

できないとか、問題行動を起こして私立の場合などであれば退学を勧める、いろんなケー

スがあると思います。高校の先生は、「この子の未来をどうしたらいいかな」と思いなが

ら、でもその１人の子どもだけが自分の生徒ではないわけです。残った子どものことも考

えなければならない。やむを得ないと思いながら、その中退者を手放さざるを得ないわけ

です。もう自分の生徒ではなくなってしまったわけです。では、自分の生徒ではなくなっ

てしまった後のフォローアップはどこまでできるかというと、ほとんどできていない。 

 高校の先生にお尋ねしました。「そういうときはどうするんですか。その子がフリータ

ーとかなんとかになっていたら、その子の未来はどうなりますかね」とやんわりと聞いて

みたのです。「気になる」と言われます。やっぱりかつて自分の生徒だったわけですから

ね。気にはなるんだけれども、捕捉できない。つかまえることができない。それで、その

ときの同学年で仲のよかった子たちから情報を聞くけれども、何かができるわけではない。

これは高校に来ていて中退をするという場合です。 

 今は、どの高校もとにかく進学をさせられます。進学実績をうたわれる高校はたくさん

あります。そして、高卒の求人倍率は今、残念ながら非常に厳しいです。高校の先生にお

尋ねしますと、今 12 月ですけれども、９月、10 月の段階で生徒が「先生、うちは家計が
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苦しいからやっぱり就職しようと思うんだけど」と相談に来るんだそうです。そうすると、

「今ごろ言うな。今の時期の就職は進学よりも難しい」と言って就職を断念させるみたい

なことを言っておられましたけれども、高卒で就職するのはなかなか難しくなってきてい

る。 

 では、高校としては、その子のためにと思って何を考えるか。センター試験を受ける子

たちはどこかの大学に入っていくでしょうね。でも、センター試験を受ける子どもたちと

いうのは、同級生のうちの半分弱ぐらいでしかないわけです。今子どもたちが 110 万ぐら

いいますけれども、センター試験を受けるのは大体50万です。あとの60万ぐらいはセン

ター試験を受けないわけです。就職をする子もいるでしょう。就職をするだけではなくて、

専門学校に行く子どもたちもいる。 

 きょうは学校関係の方もいらっしゃると思いますので、これはちょっと話しづらいとこ

ろでもありますけれども、今の専門学校の募集の仕方を聞いてみました。５月、６月ぐら

いに専門学校のオープンキャンパスをやられます。高校の先生方が「君たち、専門学校に

行きたいんだったら、オープンキャンパスに行ってきなさい」と言って行かせるんだそう

です。専門学校のほうも上手だなと思います。「きょう決めてくれたら授業料はタダで

す」とかいう話になるんだそうです。そうすると、子どもは「うちも家計はちょっと苦し

いし、これだったらいいかもしれない」と思って、その場で割と決めがちだそうです。そ

の子は、その専門学校に行きたいんだったらいいわけです。ところが、今、子どもたちは

オープンキャンパスには１人では行かないのです。友達同士４～５人で行くわけです。 

 これは悪徳の専門学校で廃止になってしまったところですけれども、聞いてみたらびっ

くりしました。１人の子がアニメーションが好きだった。アニメの世界に行きたいが、自

分１人で行くのはなんだからと、友達４～５人と一緒に行っているわけです。そうしまし

たら、授業料は免除になるとかいう話になって「わあ、いい。私、決めた」ということを

１人が言うでしょう。そうすると、「いいね、いいね」と言って、ほかの子たちもみんな

決めるんだそうです。高校に戻ってきて、高校の進路指導の先生がびっくりするわけです。

「おまえ、別の進路を決めていただろう」。「でも、楽しそうだった。授業料も免除になる

と言うし、私も思い出してみたら小学校のときから絵が得意だった」とかいうことを言う

んだそうです。「おまえの通知表は３じゃないか。これではアニメーションの仕事はでき

んやろう」と言うんだけれども、親御さんのほうが、そういった世界がわからないので、

子どもが行きたいと言ったら行かせる。 
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 そこで何が起きるかというと、専門学校に入ってからの不適応です。高校としては、と

にかく卒業させた。専門学校に行かせることができたので、そこに望みをつながれるわけ

ですけれども、そんなに甘い世界ではない。専門学校に行ったものの不適応を起こして、

専門学校で中退をせざるを得ない。 

 では、中退した子たちはどうするかというと、コンビニなどのバイトで食いつなぐ。今、

選びさえしなければたくさんありますからね。でも、さっき市町の人口を出しましたでし

ょう。コンビニはどこにでもあるように見えますけれども、20 市町の先ほど出しました

太良町にあるか。１つぐらいはあるかと思いますけれども、人口の少ないところにはコン

ビニは出店しません。そうするとどうなるかというと、自分が通っていた高校のある自治

体、佐賀市に戻ってきて、友達つながりでバイトをしていくことになるわけです。 

 義務制の中学校のときの先生たちは、高校に行ってしまったから、自分たちの手の届く

ところではない。でも、「どうしてる？」と卒業生に聞きます。「あの子は○○の専門学校

に行ったよ」という話を聞いているうちはいいんだけれども、「中退したらしいよ」とい

う話も聞く。そうしたら、もうどうにもならないわけです。 

 このように、市町村の義務制の学校と都道府県の持っている県立の高校などではそれほ

ど情報交換がなされているわけではないですし、まだ中退者などを捕捉していくことが非

常に難しくなってきているのです。これはもう「きている」というより、以前から実はそ

うだったのです。専門学校の中退者だけではなくて、高校を卒業した後に入った専門学校、

短大、大学といったところを中退した子どもたちを捕捉して、それに対応していく仕組み

が不十分だということが、より明確になってきたということです。 

 そこで「学校と学校外教育」と書いています。学校外生活が消失していったのか拡散し

ていったのか、どっちかなと思うんですけれども、子どもたちの今の生活のスタイルは、

都道府県によって少しずつ違うんじゃないかなと思います。また高校によっても違うかな

と思います。 

 例えば、佐賀県の進学校の子どもたちのライフスタイルはどうなっているかというと、

まず朝補習がありますので、みんな７時半には高校に行くんです。朝のゼロ校時といいま

す。九州の各県は多分これと似たようなものです。ゼロ校時に行って、一日中授業を受け

て、その後部活があって、部活が終わった後、学習塾に行く。家で勉強しないのです。学

習塾も、息子を行かせていて初めて知ったのですけれども、週に２日とかの授業で、ほか

のときにも自習室で勉強していいとなっているもんですから、毎日行くんです。「こいつ
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は家に帰りたくないんだ」と思っていました。その学習塾は 10 時に終わるようになって

いるのですけれども、家に帰ってくるのが 11 時なんです。「おかしいな、行くときには

30 分、帰るときには１時間がかかる。おまえは通学距離が行きと帰りでは違うね」と子

どもに言ったことがありましたけれども、コンビニをあちこち転々と寄りながら帰ってく

るわけです。友達を誘いながら帰ってきたりするもんですから、ますます遅くなったりし

ていました。そういったライフスタイルを送っている高校生がいます。これは進学をさせ

ようと思っている高校では割と当たり前の生活だろうと思います。 

 「大都市で」と言いましたが、東京あたりになると、こういった生活のスタイルではな

いと思います。ゼロ校時などをやっているところのほうが少ないのではないかと思います。

私立の特進科などに行っているところであれば、特進科の出身の方もいらっしゃると思い

ますけれども、今度はゼロ校時は当たり前で、授業が６時間目にあったとしても、その後

７、８、９時間目とかで補習をやっているところもあります。 

 こういった進学校のライフスタイルと、もう１つ、例えば部活に一生懸命力を入れてお

られるところがある。泊まり込みで合宿生活をさせながら部活をやっておられるところも

ある。 

 では、そうではない、部活もしない、進学もそれほど熱意を持っている高校ではないと

いう生徒のいる高校はどうなるんだろうかと思います。そういった子どもたちは「帰宅

部」と呼ばれたりするわけですけれども、家に帰る間にあっちに寄ったりこっちに寄った

りする。かつて勤労青少年ホームがあったりとか、青年の家が都市型の真ん中にあった時

代は、その子たちが寄って一汗流したり、いろんな友達と交流をしたり、ここでいう学校

外教育のスペースが、特に地方においてはあっただろうと思います。それが大都市の中で

はなくなってきたので、例えば杉並区で高校生対応の児童館をおつくりになったり、町田

市でもおつくりになったり、高校生対応の児童館をつくっておられるところがいろいろあ

るとは思いますけれども、全体的に高校生が学校外で何か過ごしていくスペースが非常に

弱くなってきているのではないだろうか。先ほど言いましたように、行政がいろんな公共

施設マネジメントをもとにして撤退をしていくことによって、高校生が過ごすスペースが

なくなってきていると思います。 

 佐賀県などを見ておりますと、高校生は高校が終わったら図書館に寄ったりとか、意外

と役割を果たしていたのが、後で説明します青少年センターであったり、駅前にある市民

活動センターに寄って子どもたちは一息ついたり、また宿題をしながら帰っていったりし
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ているわけです。でも、高校生の学校外の生活の拠点は、部活や学習塾を除いてしまうと

本当に少なくなってきてしまったのではないかと思います。 

（パワーポイント10） 

 そこで、私なりに課題を４点まとめてみました。 

 １つは、先ほどの超少子高齢社会が進んで地域社会の持続性をどう図っていくことがで

きるかということを自治体の首長さんたちは考えるわけです。その中に子どもや若者の問

題ははっきりと位置づいているだろうかどうだろうか。私は調べてみたわけではありませ

んので、何とも言えませんけれども、若者の就労の場の確保ということをマスタープラン

などに入れておられるところもあるかと思います。学校教育、学校の問題についてはどこ

も力を入れられるわけですけれども、それ以外の問題について、子どもや若者は相対的に

人口が減りますので、位置づけ方が非常に弱くなっているのではないかと思います。そし

て、自治体において財政状況が潤沢だというところはなく、どこも厳しいわけです。厳し

いときに、行革でそういうものを全部やめてしまうと考えられるか、それとも行政・民間

パートナーシップをつくってでも子ども・若者の問題に着手していこうと考えられるか、

これは大きな違いが出てくるだろうと思います。 

 それから、困難を抱える子ども・若者だけへの支援でいいのかということです。ここは

なかなか難しいなと思っています。ここも予算の問題と関係してくるわけですが、先ほど

サポステの話をしました。サポステで一生懸命やっていこうとされればされるほど、より

困難を抱える若者へとシフトしていかざるを得ない。ここは困難を抱えるというところに

ターゲットを絞っていくことを考えつつも、ユニバーサルで、若者みんなにサービスをす

ることを考えていかなければならないのではないか。 

 ことしの６月に子どもの貧困対策法という法律ができましたね。この前の国会で成立し

た生活困窮者自立支援法には、学習支援をやるということが書かれています。そのときに、

私どもも議論をするのですけれども、学習支援が必要な子ども、簡単に言うと要保護の家

庭の子どもたちだけに召集令状みたいに出して「あなたはここに来なさい」と言って本当

に集まってくるだろうか。そうではないだろう。むしろ誰が来てもいいけれども、あなた

たちは優先的に来てここで勉強していいよというメッセージを送るかでは、大分違いがあ

るだろうという話をしている段階です。行政からすると、ターゲットサービス、ターゲッ

トアプローチが非常に効率的なわけですけれども、きょうお集まりの皆さんで支援を実際

にやっておられるお立場からすると、ターゲットサービスだと、より困難を抱えるという



 16

ふうになりがちであるということと、支援が必要だと思っている子たちが逆にラベリング

され、レッテルを張られるのを嫌がって来なくなってしまうという両方の危険性があるか

なと思います。なので、やっぱり外に出すメッセージのときには、ユニバーサルでいった

ほうが私はいいかなと思っています。 

 ４番目には、学校教育の限界です。先生方も一生懸命やっておられることは認めた上で

の話ですけれども、学校教育だけではどうしても手が届かない問題が出てきてしまってい

ると思います。きょうも、ひきこもり支援をやっておられるところはたくさんおありだと

思います。ひきこもりが小学校だけで直ればいいです。中学校に入ったときに改善すれば

いいのですけれども、ひきこもり自体が継続していくケースがあります。学校というのは

６・３・３になっているもんですから、次の学校に順送りになってしまう。高校までに直

らなかった場合には、高校以降どうするんだという問題が当然残ります。そうすると、困

難自体は学校教育の学齢期だけにはとどまらない。では、それを見通した仕組みを何か考

えていかなければならないのではないだろうか。「地域教育計画」と書きましたけれども、

地域全体で教育の仕組みを考えていくことができないかと思うわけです。 

 こういったところが今の当面する課題なのではないかと思います。 

（パワーポイント11） 

 そこで、ここからは大学の授業風になります。 

 今言ったような状況になっているわけですけれども、この子ども・若者支援がなぜ今こ

れまで以上に重要になっているのかということを、少し歴史をたどりながら考えてみたい

と思います。 

 「青年教育・青少年教育から子ども・若者支援への転換」と書かせていただきました。

もともと青少年に対する施策は３つの流れがあったと私は見ています。 

 １つは、文部省社会教育政策としての青年教育です。1953 年からと書いていますけれ

ども、それまでにも随分長い歴史があって、日本の社会教育は 1900 年代ぐらいから始ま

ります。もう100 年以上の歴史を持っているわけですけれども、第二次世界大戦後であれ

ば、青年学級振興法という法律が 1953 年にできて、公民館や青年の家などがこれで成立

をしてくるわけです。主たる課題は何であったのかというと、進学率が今までみたいに高

くなかったわけですから、ポスト中学校教育、そしてその高校の進学率が伸びた後はポス

ト高校教育、それが終わった子どもたちが地域の青年集団に入って、学校卒業後も自分が

この地域でどうやって生きていくことができるんだろうか、どうやって産業の、例えば農
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業のスキルを上げていくことができるんだろうか、どうやって彼女や彼氏を見つけたらい

いんだろうか。そして家制度の問題などと取り組みながら学習をしてきた歴史があるわけ

です。これが量的には一番多かっただろうと思います。 

 ２番目には、総理府青少年対策事業です。これは 1953 年に青少年問題協議会が設置さ

れてからのことになります。ここでの課題は何かというと、第二次世界大戦後の荒れる青

少年、非行青少年問題の顕在化で、青少年健全育成というものが必要になった。そこで、

この青少年問題協議会は、中央には中央青少年問題協議会をつくり、恐らく皆さんの都道

府県にもおありだと思いますけれども、都道府県ごとに青少年問題協議会、地方青少年問

題協議会が設置をされ、大体知事さんたちが会長になっておられる。そして、都道府県だ

けではなくて市町村ごとにも、名前は少しずつ違うかもしれませんけれども、○○町青少

年問題協議会とか青少年健全育成協会とかそういった名称で残っているかと思います。 

 ３つ目には、労働省の勤労青少年対策です。これは 1970 年の勤労青少年福祉法に根拠

を持っています。先ほど申し上げましたように、日本の国土開発が進むときに、若者の人

口労働力が移動していきます。この若年労働力の流動によって、ひとりぼっちの青年が生

まれる。この青年をひとりぼっちにさせない、友達をつくらせていく。そこで勤労青少年

ホームというものをつくっていくという流れになっていくわけです。 

（パワーポイント12） 

 これを少し細かく見ていきたいと思います。 

 一番最初の文部省の社会教育政策としての青年教育です。これは少し古い話になります

が、第二次世界大戦以前は中学校は義務制ではありませんでした。旧制中学、旧制高校と

呼ばれるものでした。同級生の５％ぐらいの人しか旧制中学には行かなくて、95％の人た

ちは青年学校というものに行っていたわけです。その青年学校というのは青年師範学校と

いう青年学校の先生をつくる組織、教育機関も持っていたわけです。 

 それが第二次世界大戦以後、新制中学、定時制なども含めた新制高校が、調べてみると

昼間の定時制などもあったようですね、公民館やその他へ引き継がれていくことになりま

す。青年学校の先生たちは、中学校の先生になったり社会教育の主事になったり、教育委

員会の中に置かれた青年学級主事や公民館主事、そういった職にかわっていきました。 

 そこで、地域青年集団も再生をされます。これがいわゆる青年団と言われるものです。

文化活動、演劇活動、自分たちで新聞をつくったりして広報活動をやっていたり、共同学

習運動と呼ばれるような学習運動をやったり、全国各地で青年学級というのをやっていた
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わけです。拠点として、青年会館や集会所、青年団事務所、国立や都道府県立、市町村立

の青年の家などを持っていました。このような活動の拠点を持ち、そして公民館が一方で

整備されてくるとともに、公民館の中で青年学級をたくさんやっていく。そして、公民館

は宿泊機能を持っていないものですから、青年の家づくり運動などが全国で取り組まれ、

国立、都道府県立の青年の家、少年自然の家、青少年何とか施設とかいうのがいっぱいあ

りますけれども、そういった施設づくりが進んできたわけです。ところが、現状としては

青年団というのはもうどれだけ数があるか把握できないぐらい縮小をし、青年学級振興法

も廃止をしたので、今、教育行政は青年教育をほとんどやっていません。また、それをや

れるような人も今、行政担当者にはいなくなってしまっているわけです。 

（パワーポイント13） 

 次が、総理府の青少年対策事業です。 

 先ほどお話ししたことの繰り返しになりますけれども、1953 年に青少年問題協議会設

置法という法律ができて、中央青少年問題協議会が内閣総理大臣へ意見具申をする組織と

して位置づけられています。そして、地方は首長を会長にして協議会が設置をされる。内

閣府の前身である総理府の附属機関とされて、青少年の指導、育成、保護及び矯正を中心

とする機関として位置づけられていたわけです。 

 ここは議論をする組織になっているものですから、特別何かをやる組織ではなかったよ

うです。具体的に動いたのは中央青少年問題協議会で、青年の家特別委員会、そしてユー

スホステルの整備充実とか青少年対策の強化をうたっていくわけですけれども、この青少

年問題協議会としては、文部科学省に、青年の家をもっと充実させてつくっていきなさい、

それを総理府として後押しする、民間の組織になりますけれどもユースホステルといった

ものも充実をさせていきましょうという答申を出していくことになるわけです。そして、

62 年の青少年対策の強化として、「近時、国民の間に社会連帯感、祖国愛、人間愛、遵法

精神等が欠如しがちであること、家庭の人格形成の場としての機能低下」ということが書

かれていて、家庭教育の振興、道徳教育の充実という、50 年前も余り変わらない議論を

していたんだなということがわかりますけれども、そういったことが大事だということを

総理府として打ち出していった。ところが、特徴は対策が基本で、子どもたちの能力を伸

ばすというところまでは話がいっていない。そして、総理府というのは何か足腰を持って

いるわけではありませんので、文部省、それからそのときの労働省や民間団体のユースホ

ステル協会に対して、各青年教育関係施設を充実させなさい、そこに有能な職員を配置し
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なさいということで叱咤激励していくような特徴を持っていた。 

 ところが、こういった対策的な行政というものの終焉を今迎えつつあり、「地方の青少

年育成協議会等の組織の弱体化」と書きますと、一生懸命やっておられるところにお叱り

を受けるのですけれども、名ばかりの組織になっているところもあります。私も研修など

で呼ばれることもあるんですけれども、本当に人が集まらなくなってきている。充て職の

ＰＴＡの会長さんとかそういう人たちが役目済ましで来ておられるというケースも少なく

ないわけです。これが対策行政の終焉を遂げたというのは、対策ではなくて、子ども・若

者支援法のもとでの新たな展開が求められるようになったということです。 

（パワーポイント14） 

 ３番目は労働省の勤労青少年対策です。これは 1970 年の勤労青少年福祉法には、勤労

青少年について職業指導を充実させましょう、職業訓練を奨励しましょう、福祉施設を設

置していきましょうということが書かれている。その代表的なものが勤労青少年ホームで

あったわけです。何をするかというと、勤労青少年に対して各種の相談、必要な指導、レ

クリエーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行われる活動のための便宜を供与する。

そこには勤労青少年ホームの指導員を置くように努めなさいということが書かれていまし

た。 

 では、勤労青少年ホームの指導員とはどんな人かと思って調べてみたのですけれども、

はっきりとした規定はなくて「熱意と識見を持つ人」と書かれていました。この勤労青少

年ホームの事業は非常に重要だと 70 年代は思われていて、専任の館長や必要な数の職員

を置くように取り組めということを労働省としても言っていたわけです。したがって、今

は余り意識されていないのですけれども、この勤労青少年福祉法というのは大事だったん

だなと思って、勤労青少年ホームの初期のものをいろいろ調べてみたことがあるのです。

法律は 70 年にできるのですけれども、この先駆けとなるような勤労青少年ホームをつく

っておられる自治体があるんです。非常に興味深いのは、会議室とか研修室とか調理室の

ようなものを持っているところがあります。食堂がある。びっくりしましたのは、旋盤と

かいろんな工具が置いてあるところがありました。つまり、今でいう職業訓練校です。職

業訓練校ができる前に、勤労青少年対策として職業訓練ができるような勤労青少年ホーム

を見たことがあります。青年の家もそうです。最初、職業訓練ができるような施設が附置

されていたものを見たことがあります。それが時代とともに少しずつ役割分担、分業が進

んできたということでしょうね。 
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 現状としては、2004 年に国庫補助が廃止をされます。つまり、これ以降勤労青少年ホ

ームはできないということですけれども、施設が老朽化をしていきますので、当然それを

持っている自治体は建てかえるかどうするかという話になります。でも、建てかえるだけ

の予算はない。そして、勤労青少年という人たち自体が少なくなってきてしまっている。

勤労青少年ホームというのは名ばかりで、実は在学青少年、高校とか大学に行っている若

者たちが使っているではないか。そうすると目的外使用ということになるから、やめるか

という話になって、今、急速に勤労青少年ホームはなくなってきつつある段階です。 

（パワーポイント15） 

 そこで、子ども・若者行政への転換、そしてこの行政が今なぜ大事なのか、民間団体の

皆さんの研修が大事なのかというと、第二次世界大戦以後は文部省、総理府、労働省、こ

の３つの青少年施策の流れがあったんだけれども、これらが実は自治体や地域社会におい

ては一体的に展開をしていたのです。 

 佐賀県を見ましても、勤労青少年ホームがあるところがありましたけれども、勤労青少

年ホームは公民館の隣に合築をされていて、労働省の予算を取ってきているはずですけれ

ども、教育委員会の青少年教育担当という人が所管をしている。また、その人が○○町青

少年健全育成協議会の事務局をやっている。つまり、人が３つの縦線で来ますけれども、

地域社会、自治体においてはどうしていたかというと、それを１つの部局、セクションで

受けていた。一体的に展開をしていたと言っていいかと思います。 

 ところが、青年学級振興法が廃止になる。そして、勤労青少年ホームも今、縮小再編の

時期に入ってきている。そうすると、残されるのは何かというと、この総理府の系列を引

く今の内閣府の子ども・若者支援法しか実はもうないということです。学校教育法を除い

て子ども・若者にかかわる法的な根拠はここしかなくて、ここに収れんされていく傾向が

今出てきているだろうと思います。 

（パワーポイント16） 

 この転換の持つ問題点です。これも先ほど言ってきたところと繰り返しになる部分もあ

るんですけれども、地方自治体における子ども・若者支援は全体的に弱くなってきている

と言わざるを得ない。つまり、これまでは今でいう文部科学省、それから総理府、厚生労

働省それぞれに予算をつけて、行政のどこかで、ワンストップで持っていたわけですけれ

ども、そうではなくて予算も流れてこなくなってしまった。全体としては予算が減少し、

施設も合理化を進めていこうと考える首長さんもおられるので、相対的に弱体化してきて
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いる。 

 それから、教育行政に、かつては青年教育主事みたいな人がいた。公民館の職員さんで

青年の面倒を一生懸命見る人たちがいた。青年団のお世話をする熱心な人がいた。役場の

職員の中で青年団のＯＢの人たちがたくさんいた。今はもうそういう時代ではなくなって

しまった。なので、行政として青年教育のノウハウというものが今はなくなりつつあるの

ではないだろうか。役場に行くと、飲み会を盛り上げるのが非常に上手な職員がいて、そ

の人は宴会芸が得意なだけではなくて、お仕事として若者たちに自己紹介させるのが非常

にうまかったり、いろんなイベントを組むのが上手だったという青年団出身の方が 50 代

以上の人の中にはたくさんいらっしゃるだろうと思いますけれども、30 代の方ではそう

いった経験を持っている方のほうが少ないと思います。 

 ３番目は、対象者を限定化していく傾向が出てこざるを得ない。困難を抱える子ども・

若者のみがターゲットになってしまっている。これは内閣府の目的からすると、ここがタ

ーゲットにならざるを得ないわけですけれども、現場レベルで言うと、ここだけをターゲ

ットにしていくと、逆にやりにくいという問題が出てきているのではないかということで

す。 

 それから、自治体における地域協議会のあり方が、私も調べたわけではありませんけれ

ども、うまくいっているところとうまくいっていないところに分かれるのではないだろう

か。つまり、情報の共有とか一緒に取り組んでいかなければならない課題があるにもかか

わらず、地域協議会を年に１回開催して、あとは指定機関にお任せという傾向が生み出さ

れがちだということです。 

 その特定指定機関に任されたそれぞれのＮＰＯには特徴と温度差があります。このＮＰ

Ｏも、全部調べたわけではありませんが、それぞれのミッションと成立の仕方は違います。

きょうこれだけの民間団体がお集まりですけれども、名簿の名前だけ見ると、子ども・若

者をやっておられるんだということがわかります。でも、もともとはひきこもりからスタ

ートしておられるところもおありでしょう。それから、もともとは何かほかの事業所をや

っておられて、そこから子ども・若者の問題に参入をしてきたというところもおありだろ

うと思います。系譜はいろいろなわけです。下手をすると、ビジネスチャンスだと思って

おられるところなども出てくるかと思いますけれども、このようにそれぞれのＮＰＯ、民

間団体の持っている特徴と取り組み方には実は温度差があるのです。最初のご挨拶の中に

もありましたけれども、だからこそこの研修の間に交流をされて、情報を共有されること
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が非常に大事だということになるかと思います。 

 最後に、中途退学者の捕捉が非常にできにくい。内閣府のほうでこれをおやりになるわ

けですけれども、教育行政に対してそれほど影響力を持っておられるわけではないので、

どうしても県立学校と市町村義務制とのそごがそのままになっているだろうと思います。 

（パワーポイント17） 

 そこで、「地域における子ども・若者支援への転換の課題」と書きました。地域におい

て課題はある。支援も必要です。先ほど市町村の行政のことを文句も含めていろいろ言い

ましたけれども、市町村でも自覚はおありなんです。やらなきゃいけないことはわかって

おられる。けれども、担当部局はどこにしたらいいんだろうか。予算もほとんど持ってい

ない。経験、ノウハウもないとすると、どうするか。既存の組織で対応せざるを得ない。

予算も何とかやりくりをする。今のうちに継承を図っておかないと、どうにもならない時

期が来る。先ほど人口の推移のところで見ておわかりいただいたかと思いますけれども、

この 10 年ぐらいの間に何とかしておかないと、地域における子ども・若者支援自体がで

きにくくなってしまうのではないかと思います。 

 そこで、こういったことにこれから取り組まなければいけないだろうなと思っています

のが、１つ目として自治体ごとに子ども・若者支援についての課題がどこにあるのか、そ

れを発見する仕組みとか方法を考えることです。２つ目が、関係者による情報の共有化と、

いろいろな取り組みの進捗管理を考えることです。私は 70 年代から 80 年代、そして 90

年代初頭まで自分のやり方で青年教育をやってきたわけですけれども、それだけではとて

もじゃないけれども対応できない。より困難を抱える子どもたちに私は対応してきたわけ

ではないんです。一部青年学級の受講生でそういう子たちがいただけの話です。そういっ

た困難を抱える子ども・若者たちというのは、特定の困難、特定の課題を抱えているわけ

ではない。複雑に絡み合った錯綜した課題や困難を抱えている。それに対応するためには、

特定の行政とか特定の団体でやることには限界があるのかもしれない。 

 「チーム型行政」と書きましたけれども、チーム型の取り組みと思ってもらったほうが

いいかと思います。これは行政関係者であれば、縦割り行政を排して一体的に取り組んで

ほしいということですけれども、ここでは民間団体の皆さんも含めてチーム型として取り

組んでいかなければならない。でも、チームというのはコントロールタワーが必要になり

ますので、コントロールタワーをつくって、チームで取り組んでいく仕組みが何かできな

いか。そして、ターゲットアプローチを前面に出すのではなくて、ユニバーサルアプロー
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チへと展開していかないと、支援を必要とする子ども・若者たちも集まってこないだろう

ということです。 

（パワーポイント18） 

 きょう中心的にご紹介したかったのは次のところです。佐賀市版『子ども・若者白書』

をついこの前、つくりました。これはまだつくっただけですので、そんなに自慢できるも

のではないのですけれども、参考になるところがあればぜひ参考にしていただきたいと思

って、きょうは初めてお話をさせていただきます。 

 私は、社会教育とか生涯学習を専門にしておりますので、佐賀市の社会教育委員の会長

を務めています。そこで 2011 年ごろから耐震工事の問題が出てきて、青少年センターが

老朽化してきたので、建てかえるかどうかを社会教育委員の会議として諮ってほしいと言

われたわけです。行政から出てくる資料は、建てかえをするとしたら幾らぐらいかかる、

ほかの施設に移すのであればどのくらいのカネがかかるということが出てくるわけです。

それは議論としておかしいだろうと。子ども・若者支援法ができて、そこでいろんなこと

に取り組んでいかなければならない。子ども・若者の抱えている課題や問題は、今言いま

したように特定の課題とか特定の困難だけを抱えているわけではなくて、それぞれにいろ

んなところでまたがっている問題を抱えている。それに対応できるような青少年センター

にしていかなければ、議会の了解も得られないのではないか。建てかえられるのであれば、

新しい役割、新しい機能を検討していく必要があるだろうという提案をして、予算がなか

ったものですから、佐賀市社会教育委員のもとにワーキンググループを設置して、約半年

間、議論をしてまいりました。 

 そのときに、「『あるべき論』からではなく、社会的必要性の根拠を示して議会を説得す

る」と書いておりますけれども、私は学者なもんですから、どうしてもこうあるべきとす

ぐ言いたくなるわけです。こういうことをしなきゃいけないでしょうということを言うん

だけれども、そこから出発するのではなくて、佐賀市の子ども・若者たちが今どんな生活

をし、どんなところに困難が生じているのかを明確に示しながら、青少年センターの役割

を考えていかなければならないだろう。建物の改修、新築には億単位のカネがかかるわけ

です。億単位のカネがかかるものを議会としてもそんなにすんなり受け入れることはない

だろう。そこで提案をさせていただいたのが、内閣府がおつくりになっておられる子ど

も・若者白書です。ごらんになる方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、これを

参考にして、佐賀市版の子ども・若者白書をつくって、それから議論をしていこうという
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話をしました。それは県庁所在地としての佐賀市の特徴を明確にし、青少年センターの役

割と機能を提言する。白書をつくったのは 2013 年３月ですけれども、この答申を出した

のは、つい２カ月ぐらい前の話です。2013 年の９月末につくって、10 月に教育長に答申

をいたしました。 

 ここでわざわざ「県庁所在地としての」と書いていますのは、市立高校など学校が集中

的に佐賀市、県都に配置されているということと、県では広過ぎて子ども・若者支援策と

いっても、なかなかフットワーク軽く動けるわけではない。佐賀市の人口は今 25 万ぐら

いだったと思いますけれども、コンパクトな都市の中で青少年センターの役割を考えてい

ったらどうかという思いを込めているわけです。 

（パワーポイント19） 

 そこで、ここからは佐賀市の教育委員会青少年課がつくったものを参考に紹介をさせて

いただきたいと思います。スクリーンの右側の下のほうに、手のマスコットキャラクター

がいますけれども、佐賀市はこの間、「子どもへのまなざし運動」にずっと取り組んでき

ました。まなざし条例という条例もつくりました。佐賀市は今でも地域性が割と強いとこ

ろで、子どものことを大切にする風土がまだ残っている自治体ですけれども、年々そうい

うものが少なくなってきて、子どもに対して関心を示さなくなってきている大人たちも多

い。中学校では、インターンシップ（職場体験）などをしなければならないので、佐賀市

内にある事業所さんにお願いをしていかなければならない。子どもに対して市民として責

任を持っていきましょうというのが、この「まなざし運動」というものでした。それで条

例までつくって今動かしているところです。 

 佐賀市はこういうことを考えているわけです。佐賀市は教育基本計画をつくって、基本

目標として「市民としての責任と自覚を持ち、さがを創る個性と創造性に富む人づくり」、

基本方針としては「教育・学習の横軸をつなぐ」と書いています。「子どもへのまなざし

運動」は今紹介をしたとおりですけれども、「家庭、地域、企業等、学校等の連携協力を

強化するとともに、だれもが安心して子育てできる社会の実現を目指します」と横軸をつ

なぐことを中心に言って、誰でも子どもを大切にするようなまなざしを持つ運動を展開し

ているわけです。 

 もう一方で、縦軸はどうなっているのかという話です。縦軸は「生涯学習社会を」と書

いてあるのですけれども、子ども・若者にとっての縦軸のところまで実は話を落とし込ん

でいないのです。 
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（パワーポイント21） 

 「子どもへのまなざし運動」はどういうことをやっているかというと、「子どもを育む

４つの場『家庭・地域・企業等・学校等』が一体となって取り組めるよう、市民総参加の

運動として展開」、「広める事業」、「紹介する事業」、「ほめる事業」となっています。どこ

でもやっておられるかと思いますが、見守り隊です。組織して、ベストをつくって、帽子

もつくって、まなざし運動のマスコットキャラクターをつくってやっておられるものです。 

（パワーポイント22） 

 ２番目には、少年補導巡回事業をやっています。青少年センターの中の少年センターに

補導員が３名いて、平日巡回をする。全小中学校区の少年育成委員に巡回指導をしてもら

っている。そして、青少年に対する有害環境の浄化活動、有害環境調査ですとかコンビニ

エンスストア等を対象とした地域環境点検活動を実施してきました。こういうことはどこ

の自治体でも結構やっておられるところだろうと思います。 

（パワーポイント23） 

 次に、子ども・若者問題対策の非行対策の推進として相談事業をやっておられるわけで

す。学校生活に関するいじめ、不登校、友人関係等の問題や心や体の悩みなどを抱える少

年及びその家族等の悩みに、子ども電話相談、メール相談、面談相談等により、専任補導

員が適切な指導、助言を行う。平成 24 年相談受理件数が 71 件となっています。この 71

件という数を頭に入れておいてください。 

（パワーポイント24） 

 次に、少年非行防止啓発事業です。これは育成大会などをやっておられるんですけれど

も、年に１回、この健全育成関係の人たちを集めて研修会をやるというものです。こうい

うことも今、どこの自治体でもやっておられるだろうと思います。ただ、集まり方が少し

弱くなっているかと思いますけれども、参加者は育成委員、青少連、子ども会、ＰＴＡ、

学校関係者等474名です。これは充て職で皆さん集まってきておられるものです。 

（パワーポイント25） 

 これは青少年センター管理運営事業です。下に写真が載っていますけれども、大分古く

なってしまって、ここを管理するというのがこの事業の１つになっています。 

（パワーポイント26） 

 次が、博愛精神育成事業です。日本赤十字社をつくった佐野常民さんという人の顕彰会

をやったり体験学習などをやったりしている。 
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 これはどういう話かというと、佐野常民顕彰会は、川副町というもともと独立した町で

持っていたわけですけれども、合併をして、この博愛精神育成というものが青少年課の仕

事に潜り込んできてしまった。ですから、ほかの合併したところからは、どうしてここだ

けにカネを出すんだとかいう問題にもなるわけです。 

（パワーポイント27） 

 成人式です。全国でやっておられて、いろいろ問題もある成人式ですけれども、和服を

着て、隣のもう１人の男の子は頭がキンキンでも、ちゃんと成人式に出ています。 

（パワーポイント28） 

 小学生・親子向け短期講座開催事業です。「子どもたちがスポーツを通じて思いやりや

優しさ、協調性を学び」と書いてあります。卓球教室をしているところが出ているかと思

います。親子で卓球というものです。６回ずつを２回、計12回やっています。 

（パワーポイント29） 

 子どもふれあい体験キャンプです。100 名ぐらいの子どもたちを少年自然の家に引率を

していってキャンプをやっている事業です。 

（パワーポイント30） 

 次が、海と山の体験交流事業です。「山間部と沿岸部の子どもたちが自然体験や共同活

動を通して、自然の大切さ、豊かな人間性、自主性、協調性、思いやりの心を育むことを

目的として春、夏に交流事業を開催」と書いています。対象が、富士、三瀬、諸富の小学

生です。これは何かというと、富士と三瀬は佐賀市の北で合併したところなんです。諸富

は南の有明海湾岸のところです。合併をしたので、こういった事業に取り組まざるを得な

くなってしまっている。 

（パワーポイント31） 

 これが青少年教育のあり方策定事業です。先ほど紹介をした白書をつくって、その白書

を受けて、これから佐賀市として青少年教育にどう取り組んでいくのかという検討委員会

をつくりました。正面に向かって右側の人が社会教育部長で、左側のスキンヘッドの人が

警察の人です。少年サポートセンターの課長補佐です。 

（パワーポイント32） 

 家庭教育講座開催事業です。家庭でするべきしつけ等の家庭教育に関心を持ってもらい、

家庭教育力の向上を図ることを目的として実施しますが、新入学説明会を活用した家庭教

育講座を全小中学校でやっています。これは以前、エンゼルプランか何かで出てきたもの
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をそのまま引き継いでやっています。 

（パワーポイント33） 

 そして、学校地域連携支援事業です。地域教育コーディネーターを配置して連携活動を

行っていく。４中学校区に置いています。 

（パワーポイント34） 

 地域子ども教室推進事業も文科の予算ですけれども、地域ぐるみで土日などに事業を７

校区でやっていて、左側は木工か何かをやっています。右側のほうは、写真が小さくてわ

かりにくいかと思いますけれども、切り紙か何かをやっているところだろうと思います。 

（パワーポイント35） 

 そして、団体の補助です。社会教育関係団体に予算をつけることをやっているわけです。 

 では、今見てきて、青少年課、青少年センターというのはこういうことをやっていたん

だなとおわかりいただいたかと思いますけれども、今お話ししたことは、今までやってき

たことです。放課後子ども教室であるとか就学前の家庭教育であるとかキャンプであると

か健全育成ですとか、さっき言ったように総理府や労働省や文部省がやってきたことを青

少年課がそのまま引き取って、スクラップすることが余りなく、ずっと引き続きやってき

ているものです。それに市町村合併のあおりを食って、それぞれのもとの町、もとの村の

教育委員会が「これを合併した後もやってくれ」ということをそのまま押し込んでやって

きているわけです。 

 今見てきたところに皆さんが関心を持つような話はどこかにありましたか。これが新し

いと言えるのか。言えないわけです。これまでの事業をずっと引き継いでやってきて、そ

れが自分たちの仕事だし、青少年センターの仕事だとみんな思ってきていた。行って、そ

こで人が全く集まっていないわけではないし、求められる仕事だってあります。子どもた

ちを自然体験でキャンプに連れていくことだって大事です。でも今、より求められている

のは、今回のテーマであるように、より困難を抱える子ども・若者の問題で、視野から抜

け落ちているではないか。それはなぜかというと、集まってくる子どもたちだけを対象に

しているからなんです。 

 かつては団体に話を通せば、団体の人たちが、例えば子ども会であれボーイスカウトで

あれ、いろんな社会教育関係団体の人たちが、より困難を抱える子どもや若者を誘ってき

ていたでしょう。私が先ほど山形に調査に行ったように、ハンディキャップを抱え、誰も

友達はいない若者を、青年団の友人がわざわざ「行事に出てこないか」と誘う仕組みが地



 28

域社会の中にあった。行政のほうは、自分たちがやらなくたって、そういうことを皆さん

がやってきてくれていた。なので、こういった行事でうまく済むわけです。非行対策でも、

青少年健全育成協議会があって、一声かければ 100 人、200 人どころではなくて、500～

600人必ず集まるということが割と当たり前のようにできていた。 

 けれども、子ども・若者支援法に転換したときに、あわせて文部科学省は手を引く。厚

生労働省も手を引いていく。残るは内閣府の子ども・若者支援しかないじゃないか。では、

そこで全部をカバーするのはなかなか難しいかもしれないけれども、既存の組織にどうや

って今の課題を乗っけていくことができるだろうか。それをこの子ども・若者白書という

ものをつくりながら、実は考えてみたわけです。 

（パワーポイント36） 

 それがことしの６月に基本方針として出てきたものです。 

（パワーポイント37） 

 「これまでの青少年教育施策」となっていて、グリーンのところが佐賀市特徴の取り組

みで、市民総参加運動が「子どもへのまなざし運動」です。子ども・若者問題対策、非行

対策が、巡回補導とか相談事業とか少年非行防止です。育成事業が、博愛精神とか成人式

とかキャンプなどになっているわけです。家庭教育が就学前の家庭教育で、地域ぐるみが

連携事業などです。これまで縦割りの省庁で予算がついていたものを、全部ここで引き取

ってやっているのがはっきりとわかります。でも、そうではないだろう。今、佐賀市に住

んでいる子どもたち、若者たちがどういう問題を抱えているのかということをちゃんと見

ないとだめではないか。 

（パワーポイント38） 

 そこで、内閣府の子ども・若者白書に倣って、第１章で子ども・若者の成育環境を見て

みました。結論からいくと、「①若者の発育」では、１人で朝食をとる児童は増加をして

いる。そして、１人で夕食をとる子どもたちも、そんなに数は多くないけれども、実際に

は存在をしている。 

 「②学校に係る諸問題」は、学校ではいじめがある。実は、佐賀県はいじめの認知件数

が非常に少なくて、全国放送などでも非常に叩かれたところです。ほかの県が 1000 件、

2000 件というのに、佐賀県だけ 72 件とかいう数だったと思います。実際にはそんなのは

おかしいだろうという話になったのですけれども、実際にはいじめもある。そして、携帯

やパソコンを使ったいじめが増加をしている。不登校児童生徒の存在は、学校教育の関係
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者はわかっているのですけれども、それ以外の教育行政、また青少年センターではほとん

ど問題にならない。実際にはそういう生徒がいる。不登校児童の原因として、例えばいじ

めがあって、学校に行けなくなった子どももいるでしょう。ところが、調査をかけてみた

ものをデータとして集めてみると、家庭が原因で不登校になっている子どもたちが結構い

る。高等学校の中途退学者が一定数いることがわかるわけです。 

 「③子ども・若者の体験活動」として、将来の自立的行動習慣への自然体験の影響は非

常に大きいと国も書いていますけれども、佐賀県においても非常に大事だということがわ

かる。ところが、体験活動を提供する団体に行っている子どもたちの数は少ないです。き

のうもボーイスカウトの子どもたちは下山してきてよかったですね。ボーイスカウト、ガ

ールスカウトにしても、緑の何とか少年団とかいったところの団体は減少してきているわ

けです。 

（パワーポイント39） 

 そこで、データを集めてみました。佐賀市における子ども・若者人口はずっと減ってき

ている。その総人口に占める割合も、右肩下がりで減ってきていることをまず確認いたし

ました。そして、先ほど食育の話をしましたけれども、小学５年生の半数以上は家族全員

で夕食を食べるけれども、20 人に１人は１人で夕食を食べていることがわかります。母

数自体がそれほど大きいわけではありませんけれども、佐賀県の母子保健に関する現状と

課題を母子保健福祉課に行ってデータをもらってきて、ここにアップしたわけです。 

（パワーポイント40） 

 委員会の席上、夕食は誰と食べるかで 5.2％が「１人」と答えた。5.2％を多いと考え

るか、少ないと考えるかです。小学校５年生ですよ。そういったところから食生活の乱れ

が見られるのではないかと書いていますけれども、これは食生活の乱れということだけで

は多分ないのです。家族の生活リズム自体がどうなっているのか。もしくは保護者がいな

い家庭が考えられるだろう。そういうところを読み取っていく必要があるのではないかと

いう議論をしているわけです。 

（パワーポイント41） 

 子ども・若者の教育です。「学校に係る諸問題 不登校児童生徒数の推移」と書いてい

ます。非常に見にくくて申しわけありませんけれども、一番上の折れ線が佐賀市の中学校

です。その下の折れ線が全国の中学校です。佐賀市は、中学校の不登校児童生徒数は全国

をはるかに上回っていることがわかるわけです。近年は先生方のご努力もあって減ってき
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ているんだろうと思いますけれども、平成18年度、19年度、20年度などは1.5 人ぐらい

違っています。 

 その次の黒いところが高等学校で、一番下が小学校です。小学校は、余り変わりません

けれども、以前は全国平均を上回っていたのが、近年はようやく下回ってきたことがわか

ってきた。 

（パワーポイント42） 

 子ども・若者の教育で不登校となったきっかけと考える状況です。「病気による欠席や

遊び・非行など本人に係る状況がもっとも多い」と書いてありますけれども、「本人に係

る状況」は、実は全国を見ても多いことがわかります。ところが、佐賀市が特徴的なのは、

９本の棒グラフの一番右側、「家庭に係る状況」というところです。小学校の不登校が全

国などを見ても赤いところが上に出ているのがおわかりいただけますでしょうか。「本人

に係る状況」も大きいのですけれども、「学校に係る状況」は意外と少ない。でも、「家庭

に係る状況」は、全国、佐賀県などよりも佐賀市は数が多くなっていることがわかるわけ

です。つまり、養育面で問題を抱えている家庭が一定数あるのではないかということがこ

こから読み取れるだろうということです。 

（パワーポイント43） 

 次に、第２章の「子ども・若者の社会生活」に入ります。ここは４点あります。若者の

労働、労働条件、貧困、フリーター等の状況です。 

 若者の労働としては、非正規労働者が増加をしている。そして不安定な就労環境にある

ことがわかりました。 

 「若者の就職、離職状況等と労働条件」となっていますが、若者の失業率は高い。離職

者全体に占める若者労働者の割合も高い。中学校、高校卒業者の就職後１年目に離職する

者の割合も高くなっています。 

 ちょっと先を急ぎます。時間配分を間違えてしまってゆっくりしゃべりました。 

 子どもの貧困、母子世帯が増加をしている。 

 それから、若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況としては、15 歳から 19 歳の

同じ年齢層に占めるフリーターの割合が高い。それから、問題を抱える若者の相談窓口へ

の不信感がある。そして、子・若法に基づいて総合相談センターをつくって、ＮＰＯが受

けているわけですけれども、ここの相談件数が物すごく上昇してきているわけです。困難

の度合いが高い若者へはアウトリーチをかけています。 
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（パワーポイント46） 

 時間がなくなりましたので、赤くなっているところを見てみますと、フリーター・若者

無業者で佐賀市のデータはなかったのですが、佐賀県は、女性の無業者の割合が非常に高

い。ここにどうも中退者の問題があるのではないかと言われているわけです。フリーター

もひきこもっている。 

（パワーポイント47） 

 「関係機関に相談したいか」では「相談をしない」という若者が結構多い。 

（パワーポイント48） 

 実際には、佐賀県子ども・若者支援地域協議会、佐賀県子ども・若者総合センターが開

設している窓口では、平成 23 年度の相談件数で 5176 件のうち佐賀市が 43％です。さっ

き少年センターの件数を覚えておいてくださいと言いました。あれは 71 件です。何で相

談をしないのか。相談をしたくない。相談をしたくないのはしようがないんじゃないかと

考える人もいるかもしれませんけれども、この委員会の中では、相談を諦めさせているだ

ろう、相談をしたいと思わせなくなっているのではないか。佐賀市はこんなに相談件数が

多いのに、そこを無視はできぬだろう。相談件数は実はまだまだふえているのです。なの

で、佐賀市として独自に取り組んでいかなければならないのではないか。 

（パワーポイント50） 

 第３章は「子ども・若者の安全と問題行動」です。犯罪や虐待による被害もありますし、

刑法犯少年の 15 歳前後の若者の割合が大きいですし、問題行動（薬物乱用、非行、いじ

め、家出、自殺）もあります。しばらく佐賀県は 10 代の中絶・妊娠の割合が日本一だっ

たもんですから、非常に問題だと言われていました。 

（パワーポイント51、52） 

 済みません、細かくデータをお見せする時間がなくなってしまいました。 

（パワーポイント53） 

 そこで、基本方針としまして、「青少年の健やかな成長を支援」、「困難を有する青少年

の支援」、「青少年を取り巻く環境を社会全体で整備」ということを掲げたわけです。特に、

２番目のところで、ニート、ひきこもり、不登校の子ども・若者への支援、育成支援事業

と相談事業をする。非行・犯罪に陥った青少年の支援をする。困難を有する青少年の居場

所づくりをする。これをこれまでの事業を引き継ぎながらやっていこうと考えたわけです。 

（パワーポイント59） 
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 これは答申の部分的なもので、それを図にしたものを説明しようと思っていましたけれ

ども、時間がなくなりました。 

（パワーポイント60） 

 そこで、最後に子ども・若者白書から見えてくることを５～６点ほど指摘しておきます。 

 地域における人と組織の連携・ネットワークづくりは、これまでも言われることですけ

れども、それだけでは実はだめで、継続的な情報共有が必要だということがわかってまい

りました。私のような学者の立場も必要ですけれども、公民館、子ども会、ＮＰＯ、警察、

ハローワーク、学校、医療・保健、福祉の関係者などを含めたネットワークづくりと情報

共有を絶えずやっていく。 

 それから、チーム型の行政が必要だと言いました。なぜそうなのかというと、相談を諦

めさせている。そこからどうやって抜け出していくことができるかということなんです。 

 ３番目に、既存施設に困難を抱える子ども・若者の拠点形成が必要だろうと。これは佐

賀市の青少年センターが従来のやり方でやってきたわけですけれども、そこにとにかく困

難を抱える子ども・若者を業務の１つに入れさせていった。 

（パワーポイント61） 

 ４番目は、繰り返しになります。より困難を抱える子ども・若者へのアプローチを開発

しなきゃならない。学校制度の限界を超えるとこれまでもお話をしました。つまり、小学

校だけで問題が解決するわけではなくて、その課題自体は持ち越されていくので、そこを

見ていくような伴走型の支援が求められている。 

 ５番目に、だとするとそのためのプログラム開発をしなければならない。行政だけのプ

ログラム、ＮＰＯだけのプログラムは限界が出てきてしまっていて、ありとあらゆるプロ

グラムを青少年センターがコーディネーションしなければならないだろう。「この指とま

れ」と言って集まってきた若者たちをそこで一元的に受けとめていく。ただし、「この指

とまれ」のときには、その指の数が多くなければならない。では、この指の数をどうやっ

てふやしていくことができるんだろうか。それが団体におられる支援の立場に立たれる方

の役割だろうということです。 

（パワーポイント62） 

 時間が過ぎてしまって申しわけありませんでしたけれども、今言った「『子ども・若者

白書』に関する問い合わせは、下記へ」と書いてあります。佐賀市の青少年課のほうは

「ぜひいつでも問い合わせをしてください」ということで、お互いに情報共有をしていき
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ましょうという話をしてあります。 

 最後に私のほうから。きょうお集まりいただいた方で、ぜひお考えいただきたいことは、

それぞれ皆さん、熱心にやっておられると思います。熱心にやっておられるんだけれども、

必ず自分たちの自治体、住んでいる地域がどういう状況にあるのかという根拠データを行

政に頼むなりなんなりして、はっきりと持っていただきたい。それをもとに取り組まれる

ことによって新しい展望を切り開いていくことができるのではないかと思います。 

 この１週間は、目の前に子ども・若者の顔がちらつくかもしれませんけれども、この研

修を充実させて、地元に持って帰られる、団体に持って帰られることがお仕事だと思って

頑張っていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

午後３時50分 終了 


