
１．研究の背景と目的

　本稿の目的は、イギリスにおける先進的な若者支
援策であるコネクションズ・サービス（Connexions 
Service　以下、コネクションズ）が国政レベルで政
策撤退した背景と、地方自治体におけるその後の若
者支援の取組みについて考察し、日本における若者
支援策への示唆を得ることにある。
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Abstract

　　Currently, Japanese society is in dire need of eff ective social support for young people who are 

facing difficulties. As one example of efforts undertaken to this effect, the British government 

implemented Connexions services from 2001. Despite the national and international attention this policy 

has received, the British government chose to discontinue it in 2010. Subsequently, the service in 

question has become the responsibility of the local government. This study will examine the 

background of the decision to shift the delivery of the guidance services from national to local 

administrations and the resultant development of the youth support services in Birmingham. This 

paper is based on the data collected in one of youth service centers in Birmingham in summer of 2015 

as well as from the relevant literature. The success of the policies implemented in the City of 

Birmingham suggests a promising  direction for specifi c support measures, which may be applicable 

also in the Japanese context.

１）塩崎　　正　東京未来大学モチベーション行動科学部

　今、日本には、不登校や中途退学、若年無業者、
ひきこもりなど青少年をめぐる深刻な教育課題があ
り、困難な状況に置かれた青少年への的確な具体的
支援が求められている。そうした具体的支援策を実
現する上で大きな課題となっているのが、潜在化し
がちな支援対象者の早期把握１と、学校教育終了後
の社会教育への有機的な支援の接続であると指摘さ
れている２。困難を抱える若者への支援で大きな課
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題となっているこうした問題の克服に向け、先進的
な取組みを展開した支援策が、イギリスが2001年４
月から本格実施したコネクションズであった。しか
し、国際的に注目されたこの施策は、2010年に政策
撤退することとなった。
　本稿では、筆者が2015年夏の現地調査で入手し
た文献資料と若者支援現場での関係者からの聴き取
り内容を踏まえ、コネクションズの政策撤退の背景
とその後の動向を考察することとした。
　コネクションズについての先行研究は、本稿末尾
の参考文献に示すように、これまでに内閣府や研究
者によって多くの現地調査報告や考察があるが、そ
の多くはコネクションズの発足時を中心にその実施
期の状況を踏まえてまとめられたものである。本稿
は、国政レベルでコネクションズが政策撤退した後
の地方自治体の取組み状況を把握するため、担当者
に聴き取り調査を行ない、それを踏まえ、コネクショ
ンズの課題の分析やその後の地方自治体における取
組みの把握と考察を行なった。
　日本では2010年に「子ども・若者育成支援推進法」
が施行され、各地方自治体でその具体策の充実が模
索されている。そうしたなかで、先進的な若者支援
策であったコネクションズの政策撤退の背景分析
や、その後の地方自治体での取組みを本稿で考察す
ることが、困難を抱える若者に対し実効ある支援策
を構築する一助となれば幸いである。
　これから論考をすすめるに当たって、本稿での
「NEET」の定義について言及しておきたい。本稿
はイギリスでの現地調査で入手した資料をもとに、
イギリスにおける困難を抱える若者に対する支援策
について考察したものである。従って、本稿での
「NEET」の定義は、イギリスにおける定義である「教
育、雇用、職業訓練のいずれにも参加していない、
義務教育修了後の16～18歳までの者」とする立場３

を採っている。日本における「ニート」は若年無業
者と同意語として扱われており、厚生労働省は、「15
～ 34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしてい
ない者」と定義している４。このように、イギリスの

「NEET」と日本における「ニート」の定義の相違は
あるが、日本において社会参加を果たせないでいる
若者の早期把握が支援を行なう上で大きな課題と
なっていることを踏まえると、本稿でイギリスにお
ける「NEET」の把握状況等の考察を行なうことは、
日本における若者支援の課題を克服する上で、重要
なことであると考える。
　なお、本稿でのイギリスとは、イングランドとウェー
ルズを指している。

２ ．コネクションズ・サービス事業の導入と
撤退

（１）コネクションズ・サービス導入の背景
　イギリスでは1970年代より製造業の雇用が減退
し、若年失業者が増加したが、1990年代には、ヨー
ロッパ各国でも若年失業者の増加が顕現化した。そ
うした状況を受け、ヨーロッパ連合（以下、EU）は、
1997年にヨーロッパ雇用サミットを開催し、EU各国
における若年失業者の増加問題が議題として取り上
げられた。そのなかで、EUの経済の安定的発展の
ために、各国が若年失業者に対する対策を講じる必
要性が指摘され、失業したすべての若者に対し、６ヶ
月以内に職業訓練プログラムに参加させることや就
労支援サービスを実施するという指針が採択され５、
各国は若年失業者支援の具体的施策を検討すること
となった。
　こうした国外での動きに加え、イギリス国内にお
いて16～ 18歳のNEETは1998年には約161,000人
（同年齢層の約９％）に増加し６、深刻な社会問題と
なっていた。国内外のこうした情勢を受け、ブレア
政権によって2001年に本格導入されたのが、13～
19歳までのすべての若者を対象とし、その自立に向
けた包括的支援を行なうコネクションズ事業であっ
た。
（２）コネクションズ・サービスの理念と体制
　イギリスでは、増加する若年失業者やNEETが社
会から孤立しがちな存在となることが懸念された。
そうしたことを受け、ブレア首相は社会的排除対策
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室（Social Exclusion Unit）を立ち上げ、省庁を横
断的に束ねて社会的排除問題に取り組むこととし
た。そして、その具体的方策として、若者支援に取
り組むボランティア団体やNPOなどの支援機関の
ネットワーク化を図り、就業だけではなく生活上の
様々な面についても支援を行なうことを目指し、コ
ネクションズを立ち上げたのである。
　コネクションズが実効ある支援策となるために、
その活動場所は、学校外や地域だけではなく、学校
内も含まれた。学校内では、キャリア・ガイダンス
に関する情報提供などを行ない、学校外や地域社会
では、ユースサービスや地域の関係団体などと連携
し、支援活動を行なった。また、学校在学時からの
支援体制が学校教育終了後の社会教育に有機的に
引き継がれるよう体制づくりが行なわれた。
（３ ）コネクションズ・サービスにおける若者支援の
工夫

①コネクションズ・サービスの取組みの工夫
　前述したように、コネクションズは、地域で活動
するさまざまな若者支援団体の連携を積極的に図る
こと、学校在学時から学校教育終了後までの継続的
支援を実現することに努めた。
　こうした支援体制を実現するために、コネクショ
ンズは受益者取扱事項情報システム（Client 
Caseload Information System７以下、CCIS）と呼
ばれる、個々の若者に関する個人情報の追跡データ
ベースを各地域に構築して、若者の特性や進路に関
する長期的な情報収集に努め、支援活動に活かすこ
ととした。そして、このCCISの情報をもとに、個々
の具体的支援に当たるパーソナル・アドバイザー（以
下、PA）が、学習や進路、ドラッグやアルコール、
若年妊娠など、若者たちが抱えるさまざまな問題に
関し、幅広い相談や情報提供などの総合的で継続的
な支援に取り組んだ。
　喫緊の課題である若者支援への先進的な取組み
であることから、このコネクションズ事業には、巨
額の国費が計上されており、例えば2002～ 03年度
には、約4億5千万ポンド（当時の換算で約900億円）

が投入された８。これらの予算は、この事業を推進
する各地域のコネクションズ・パートナーシップ（以
下、パートナーシップ）が立案する活動計画に基づ
いて配分された。
②CCISによる支援対象者の早期把握
　CCISは、それぞれのパートナーシップの管轄地
域における13～ 19歳の、すべての若者に関する個
人情報の追跡システムで、ここに蓄積されている
データベースは、若者が義務教育に在学している時
から作成されることになる。データベースの起点と
なるのは、若者が13歳（８年生）の時の基本的なデー
タであった。その主な内容は、①若者・保護者の基
本情報、就学就労現況情報、②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、
③学歴、教育・訓練の到達度、トレーニング・就労
に関する情報、④若者を支援するPAの情報や介入
履歴、求人情報、⑤今後の計画やモニタリングに関
する情報など、であった９。
　こうした個人情報が、在学する学校からパート
ナーシップに提供され、支援サービスが開始される
こととなる。パートナーシップは、CCISの情報に基
づき、義務教育を修了した若者の進路を確認し続け、
報告することが求められていた。進学者には１年に
１度、NEETに対しては３ヵ月に１度接触し、支援
することが定められていた。
　こうして、支援対象者の状況を十分把握すること
で、コネクションズ事業に参画する各支援団体が有
機的に連携し、実効ある支援が取り組まれることが
可能となった。CCISの果たす役割は大変重要であっ
たと言える。
③支援に当たるパーソナル・アドバイザーの職務
　PAの職務は、学校や保護者と協力し合い、それ
ぞれの若者のニーズに応じた支援を行なうことで
あった。PAはその専門性を踏まえ、役割分担し、キャ
リア担当のPAや教育担当のPAは、学校を主な活
動の場としており、こうしたPAの大多数は学校に
配置されていた。学校に配置されないPAはコネク
ションズセンターに配置され、ワンストップショップ10
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やユースセンターなどで活動を行なった。
　PAのそれまでの活動経歴は、キャリアカウンセ
ラーや教員、ユースワーカー、ソーシャルワーカー
など多様であった。この事業では、PAとして採用
されるにあたっては、大学入学の学力またはこれと
同等の専門資格（キャリアガイダンス・ユースワーク・
ソーシャルワークなど）を持っていなくてはならない
とされていた。しかし実際には、地域性もあり、こ
のレベルの資格を持ったPAを採用することが難し
いパートナーシップも存在していた11。
（４）コネクションズ・サービスの撤退背景

　世界でも先進的な若者支援策として、大きな期待
を受けて導入されたコネクションズは、その後の政
府の政策転換によって、国政レベルの取組みとして
は2010年に撤退することとなった。非営利法人組織
infed.orgの論文the connexions service in england
では、コネクションズの失敗の原因として次の７点
を挙げている12。
　その内容は、①（国レベルの）政策が頓挫したこと、
②コネクションズが支援する若者たちにとって、（コ
ネクションズからの支援内容として）もっと一般的
であったり、逆にもっと個々の要望に特化したキャ
リア・ガイダンスを期待する、多様な願望があった
こと、③コネクションズが行なう支援内容が（あま
りに）普遍的なものであり、設立時の基本的な問題
として、もっとターゲットを絞ったサービスとして計
画し取り組まれる必要があったこと、④NEETとさ
れる若者の数は減少したが、それがコネクションズ
の成果であるかどうか疑わしいと見なされたこと、
⑤コネクションズの活動を担っている雇用者に対す
るコストが高かったこと、⑥第一線で支援活動をす
る職員の力量に問題があったこと、⑦いくつかの部
門でコネクションズのやり方が不人気だったこと、
である。
　上記②について、同書では、具体的事例として、
2004年 の 緑 書 に 掲 載され たPublic Accounts 
Committee Reportで、コネクションズの取組みにつ
いて学校の半数が若者の期待する支援を満たしてい

ないと感じている、と記していることを挙げている。
また、④について、同書によると、2005年にNEET
の占める割合は、同年齢帯比較で９％から7.7％に縮
減したが、その縮減がコネクションズの成果であっ
たかどうか判断が難しいとされている。⑤について
は、2004～ 05年度に５億3300万ポンド（当時の換
算で約1,066億円）の巨費が費やされたことが記さ
れている。また、⑦については、同書では、その具
体的理由として、支援対象として「個人」に焦点を
当てすぎたため、公的な教育とは位置づけられな
かったことを挙げている。
　コネクションズの政策失敗の背景について検証す
るために、筆者は、今回の訪英調査で、当時支援現
場でこの事業に取り組んだ経験を持つバーミンガム
市のキャリア・サービスセンター長（Team 
Manager）のフリート氏に聴き取り調査を行なった13。
　フリート氏は、コネクションズの運営に当たって
特に困難だった点として、「コネクションズは、キャ
リア・サービス、エデュケーション・サービス、ユー
ス・サービス、教育心理学など多様な専門分野を背
景とする人々による集団的支援であり、一方、すべ
ての若者を支援対象としたことから、支援のあり方
についても多様性が求められた。そのため、どのよ
うな支援をどのように行なうべきかについてPA間の
調整がとりにくかった。働きかける側の専門性の違
いで摩擦が生じてしまい、自身の専門性や技術を活
かせると期待していた人が、現実の業務に不満を抱
き職場を去っていった」と語り、コネクションズの
政策撤退の主要因として、若者の支援に携わるPA
の業務内容や組織体制のあり方を挙げている。
　では、PAの採用要件はどのようであったのだろう
か。このことについて、「PAは国家資格ではなく、
生徒に関わる仕事をしていたか、ボランティアなど
の経験があれば学歴は問われなかった。レベル４、
これはハイスクールを卒業し、大学に入学できる学
力だが、このレベルの学力があればPAの仕事はで
きる。それが、この仕事の要求レベル（requirement）
であった」と語り、コネクションズの導入に当たって、
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比較的緩やかな基準でPAの採用がおこなわれたこ
とがうかがえる。
　PAの資質に関し、「PAの支援活動から（支援対
象者は）直接的なメリットを得ることができなかっ
た。（NEETなど特に困難を抱える）10％の若者た
ちに対する支援をしなくてはならなかったが、PAの
スキルレベルにかなりの差があり、本当に働きかけ
をしなくてはいけない若者たちに働きかけができな
かったことが、このシステムがうまく行かなかった
本当の理由ではないかと思う」と語り、コネクショ
ンズの実効ある運用に当たって、PAの資質確保の
面で大きな課題が生じていたことがうかがえる。
　力量や専門性の面で多様なPAが採用されるなか
で、専門性を高めるための研修体制はどのようであっ
たのだろうか。このことについて、「PAに対する現
実のトレーニングはそれほど内容の良いものではな
かった。研修のため、各職場からPAが集められ、
席に並んでテキストを読み、レポートを書いて終わ
りであった。本当はもっと実践的なトレーニングや、
どういう風に支援しているかといった具体的チェッ
クアップが必要だが、それが欠如していた」と語り、
研修のあり方も大きな課題を抱え、コネクションズ
が円滑に推進されるためのPAの資質向上が十分果
たされていなかったことが指摘された。
　コネクションズへの期待に対し、その成果はどの
ようなものであったのだろうか。そのことについて、
「コネクションズの成果について、政府の目標は、
NEETを（16～ 18歳の年齢層において）７％に減
らすことだった。実際、この政策によって６％を達
成したところもある。バーミンガム市では５％まで達
成した。しかし、それがコネクションズの成果だと
は断言できなかった。景気の改善など世相的な背景
も考えられ、コネクションズの成果だと言い切れな
い状況があった」と語っている。
　では、コネクションズが政策撤退した、その直接
のきっかけはどこにあったのだろうか。そのことに
ついて、「2010年に政権政党が変わり、大きな変化
はあったが、それがすべてではない。一つの大きな

背景として哲学の違いがあった。従来から（子ども
の将来について）学校がすべての権限を持つ必要は
ないという考え方があり、2010年頃を境に、学校が
子どもの将来について口を出すべきではないという
考えが強く出されるようになってきた。それまでは、
すべての学校はコネクションズ機能を持たなくては
ならないとされていたが、2010年からは、このサー
ビス機能を持たなくても良いという考え方が高まり、
コネクションズは2010年を以って終了した。現在は
単なるキャリア・サービスとなっている。いくつかの
地域では、コネクションズという名称を現在も使っ
ているが、そのサービスの内容は当時とは大きく異
なったものが提供されている」と語っている。自己
決定権や行政機能のあり方をめぐり、新自由主義的
気運の高まりが見られ、そうしたことが、国政や地
方自治体においてコネクションズ事業が撤退した一
因であったことがうかがえる。
　では、コネクションズが2010年に国政レベルで政
策撤退した後、地方自治体において若者支援がどの
ように取り組まれ、どのような成果をあげているの
だろうか。本稿では、バーミンガム市を事例とし考
察することとした。なお、その考察に当たっては、
日本における若者支援策への示唆を得ることを目的
に、特に次の２点を主な観点とすることとした。そ
の２つの観点とは、支援対象者の早期把握と、社会
教育資源の充実についてである。この２点は、日本
において困難を抱える若者への実効ある支援を実現
するうえで、現在大きな課題とされているものであ
る。

３ ．コネクションズ・サービス撤退後のバー
ミンガム市の取組み

（１）バーミンガム市における若者支援の取組み
　バーミンガム市が2014年３月に策定した市教育
開発計画（BIRMINGHAM EDUCATION 
DEVELOPMENT PLAN）によると、同市の教育
は、子どもたちが将来必要となるスキル基盤の充実
に努め、子どもたちの持続可能な成長をサポートす
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ることに重点が置かれている。こうした取組みは、
バーミンガム市の街づくりに欠かせない人材の育成
という観点からも重要な課題であるとしている。そ
うした視点から、同市にとって教育の充実は、学校
教育に限定されるものではなく、学校終了後の若者
の支援にも及ぶものとなる。
　この教育開発計画では、これから取り組むべき目
標として３点示している14が、その一つに、学校教
育を超えて若者の社会参加について取り組み、雇用
に結びつくように努めること、を挙げている。
　具体的には、若者の厳しい雇用環境を克服するた
めに、すべての若者のための教育訓練機会の提供や、
就業に至るための適切な学習経路の指導の充実を目
指し、企業と学校との連携により、若者が必要とす
るスキルを習得できるような環境づくりである。
　また、バーミンガム市が2015年２月に作成した報
告書Evidence to Support the Strategic Commis-
sioning Statement for Full Participation of Young 
Peopleでは、若者の社会参加を推進する上で大きな
課題となっている、NEETやNEETとなる可能性の
ある若者への支援を実効あるものとするために、市
内を40に地域区分し、各地区の若者の詳細な分析
を行なっている。そのなかで、貧困家庭の問題や移
民問題、若年妊娠、発達障がいなどについて、地区
ごとの状況が明らかにされ、若者をめぐるそれらの
問題への対応がバーミンガム市として大変深刻な喫
緊の課題であることが示されている。
　そうした状況を受け、バーミンガム市の街づくり
のためには、すべての若者の就業が実現し、社会参
加が果たされるよう、キャリア・サービス事業に大
きな期待が寄せられていることがわかる。
（２）支援対象者の早期把握の工夫
　2010年にコネクションズ事業の政策撤退が行なわ
れた後、バーミンガム市ではこの事業をどのように
引き継ぎ、現在どのように取り組んでいるか聴き取
り調査を行なったが、本項では、その内、日本の若
者支援において大きな課題となっている、支援対象
者の早期把握に焦点を当て、考察することとする。

　コネクションズで構築されたCCISのその後の
運用について、聴き取り調査から次の点が明らか
となった。
　①コネクションズの時に構築された情報把握シス
テムCCISは、各地方自治体での名称はさまざまで
あるが、現在も運用されている。②CCISは中央政
府の指示によって国全体で行なわれているが、その
維持管理は各地方自治体のキャリア・サービス担当
部署が行なっている。③CCISで提供される情報内
容は、コネクションズの時に比べ限定されたものと
なっている。現在、CCISによって提供される情報は、
基本的には、名前、生年月日、住所、連絡方法、家
庭の状況、である。④すべての若者を対象に、その
動向を把握するため13歳の在学時から追跡調査が
行なわれ、19歳までの悉皆把握が国から制度的に義
務付けられている。⑤市外から通学している若者に
ついては、支援対象者への支援が確実に行なわれる
よう、把握した情報は在学地と在住地のそれぞれに
提供され、支援する側で漏れなく把握されるシステ
ムがとられている。⑥19歳以降の大学中途退学など、
その後困難な状況に陥った若者についての新たな悉
皆調査は行なわれていない。⑦19歳以降は、NEET
だけを対象とするアダルト・システムと呼ばれる別
の情報システムで情報の管理が行なわれている。
　では、バーミンガム市において困難を抱える若者
の把握状況はどのようであろうか。具体的な数値を
見てみることとする。
　表１は市域を４つに分け、各地域において学齢
Year12（16 ～ 17歳の年齢）からYear14（18 ～ 19
歳の年齢）までのNEET状態の若者の人数とその
学齢人口に占める割合を示したものである。なお、
NEETをさらに分類し、UnadjustedとAdjustedの
２つの数値で示したが、AdjustedはUnadjustedの
人数にNEETと判定される境界線上の人数を加えた
数値である。また、所在不明（Not Knowns）で
NEETであるかどうか判定できていない若者たちも
存在し、各学齢のNEETの割合は所在不明の者を
除いて算出した。
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　表１から、バーミンガム市において、広義の
NEETとされる若者は、市内のYear12～Year14の
学齢帯の7.53%にあたる2,649人居ることがわかる。
また、学齢が進むにつれてNEET状態の若者の比
率は高まり、Year14におけるNEET状態の若者は、
４地域合計で1,228人にのぼり、同学齢帯の10.77％
に当たる若者がその状態に在ることも算出できる。
　その一方で、このように整備された情報把握シス
テムにもかかわらず、Year12～Year14の学齢帯で、
Not Knownsとされる、所在不明で動静が把握でき
ない若者が市内に9.60％（3,738人）存在している。
　この資料からもわかるように、イギリスにおいて
は、19歳までの悉皆調査によって、その時々の若者
たちの状況が的確に把握され、その情報がCCISに
入力されて、若者支援団体がその情報を共有するな
かで、実効ある支援を可能とする体制が整えられて
いると言える。
　では、こうした支援対象者の早期把握に基づく支
援の成果はどうであろうか。

　バーミンガム市においては、NEETとして把握さ
れた若者に対し、若者の状況に対応しながら、まず
約３ヵ月さまざまな支援の働きかけが行なわれる。
そうした働きかけの後、若者が引き続いて支援組織
に積極的な関わりを求めて来るようであれば、社会
参加に向けた望ましい兆しと言える。この最初の約
３ヵ月の支援の後、引き続いて支援組織との間につ
ながりが維持され、総合的・体系的な支援を受ける
ようになる若者は、支援対象者のおよそ７～８割で
ある。
　支援対象者の早期把握は、日本でも、高知県にお
いて先進的に取り組まれている。高知県では、中学
校卒業時や高等学校中退時の進路未定者について、
県の個人情報保護条例を改正し、その該当者の情報
把握を制度化し、支援対象者への就学・就労に向け
た支援の働きかけを実効あるものにしようと模索し
ている15。しかし、情報を制度的に把握できるのが
県立学校（県立の中学校、高等学校）に限定され、
また支援対象者本人の同意を得て具体的支援の働き

表１　バーミンガム市の地域別・学齢別NEET数（2015年８月19日現在）
NEET

Not Knowns Cohort
totalsUnadjusted Adjusted

East Team
Year12 196 5.53% 200 5.64% 103 2.82% 3,647 
Year13 212 6.18% 251 7.31% 589 14.64% 4,022 
Year14 346 10.70% 395 12.22% 721 18.23% 3,954 

Team totals 754 7.38% 846 8.29% 1,413 12.16% 11,623 
North Team

Year12 148 5.78% 151 5.90% 87 3.29% 2,647 
Year13 172 6.78% 184 7.25% 218 7.91% 2,756 
Year14 239 9.38% 253 9.93% 226 8.15% 2,773 

Team totals 559 7.31% 588 7.69% 531 6.49% 8,176 
South Team

Year12 193 4.88% 201 5.08% 132 3.23% 4,086 
Year13 220 5.21% 246 5.83% 405 8.75% 4,626 
Year14 353 9.00% 392 10.00% 605 13.37% 4,526 

Team totals 766 6.33% 839 6.94% 1,142 8.63% 13,238 
West Team

Year12 97 5.46% 98 5.51% 44 2.42% 1,821 
Year13 77 4.37% 90 5.11% 211 10.69% 1,973 
Year14 163 9.58% 188 11.05% 397 18.92% 2,098 

Team totals 337 6.43% 376 7.18% 652 11.07% 5,892 
Cohort fi gures 2,416 6.87% 2,649 7.53% 3,738 9.60% 38,929 
〈出典〉バーミンガム市キャリア・サービスセンターの資料をもとに筆者が作成
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かけが可能となることなどから、具体的支援が実現
しているのは、情報が把握され支援の対象者とされ
ている者のうちの３割に止まっている。日本におけ
る、そうした実態を踏まえると、支援対象者の７～
８割に社会参加に向けた総合的・体系的な支援の手
立てが届けられているバーミンガム市の実績は、大
変優れたものであると言える。そうした成果を可能
にしているのが、CCISとそれを活用した支援体制
である。
（３）若者支援に向けた社会教育資源充実の工夫
　今回の訪英調査で、筆者は、市内12か所に設置
され、困難を抱える若者に対するアウトリーチや居
場所づくりを担当している、「ファクトリー」あるい
は「ユースセンター」と呼ばれている施設の一つを
視察し、その施設職員に聴き取り調査を行なった。
　筆者が視察した施設は、バーミンガム市の郊外に
広がる工場施設や大型ショッピングモールで構成さ
れている地域の一角に在る。築10年ほどの独立した
３階建ての大きな建物で、外装は色鮮やかな多彩色
で塗られ、建物の構造も大変現代的な、開放的な施
設である。この建物は国の支援で作られたもので、
地元では「ファクトリー」と呼ばれ、建物の外壁の
表 示 は「THE FACTORY YOUNG PEOPLE`S 
CENTRE」となっている。常勤職員は５名（Team 
Manager １名、Personal Adviser ３名、 Youth 
Worker １名）。そのほか、非常勤やボランティアと
して関わっている人たちも居る。
　この施設には、会議室や視聴覚室、情報処理室、
機械・工具類が配置され工場を思わせる作業場、調
理室、バスケットボール場1面が確保できる程の運
動スペース、ダンススタジオ、演奏のほかCDのレ
コーディングも可能な音楽スタジオなどの施設・設
備が用意されている。
　訪問した日には、情報処理室で10数名ほどの10
代半ばの若者たちがパソコンを使い、学習や作業、
ゲームなどに取り組んでいた。また、作業場では部
屋の片隅にさまざまなデザインで「FACTORY」と
染め抜かれたTシャツが何枚も並べられ、10代後半

の男女数名の若者たちが、ちょうどその作業を終え
るところであった。調理室では、明日のハワイアン
バーベキュー開催に向け、若者たちがその準備に取
り掛かっていた。運動スペースでは数名の若者たち
が球技を楽しんでいた。
　この施設の職員に聴き取り調査を行ない、施設活
用の配慮として次の点が明らかとなった。
　①このような活動の場は、若者たちの就労に向け
た訓練の場であり、また、さまざまな活動に参加す
ることで自分自身を知る機会が得られる場である。
そして若者が他者と関わることのできる貴重な「居
場所」ともなっている。そうした点で、困難を抱え
る若者の支援において、こうした施設のように、社
会教育の果たしている役割は大きい16。②施設の利
用はどの若者にも開かれたものとなっており、困難
を抱える若者だけではなく、それ以外の若者たちも
積極的に施設を活用している。そうした利用状況の
なかで、困難を抱える若者たちをそれ以外の若者た
ちが支援する場面も生まれている。③国からの財政
支援や、専門性を十分有する職員の配置、施設の職
員の強い使命感や意欲、指導力が背景として在り、
そうしたなかで、この社会教育施設が、困難を抱え
る若者への支援で成果をあげることが可能となって
いる。
　施設職員への聴き取りによって明らかになった上
記のことから、①に示されているように、若者の社
会参加に向け、社会教育の場が多様な機能を発揮し、
重要な役割を果していること、②に示されているよ
うに、支援対象者以外の者たちのこうした施設の利
用を進めることで、支援対象者とそれ以外の者たち
との垣根が取り払われ、交流が生まれ、そうした一
般の社会に類似した「自然な集団」のなかで、支援
対象者が「地域の生活者」として社会参加に向けた
訓練が実現されていること、また、③に示されてい
るように、こうした社会教育資源の充実のためには
公的な資金援助と優れた資質を有する職員の確保が
重要であること、が指摘できる。
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４ ．日本における若者支援策の充実への示唆

　現在、日本において、困難を抱える若者への支援
で、次の２点が大きな課題であると指摘されている。
　１つは、支援対象者の早期把握であり、もう１つは、
支援対象者への社会教育からの充実した支援であ
る。この２つの課題は、特に、学校教育終了後の移
行期において、すみやかにそれが実施できるかどう
かが問われており、その実現の可否によって、支援
対象者のその後の状況の推移にも大きな影響を与え
ることになる。
　イギリスでは、ブレア政権によって困難を抱える
若者への支援の充実が図られ、2001年からその具
体的な施策としてコネクションズがスタートしたが、
この取組みは、支援対象者の早期把握や支援対象
者への社会教育からの充実した支援の実現をめざす
ものであった。
　しかし、コネクションズの取組みは10年を待たず、
挫折することになった。その主な背景として、前述
したように7点指摘されているが、当時コネクション
ズ事業に関わっていた関係者の証言から、その最も
大きな要因として、PAの力量の問題が挙げられて
いる。イギリスにおいて巨費を投入しながらも、十
分な人的確保ができなかったことは、今後日本が若
者支援の充実を目指すうえで、都市部への人材偏在
の是正に加え、若者支援に当たる職員の養成や十分
な配置、そして職員の専門性を一層高めるための研
修のあり方などが大きな課題となることを示唆して
いる。
　イギリスでは、コネクションズが政策撤退した後
も、各地方自治体の判断の下で、類似の若者支援策
が模索され、実施されている。その取組みにおいて、
かつてコネクションズの事業のなかで構築された
CCISが、把握内容の削減はあるものの、すべての
若者について、19歳時点の情報を把握する有効な手
段として現在も機能し、支援対象者の把握と適切な
支援の実現に大きな成果をあげている。
　また、社会教育資源の充実についても、地方自治

体では国からの財政支援や専門性の高い職員の確
保・配置が積極的に行なわれており、また、地域の
社会教育施設は、ユースサービスの視点に立って、
困難を抱える若者が社会参加に向けた有意義な経験
を積む「場」となるよう、積極的にその運営が行な
われている。この点においても、社会教育資源の充
実が課題となっている日本に対し、重要な示唆を与
えていると言えるだろう。
　
５．今後の課題

　日本では今、困難を抱える若者への的確な支援策
が求められている。イギリスの支援策に関する考察か
ら得られた示唆を踏まえ、日本の若者支援策につい
て、今後の課題として次の３点を挙げることができる。
　まず、１点目は、支援対象者の的確な早期把握シ
ステムの構築である。確かに、個人情報の保護につ
いては、十分な配慮が必要であろう。しかし、一方で、
ひきこもり傾向にある若者など、社会から排除され
がちな多くの人々の存在が大きな社会問題となって
いる。そうしたことを踏まえ、すべての国民の社会
権的基本権の享有を最優先し、すべての支援対象
者を具体的な支援活動につなげるために、対象者に
ついての情報把握のシステム構築を行なうことが検
討されるべきであろう。
　２点目は、社会教育資源の偏在の是正である。支
援対象者への支援活動を企画・実施できる社会教
育資源が都市部に偏在し、また、企画された支援が
実効あるものとなるために、臨床心理士やソーシャ
ル・ワーカーなど、この分野について専門的な知識
や経験を有する人材の確保が重要であるが、その専
門家も都市部に偏在している。どの地域においても、
支援対象者が十分な支援を受けられるよう社会教育
資源を配置するためには、人材確保や財政基盤の確
立について公的支援が必要であり、国の社会教育行
政のあり方の検討が必要であろう。
　３点目は、上記で示した社会教育資源の偏在を克
服する方策に関する課題である。この偏在問題を解
決する１つの方策として、公民館などの既存の社会
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教育機関の機能を多様化・高度化することも考えら
れる。しかし、その実現のためには、職員の専門性
の向上をどう推進するかということが同時に大きな
課題となる。現在日本では、現行の社会教育施設の
機能に関する専門性の高い職員の確保や養成につい
て、大きな課題に直面している。そうした課題に加え、
新たにユースサービスという視点に立った職務が推
進されるためには、その職務についての専門性を高
めるための研修体系をどう構築するかが大きな課題
となる。人材の養成や採用・配置について、国政段
階での検討や高等教育機関におけるカリキュラムの
検討も必要であろう。
　困難を抱える若者への支援の充実に向け、多方面
に亘る根源的な議論が、今求められていると言える。
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p.141。
２ 　都内で若者支援に取り組むNPOの関係者への聴取
調査（2014年10月１日、NPO事務所で所員２名に対
して実施）より。
３ 　社会的排除対策室による報告書Social Exclusion 
Unit 1999 より。
４ 　厚生労働省職業能力開発局、『職業能力開発関係資
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教育当局に移管されたことに伴い、名称が「Client   
Caseload Information System」に変更された。略称は
そのままに用いられている。
８ 　Department for Education and Skills, Connexions 
Service Advice and guidance for all young people．
2004，p.4．
９ 　内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、『英国の青

少年育成施策の推進体制等に関する調査』、2009年、
p.124。
10 　若者たちが気軽に立ち寄り、相談をしたり時間を過
ごしたりできるように配慮された、市街地に設けられ
た「居場所」。PAが常駐し、若者たちの対応をする場
である。
11 　発足当初からPAの絶対数の不足が問題となってい
た。当初全国で15,000人が必要との見込みに対し確保
されたのは7,700人であったという数字が示されてい
る。内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、『英国の
青少年育成施策の推進体制等に関する調査』、2009年、
p.114。
12 　infed.org, the connexions service in england．
pp.10-13．
13 　聴き取り調査は2015年８月19日に、バーミンガム
市のキャリア・サービスセンターで行なった。キャリ
ア・サービスセンターは緑豊かな閑静な住宅街のなか
にあり、若者が相談に訪れやすいよう配慮されていた。
聴き取り調査の時間は10時からおよそ150分間であっ
た。
14 　Birmingham City Council，BIRMINGHAM 
EDUCATION DEVELOPMENT PLAN．2014、p.10．
15 　高知県では、2010年度に県の個人情報保護条例の例
外的取扱い規定が加えられ、県立中・高・特別支援学
校で、中学校卒業時或は高校中途退学時に進路未定で
ある生徒について、当該学校はその生徒の情報を記載
した「個人情報票」を県生涯学習課長に提出すること
となった。そして、提出された「個人情報票」をもと
に、サポートステーションへの登録について本人・保
護者の意思確認が行なわれ、登録者に対する支援が開
始される制度がスタートした。
　 　県立学校から「個人情報票」は100％提出されてい
るが、サポートステーションへの登録率は約３割（2010
～ 2014年度の平均値）である。
16 　日本においても、社会教育施設のこうした多様な機
能に注目し、若者の居場所の実現に努めている取組み
事例はある。しかし、日本においてこうした取組みは、
都市部に偏在しており、都市部においても限定された
ものとなっている。
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