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地方都市におけるニート・ひきこもり支援 
―三重県伊賀市における調査結果をふまえて― 

石阪 督規 

Life Situation of NEET in Provincial City 

Tokunori Ishizaka 

 

要約 

三重県伊賀市は、大阪と名古屋の中間、三重県北西部に位置する人口約10万の地方都市である。 

本稿は、この伊賀市の民生委員児童委員、企業に対して行ったニート・ひきこもり支援に関する調査

の結果に着目した。「大人たち」が今日のニートやひきこもりどのように見ているか。また、資源や人材、

雇用枠が限られる地方都市で、いかにして非就業の若者を支援していけばよいのか。地方都市伊賀の若

年無業者の実態を把握するとともに、そこでの支援や取り組み事例をふまえ、これからの若者の就業支

援のあり方を考える。 
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1．はじめに 

(1)研究課題 

厚生労働省の試算によれば、若年無業者、いわゆるニート（NEET）の数は 60 万人を超えるともい

われる。このデータにしたがえば、三重県内には 8,000 人を超えるニートが存在し、人口 10 万の伊賀

市にも300から400人程度のニートが居住していることになる。数の直接的な把握はなされていないが、

伊賀市にも相当数の若年無業者が存在することはどうやら間違いない。行政や社会福祉協議会、地域の

サポートステーションの窓口に、地域の民生委員児童委員や家族等から多くの相談が寄せられていると

いう報告からも、若年無業者の就業、生活にかかわる問題が近年、地方都市にまで広がりつつあること

を示している。昨今の就業環境の厳しさ、支援体制の不整備などから、われわれの想像以上に、非就業

の若者を取り巻く環境はいっそうの厳しさを増しているといってよい。 

 これまで伊賀市には市民活動として、さまざまな形でこうしたニートやひきこもりの相談支援を行っ

ている団体や個人が存在していた。しかし、それらが相互に連携するというケースはほとんどなかった。

もともと保守的な土地柄であることに加え、支援の「縦割り」や旧町単位の地域性の「カベ」を理由に、

団体間のネットワーク化が進んでいなかった。 

しかし、こうしたなか、2007 年 6 月に、伊賀ニート・ひきこもり支援研究委員会が発足したことに

よって、状況は一変する。以来、今日まで、ニート・ひきこもり支援に携わるボランティア、ＮＰＯ、

行政、教育委員会、障がい者相談支援センター、市民活動センター、社会福祉協議会等が一堂に会し、
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啓発活動や相談支援体制づくりのための討議を行うに至っている。 

加えて、いが若者サポートステーションの開設とともに、若者支援の体制・環境が大きく整い、今日

までさまざまな支援や取り組みがなされている。 

本稿で取り上げる調査は、2009年に実施したものである。これまで伊賀市においてニート・ひきこも

りの実態調査は過去行われたことがなく、今後より的確な相談支援体制を構築していく上で実態調査は

急務となっていたなかでの調査である（１）。また、全国的にも地方都市を単位としたニート・ひきこもり

の実態調査の事例は少なく、その意義は大きいと考える（２）。 

(2)研究方法 

ニート・ひきこもりのケースへのアプローチの手法は非常に難しい点が多く、実態を把握することは

容易ではない。本稿では、まずその第一歩として、社会福祉協議会や商工会議所、市役所の協力を得て、

以下の調査を実施し、その結果を見ていくこととする。 

① 民生委員児童委員を対象としたアンケート調査・・・伊賀市における民生委員児童委員295人

にアンケート調査を依頼した。回収率は55.6％ 

② 企業を対象としたアンケート調査・・・上野商工会議所に協力を得、企業294社に郵送でアン

ケート調査を依頼した。回収率は42.9％ 

 

2．アンケート調査結果分析 

(1)民生委員児童委員向けアンケート 

ここでは、伊賀市で活動する民生委員児童委員を対象としたアンケート調査の集計結果を報告する。

アンケートは、2009年6～7月にかけて行い、回収数は164（うち無記名者5）。質問票には、若年無業

者ならびに若者の生活実態に関する民生委員児童委員個人の知りうるかぎりの情報を示してもらった。 

回答のあった民生委員児童委員の経験年数は１年以下が41.0％ともっとも多く、全体の86.9％が５年

以下となっている。 

また、担当地区内に若年無業者（いわゆるニート、ひきこもり）が居住していると回答した者の割合

は27.8％。複数存在するというケースは10.7％であった。地区でいえば３割近く、人数でいえば60人

程度の無業者の存在が今回の調査で確認できた。全国的には2％程度ともいわれる若年無業者であるが、

なかなかその生活実態を把握することは難しいといわれている。今回の調査では、民生委員児童委員と

いう存在を通じて知り得る60名余の生活実態の一部を、以下の通り明らかにすることができた。 
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① ニート・ひきこもりの属性 

 

 

 

 

 

 

対象者の属性をあらためて整理しておきたい。まず年齢については、30歳以上の者が半数近くを占め

る結果となったが、なかでも若者の範疇に含むかどうか微妙とも思われる 35 歳以上が 26.2％、つまり

全体の４分の１を占める高い数値を示した。この結果は、かつて子育て期、あるいは中年期といわれた

世代の者が無業となっている結果とも思われ、この「アラフォー」「団塊ジュニア」とも表される30代

後半の「若者」たちの就労の難しさ、厳しさを象徴する結果とも思われる。 

性別については、４分の３を男性が占め、他地域の調査結果同様、男性に偏在する傾向がうかがえた。

あくまで民生委員児童委員の目を通しての結果であるため（無業者という場合、一般に男性のほうが目

につきやすいという点で）、かならずしも実数を反映した数値であるとはいえないが、ここまで性差が顕

著であるという点を鑑みると、この若年無業者問題は、ある一面では、働けない「男性」の問題である

ことをあらためて認識しておく必要があるだろう。 

学歴については、中卒者、高校中退者の合計が全体の 42.6％を占めた。「わからない」と回答した者

を除けば、６割の者が高校を卒業していない者ということになる。「高学歴ニート」（俗称）の存在も看

過できないが、中卒者、高校中退者などに多いとされる、学校教育下での教育、職業訓練や専門家によ

図１ 年齢 図２ 性別 

図５ 就労形態 

ｎ=61 ｎ=61 

ｎ=61 ｎ=61 

図３ 学歴 図４ 1ヶ月以上の就労経験 

ｎ=22
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る就職指導などを十分に受けてきていない者に対する支援のあり方も考えていくことが必要となる。 

さらに、就労経験については、「わからない」回答者を除けば、半数以上の者に就労経験があった。

しかもそのうちの４割が正社員経験のある者である。長期に及ぶひきこもりなどにより一度も就業経験

がないという者と就業経験はあるが次の仕事が見つからない、あるいは見つかっても続かないという者

とでは、おそらく、その特質や性格、さらには支援のあり方が同じであるというわけにはいかない。む

しろ、今回の調査で就業経験の有無が相半ばしたというのは、対象者属性の多様性を象徴する結果とも

思われる。「現在働いていない」という共通性こそあるものの、ひきこもり、ニート、若年無業者などと

表現される若者たちの属性・特質は、むしろその語義や定義のあいまいさのごとく「さまざまである」

といえる。 

② ニート・ひきこもりになった原因 

次に、これらの若者が、無業となるに至った原因について言及してみたい。ただし、これらの調査結

果はあくまで民生委員児童委員の見解、回答ゆえ、原因を特定することは難しいといわざるをえないが、

もし、それが個人的事情によるものだとすればどのような理由が考えられるか。 

 

 

 

 

 まず、障がいをもつ者が４割近くを占める、さらには10年以上にもおよぶニート･ひきこもり経験者

が３割を占めるなど、（働こうと思えば働けるが）「単純に働かない」「働きたくない」という理由によら

ない深刻なケースが多いのも特徴といえる。 

 また、原因については、大半の民生委員児童委員は感知していないという結果となったが、わかって

いるもののなかでは、「対人関係」が突出している。「いじめ」「不登校」「家族関係」などの回答につい

図６ 働く意欲 図７ 障がいの有無 

図８ ニート・ひきこもりになった時期 図９ ニート・ひきこもりになった原因 



東京未来大学研究紀要 2013 vol.6 

－ 5 － 

ても、人間関係上のトラブルに起因するものが多いと考えられ、おそらく原因が特定できるものの大半

は、こうした対人関係上の問題による不就労、ひきこもりといえるのではないか。 

③ ニート・ひきこもりの家族と親 

次に、ニート・ひきこもりの若者とその家族との関係を見ていきたい。 

 

 図10 同居世帯員 図11 家族関係 

 

      
 図12 家族の暮らし向き 図13 保護者（親）の取り組み 

 

 

図14 若者が家族以外から受けている支援 

 

家族関係上のトラブルをかかえる家庭（「悪い」と回答した者）は、全体の１割程度であるが、これ

についても、あくまで外部の者が感知しえた結果であるため、実際、あるいは潜在的に問題を抱えた家

族は、この結果よりももう少し多いといえるのかもしれない。しかし、現実的に、こうした若者の未就

業問題については、家族との関係性の悪化を主な原因とする事例は少数であるといってよい。また、暮

らし向き、生活についても、その多くが普通以上の生活を送っており、親が、あるいは家族の誰かが原

因となって、無業になったと断定してしまうことは難しいといわざるを得ない。今回の調査結果からの

  

n=58 
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みでは特定しかねるが、若者本人、あるいは家族外（たとえば、企業の採用要件や体質、あるいは景気

や社会情勢の変化など）に無業の主な要因を求めることが妥当と思われる。 

ただし、家族が、若者が無業でい続けることを助長、あるいは深刻化、長期化させている可能性があ

ることは否定できない。問 14 で、「何もしていない」「隠している」と回答した者が 40％を超えている

点。さらに、問15の結果にもあらわれているとおり、（おそらく障がいをもつ者以外は）ほとんどがど

こからの支援も受けていないという点などは、家族のなかだけに問題を封じ込め、結果として無業化な

らびにそれに付随するさまざまな問題をいっそう深刻化させることにつながっているとも思われる。 

家族や親だけで問題を抱え込んでしまうのではなく、たとえば、サポートステーション、民生委員児童

委員、ユースサポーターなどに相談するなどして、問題の解決を図ることも必要であろうし、行政や支

援組織としては、何よりも、ひきこもりの子をもつ家族や親を孤立させないような支援体制を構築して

いくことが求められる。ニート・ひきこもりに対する有効な支援は、まずは、家族や親の負担を軽減さ

せること（相談体制の整備、親向け支援）からスタートする必要がある。 

 また地域コミュニティにおいて若者支援の中心的な役割を果たすこの民生委員児童委員の意識改革も

急務といえる。ニート・ひきこもりに対して、（自由回答欄で記述されている）「わがまま」「自分勝手」

「陰気」などとネガティブなイメージを抱く者が圧倒的に多いという実態を勘案すると、若者を支援す

るべき民生委員児童委員への啓発や教育もあわせて進めていかなければならない。今回の民生委員児童

委員にかかわらず、世間が、そして大人たちが、もう少し、若者たちのおかれた生活・労働環境の実態、

厳しい就業状況を理解することが必要であろうと思われる。 

(2) 企業向けアンケート 

ここからは、伊賀市に本所、もしくは支所、事務所等を構える企業に対して行ったアンケート調査の

結果を報告する。アンケート調査は、2009年9月から10月にかけて実施した。回収数は124であった。 

① 採用要件 

 まず、企業の採用要件に着目してみたい。 

             
 図15 正社員としての採用 図16 非正社員としての採用 

 

 景気が低迷するなか、アルバイト経験しかない者、就労経験のない者を積極的に採用とする企業は、

正社員、非正社員とも、5.7％にとどまった。しかし、「能力があれば採用してもよい」と回答した企業

は、正社員で半数近く、非正社員では６割にも達する。 
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 では、この「能力」とは何をさすのか。企業が採用の際にとくに重視する能力としてあげられている

のは、「仕事への意欲」である。およそ８割の企業がこの「意欲」を重視している。しかし、「意欲」の

有無、また「意欲」の具体的内容については、なかなか判定しづらいものがある。企業は何をもって意

欲のある者と判断するのか。無業者の就労を支援する立場にとっては、非常にわかりにくい結果といえ

るのかもしれない。見方を変えれば、アルバイト経験しかない者、就労経験のない者が、「仕事の意欲に

欠ける者」と先入観をもってみられる風潮があることのあらわれととれなくもない。無業者は、本当に

就労に対して「意欲のない」者なのか。これは、「大人たち」の偏見や先入観ではないのか。無業者たち

の意識や意見をふまえた慎重な分析が求められる。 

 また、現実の採用にあたっては、①年齢要件、②学歴要件、③職歴要件、④就業訓練歴要件（資格取

得を含む）、など総合的に加味、判断された結果ということになるのだろうが、今回の調査では、とくに、

①年齢要件と③職歴要件は大きな比重を占めることとなった。年齢については、若いほうが好まれる傾

向にあること、また職歴としては、関連する業務にかかわった経験のある者が好ましいこと、などがあ

げられる。25歳以下など年齢が比較的低い若者については、おそらく経験値よりも若さとバイタリティ

を重視する傾向が見られるが、年齢が上がるにつれ、職歴や取得資格が重視されるようになる。ひきこ

もりや無業期間が長く、さらに就業歴の乏しい 30 代の無業者は、そのままでは非常に就業が厳しい状

況にあるといってよい。資格取得支援やインターンシップなどのプログラムを積み、少しでも、アルバ

イトなどの就業を経験することが採用へと結びつくと考えられる。 

 そして、年齢や職歴に関係なく、企業は、若者に「基本的な生活習慣・態度」「一般常識」を求めると

ころが多い。これは、伊賀地域の（製造業が多いという）業種の偏りによるものかもしれないが、おそ

らく他でも、おおよそ同じような結果を示すことになるだろう。ビジネススキルを向上させることはも

ちろん有効であるが、それよりも先に、まずはこうした日常的な生活習慣の改善や常識の獲得などをめ

ざすことが、採用への近道といえるだろう（３）。 

    
 図17 採用の際、重視する能力・性格 図18 採用の際、重視する条件 
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② 若年無業者となった原因とその対策 

 無業者となるに至った原因について回答してもらったところ、本人を原因とするものと家族を原因と

するものとが突出している（「本人が甘えているから」57.0％、「親が子どもを甘やかしているから」

49.6％）。しかし、今日の「働か（け）ない若者」の存在は、単に本人や家族の「甘え」ということだけ

では片付けられない、複雑な要因によって成り立っていることも否定できない。景気の低迷による企業

の採用枠の減少はもちろん、企業の採用要件の変化、企業の「教育」力の低下、そして「即戦力」を求

める昨今の企業風土にもその一因があるといってよい。かつての企業であれば、非力で未熟な若者をじ

っくりと社内で育てていこうという「余裕」があったかもしれないが、現在の状況ではそうした「余裕」

をもった企業はごく一部に限られる。その若者が「使えるか」「使えないか」で採否が決まり、そして採

用されても「使えない」とわかれば即座に捨てられかねないような企業があまりにも多くなりすぎた結

果が、今日の大量の無業者を生み出す背景にあると考えられなくもない。これからの企業は、自らの理

念や考えを社員に押しつける「愛社精神の植え付け」のみに終始するのではなく、若者の声に耳を傾け、

若者の生き方や考え方、ライフスタイルを理解するようつとめていくことが求められる。 

 今回の企業向けアンケートのみならず、先の民生委員児童委員向けアンケートにも示されていたこと

だが、ここには自由回答欄での若年無業者ならびに若者への批判的回答が数多く存在する。企業社会、

大人社会へと適応できないのは、若者たちの怠慢や甘えによるものだとの認識が、とくに高年齢層で強

く見受けられる。若者が無業となる、あるいは無業でいるのは、若者のみにその全責任があるのか。無

業者は本当に「働こう」という意欲に欠けているのか。ニート・ひきこもりとよばれる若者たちの多く

は、「働くことから逃げている」あるいは「働くことを避けている」若者なのではなく、「働きたくても

働けない」あるいは「働く第一歩を踏み出せない」若者であるということを、企業側も、そして多くの

大人たちも知っておく必要がある（４）。 

 

 

図19 ニートが出現・増加した理由 
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3．結び 

 いわゆるニート・ひきこもりなど若年無業者への支援にかかわる問題は、もうすでに過去の問題であ

るという考え方がある。リーマン・ショック以来の不況により、ニートやひきこもりはもちろん、新卒、

中高年、正規・非正規にかかわらずあらゆる人々の職が不安定化し、現在でも、求人倍率や就職率は極

度の低迷を続けている。つまり、キャリアをもった若者、バリバリの働き盛りの者ですら、安定した仕

事にありつけない今、「働けない」「働かない」若者の支援をしている余裕はない。まして企業にとって

は、存亡の危機という状況下で、無職の若者をゆっくりと時間をかけて育てていく時間も、金もない。

ここ数年来の景気の低迷が、無業の若者をとりまく環境を激変させ、また「大人たち」のかれらを見る

目も激変させてしまった。今回の調査結果からも、「甘ったれるな」「しっかりしろ」といった「大人た

ち」の叱咤の声が、多数寄せられている。 

 個人的な経験からいえば、運良く就職できた若者と就職できない若者との間にそう大きな能力の差が

あるとは思えないが、社会は、就職できた、あるいは就職している若者を「一人前」とみなし、就職で

きない、あるいは就職していない若者を「半人前」「未熟者」とみなす。「大人たち」も、就職していな

い若者に対して激しい非難を浴びせる。教育機関も、企業も、そうした非難をかわそうと、より多くの

若者を「一人前」にしようとさまざまな努力を試みている。 

 しかし、実態はどうだろうか。定職につけない若者がまちにあふれ、親からの支援なくしては生活も

ままならない若者が多数存在する。教育機関や企業、そして行政が熱心に若者支援に取り組んでも、一

定数の無業者や就業不安定者がうまれ、またそのうち何割かがニート・ひきこもりになっていく。こう

した現状はこの十年来、そう大きく変わっていない。若年無業者支援がすでに過去の問題となりつつあ

るというのも、一つには、これまでの支援の成果が目に見える変化となってあらわれていないというこ

とによるところが大きい。 

 それではなぜ、支援の成果があらわれにくくなっているのか。もちろん、ニートやひきこもりの就業

支援や教育訓練は、そのもの自体、即効性のあるものではないわけだが、あえてここでは、二つの点を

課題として指摘しておきたい。 

 一つは、「大人たち」の考え方による。今回の民生委員児童委員向けアンケート、企業向けアンケート

で、回答者の多くにみられた意見（自由記述を含む）として、無業になった原因を若者自身に求めるも

のが多かった。つまり、無業になったのは「自己責任」であるという論理である。 

 確かに、就業に際してこういった面があることは否定できない。しかし、半数以上の者が（いわゆる）

「本人原因説」に依拠していること、また若者に対して多数の叱咤（見方によっては批判）の文言が記

述されていることなどは、おそらく若者の就業や生活をとりまく実態が十分に理解されていないことが

影響しているのではないか、とも考えられる。「大人たち」の多くがこうした「自己責任」論に依拠して

いるかぎり、若年無業者支援を国として、また地域の中で、包括的、体系的に進めていくことは難しい

といわざるをえない。おそらく、こうした考えをもつ者は、少なからず「自分の責任（怠けている、や

る気がないなど）で無業になった者をなぜ行政や市民が支援しなければいけないのか」という疑問にぶ



地方都市におけるニート・ひきこもり支援 

石阪 督規 

－ 10 － 

つかることになるはずである。すでに本稿でもふれたように、大量の無業者を生み出すに至ったさまざ

まな原因、背景はさまざまである。社会にも、企業にも、そして教育機関や行政にも、まったく原因が

ないとはいえない。むしろそうした原因を一つ一つ検証しながら、支援のあり方を再構築していくこと

が求められる。 

 いずれにしても、社会全体が、支援に対して積極的になれない背景には、「大人たち」の若者を見る目

の「厳しさ」、若者自身に「無業である」ことの責任を押しつけるかのような昨今の風潮、に象徴されて

いるといってよいだろう。 

 そして二つ目には、組織と組織との連携、協働がとりづらい、あるいはうまくとれていなかった点に

ある。 

 「伊賀地域ニート・ひきこもり支援に関する実態調査報告書」（2009）のケース分析のなかでも触れ

られているが、若者が無業となる場合、①学校時代から不登校、ひきこもりとなりそのまま無業となる

ケース、②学校は何とか卒業したものの就職できないケース、③就職はしたが離職しそのまま無業でい

るケース、などいくつかのパターンがある。これらの多くに共通することは、卒業（もしくは中退）し

た学校からも、そして離職した企業からも、就業に向けた支援をほとんど受けていないという点である。

確かに、日本の若者の就業支援の場合、在学中は、高校や大学がさまざまな支援をしてくれる。進路指

導の教員やキャリアセンターの職員などの専門的なアドバイスも受けることができるし、場合によって

は、就職先も紹介してもらえる。また、世間も高校生や大学生の就職難に対しては同情的で、「何とかし

てあげたい」という気持ちになりがちである。つまり学生や生徒に対しては、さまざまな支援ツールが

用意され、世論の後押しもある。 

 しかし、いったん学校を離れてしまうと、とたんに就職が厳しく、高いハードルとなる。「大人たち」

からは「何で卒業してすぐに働かないのか」「何で仕事を辞めたのか」など、「学校から会社へ」という

レールをスムーズに通ってこなかったことを執拗に問いただされ、そのうえ、頼るべき支援の「窓口」

が極端に少なくなり、どこにどう頼ってよいのかすらわからなくなる。おそらくは、無業者にとっても

っとも遠く、なじみのない行政（ならびにその関係団体）がその相談相手ということになるのだろうが、

そこまで到達できる若者はごく少数であろうと思われる。大半の若者は、さしたる支援を受けることな

く、就職や自立に向けて孤独な戦いを余儀なくされている。組織のはざまで身動きがとれず、就業に向

けた第一歩がふみ出せずにいる若者も、けっして少なくないはずである。ニート・ひきこもりへの支援

とは、こうした学校と会社のいわば「境界」に位置する無業の若者を、就業に結びつけるための支援で

あるといってよい。 

 しかし現実的に「境界」人としてのかれらを、既存の支援組織や団体が単独で支援するのには限界が

ある。学校の支援は在学者に限られるし、企業も辞めた者を支援する余裕はない。行政にしても、国と

地方、あるいは教育、医療、雇用など組織や部局の壁が立ちはだかり、包括的な支援がとりづらい。若

年無業者の支援は、こうした組織や団体の枠組みに翻弄され、これまで長い間、有効な手が打たれずに

きた。学校と会社の「境界」にいて、なかなか組織的支援を受けられなかった、あるいは受けづらかっ
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た者たちにとっては、窓口を一元化し、また部局の枠をこえ、ＮＰＯなどをも含むさまざまな団体や組

織とが連携しあうことが何よりも必要だったのである。 

 こうした意味で、（「いが」を含む）４箇所のサポステや若者自立支援センターの敷設、そして若者就

労支援ネットワークの構築などこの数年来の三重県内での取組は、三重県における若年無業者支援を、

一部の組織・団体による「単独」型支援から、さまざまな組織・団体が有機的に連携、協働して行われ

る「ネットワーク」型支援へと転換させる契機となったという点で画期的であった。今後、こうした取

組やネットワークをさらに発展させ、学校、企業、行政、ＮＰＯ、そして家庭や地域コミュニティをも

巻き込む包括的な支援体制づくりを行っていくことが求められる。 

 もっとも、この伊賀地域においても、もうすでに、さまざまな組織、団体、個人の協力の下で支援の

「輪」が生まれつつある。サポステ（いが若者サポートステーション）を中心に、多くの事業、取組が

行われ、研究委員会の開催も月一度以上のペースで進められている。これまで、さまざまな分野やフィ

ールドで活躍してきた委員やスタッフたちが「若者支援」という共通の目的をもって参集し、新しい試

みに次々と果敢にチャレンジする姿を目の当たりにしたいま、この地域の若者支援体制づくりに、大き

な可能性を感じている。若者支援は組織間の連携なくしてはありえない。役場、学校、社会福祉協議会

をはじめ、調査に協力してもらった民生委員児童委員、企業や経済団体などとともに確固たる支援の「輪」

をつくることができるのか。今後の支援ネットワークづくりに期待したい。 

 

注 

（１）調査は、大和証券福祉財団助成事業の一環として伊賀市社会福祉協議会、伊賀ニート・ひきこも

り支援研究委員会（筆者もメンバーとなっている）が行ったものである。本稿は、この際に作成し

た「伊賀地域ニート・ひきこもり支援に関する実態調査報告書」（2009 年 12 月）のデータを使用

している。 

（２）三重県でも若年無業者に関する企業向けアンケートを実施している。詳細は、三重県総合企画局

政策推進室「若年無業者支援に関する実態調査報告書」（2006 年 3 月）、石阪督規「企業は若年無

業者をどう見ているか―三重県における「若年無業者支援に関する実態調査」の結果をふまえて」

『人文論叢』vol.25（2008年3月）を参照されたい。 

（３）三重県の若者雇用ネットワーク創出のための手法については、かつて県内の労使やシンクタンク

（三重県地域労使就職支援機構）などと三重県型地域雇用政策研究会を立ち上げ、議論を重ねてき

た経緯がある。詳細は、野口秀行・石阪督規・三重銀総研「時代の変化に対応する三重県型地域雇

用政策」（2007年1月）を参照されたい。 

（４）三重県の若年無業者の雇用をめぐる問題については、石阪督規「人材育成と能力開発について―

若者の意識とライフスタイルの変化への対応」『労務改善』No.58（2008年1月）を参照されたい。 
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