特集―若年の自立支援
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本人や親御さんから﹁ありがとう﹂と
言われて︑それだけで十分でした︒そ
れ以上何もしなくてもよかったし︑今
でもそれでいいと思っている部分はあ
ります︒でも︑その半面︑もっとこう
いう活動を外側に広げて多くの人と協
同し︑より厳しい環境にある人や自分
たちの支援が届かない人へのサポート
ができないものかと考えるようになり
ました︒

放送大学教授

活動と支援の幅を広げたい

工藤 この三年︑それ以前からも私た
ちは︑若い人の就労支援をしてきまし
た︒行政や企業︑学校︑地域と連携し
て活動することで︑より大きな支援も
できるようになりました︒企業の方々
からも多くの支援を受けており︑昨年
一年だけでも︑四〇〜五〇社ぐらいか
ら話をいただきました︒
今回︑このフォーラムをやろうと思
いついたのは︑支援の広がりを考えた
からです︒今までは現場で支援をして︑

東京大学社会科学研究所教授

玄田有史
宮本みち子
工藤 啓
大津和夫
原 正紀

小杉 それでは︑パネルディスカッシ
ョンを始めます︒まず︑このフォーラ
ムを当機構とともに企画・主催した
﹁育
て上げ﹂ネットの工藤さんに口火を切
っていただこうと思います︒なぜ今︑
若者自立支援の﹁この三年を問う﹂フ
ォーラムを開く必要があったのか︒ご
自身の活動の紹介も兼ねて︑お話しく
ださい︒

＜出席者＞

３年間の評価と総括を
今後の糧に

また︑この三年でいろいろな事業が
出てきましたが︑一度総括して評価を
する必要性も感じていました︒例えば︑
事業を始めた当初は行政との協働にあ
たって︑煩雑な書類作成に頭を悩めた
り︑仕様書という枠で活動を決められ
ることにジレンマを感じることもあり
ました︒企業と一緒にやる時も︑先方
から﹁もう少しメディアに出て欲しい﹂
などの要望があって内部に不満が出た
ことも︒そんな活動をしていくなかで
﹁できることとできないこと﹂がある
と学んだし︑続けていくなかで少しず
つできることが増え︑喜びも増えてき
ました︒
また︑私たちは︑とにかく若い人の
ためにどうすべきかに焦点を当ててい
て︑﹁一年間に自分たちの団体に何人の
若者が来て︑そのうち何人が就労でき
た﹂などということは︑あまり重視し
ていませんでした︒しかし︑税金を使
わせていただくわけですから︑数量的
な評価も必要だということにも気づき
ました︒
このフォーラムで︑今までの総括な
り評価をし︑それを糧にして︑今後︑
自分たちに何ができて︑何をしていく
べきかを考えるきっかけにしたい︒そ
してそれは︑私一人だけでなく︑全体
で共有できるようにしたいのです︒
小杉 今︑自分の目の前にある支援に
ついては一生懸命やってきたし︑それ
なりに充実感がある︒ただ︑同時にこ
こまでの自分の中だけでいいのかとい
う疑問も抱えている︑ということです
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ね︒いわゆる﹁プラン・ドゥ・チェッ
ク・アクション﹂という流れをもっと
きちんと動かさなければならないので
はないか︒そして︑もう少し社会的に
自分の位置づけをはっきりさせて︑次
のステップに行くための糧にしようと
の思いが伝わってきました︒

組織の不安定さな
どの課題も
一方︑課題は︑就職困
難な方々への有効な対策
がまだ見えていないこと
と連携の難しさが挙げら
れます︒今の日本の仕組
みや縦割り行政の枠組み︑
企業の営利などのしがら
みがあって︑教育機関と
支援機関の連携や企業と
公共機関の連携など︑﹁こ
ことあそこが組んでこう
したことをすれば素晴らしい﹂と誰も
がわかっていても︑決してそうはなら
ないことを知りました︒
組織の不安定さも課題です︒事業に
はどうしてもある程度の時限がつきま
とう︒ところが︑そこで働く人は自分
の生活を守っていかなければならない
ので︑年度ごとの不安定な雇用契約で
は︑どうしても無理があるのです︒

民間的手法の活用も

工藤氏

さらに︑成果とは別にジョブカフェ
が残せた価値もあると感じています︒
例えば︑民間のノウハウを︑いろいろ
な意味で活用できました︒営業所のあ
る企業では︑営業統括部的な部署が本
社にあって︑情報共有やナレッジの交
換︑個別のコンサルティングアドバイ
スなどを必ず行っているでしょう︒全
体のサポートセンターを作ることで︑
そういったことを新たな活用の試みと
して取り入れることができたと自負し
ています︒

ただし︑留意すべき点もないわけで
はありません︒今は官製市場の民間開
放と言われますが︑私自身︑市場化テ
ストの専門委員をしていて︑すごく難
しい問題があると痛感しています︒民
に任せると︑雇用面で原則を逸脱する
ようなことをやる企業が出てくるなど
問題が起きる可能性があります︒しか
し︑民間にあるノウハウを導入するこ
とでより効率的・効果的なことができ
る側面もあるわけです︒そのバランス
をどう図っていくかが重要です︒
小杉 ビジネス化という視点について
は︑民間のノウハウをどう使うかとい
ったことが︑自立支援業界にとっても
大事なヒントになりそうです︒続いて
大津さんにお話を伺いたいと思います︒
自立支援に関して︑記者の立場から現
在のマスコミの関心がどういう状態に
あるのか︑あるいは︑これまでどうだ
ったのかをお話しいただけますか︒

就労問題から社会的排除に

大津 我々の関心がどこにあるかとい
うと︑今は︑ネットカフェ難民あるい
はワーキングプアという言葉に象徴さ
れる問題︑さらにそれを突き進めば︑
社会的排除という問題に移っていくと
みています︒
八〇年代後半から当世若者事情的に
フリーターと呼ばれる人が出てきて︑
その後︑ニートという深刻な若者たち
がいることが知られるようになり︑そ
こから今度はワーキングプアという問
題が出てきました︒いわゆるネットカ
フェやマクドナルド︑健康ランドを宿
としながら日々暮らしている若者です︒
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企業的な価値観との連携を
今回のメンバーには︑ジョブカフェ
の原さんにも加わっていただきました︒
自立塾やサポートステーションといっ
た自立支援の取り組みと︑ジョブカフ
ェのような支援は︑同じフィールドの
蓄積できたナレッジやノウハウ
中で棲み分けられつつも︑違う角度か
らの支援を行っている方の集まりです︒ 原 ジョブカフェの関係者という立場
と︑企業の立場からの二つの視点で話
両者は今でも︑各地域でそれぞれ連
をさせていただきます︒
携しているのでしょうが︑それをより
まず︑ジョブカフェはこの三年強︑
確実なものにしていくには︑全体とし
非常に責任のある事業を多くの方のパ
ての関係を互いに話し合うことが大切
ワーと多額の税金を投入し︑協力して
ですよね︒
工藤 ジョブカフェをやっているのは
やってきました︒そのなかで︑成果と
企業の方も多いですし︑自立支援の最
課題の両方が見えてきました︒成果は︑
地域においてジョブカフェが対象とし
後の受け皿は︑どうしても企業に吸収
していただく部分が大きい︒ジョブカ
ている︑主にフリーターや求職型の失
業者︑もしくはなかなか就職活動がう
フェとの連携もありますが︑企業的な
価値観とも連携していくために︑企業
まくいかない学生などに対して存在感
ご出身でジョブカフェにも精通してお
が出てきたことと︑これに伴う利用者
られる原さんに来ていただきたかった
の促進です︒これまで来訪者は延べ五
のです︒
〇〇万人に達するほどの勢いですし︑
小杉 わかりました︒では原さんに︑
その半数近くの就職を決めています︒
ジョブカフェの現状についての説明を
それから︑この三年で培った人的リ
お願いしましょう︒
ソースも大きな成果です︒予算は年度
単位で使われてなくなってしまいます
し︑組織もだんだん変わってしまうけ
れど︑人とその中に根づいたナレッジ
やノウハウはずっと残るものです︒
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小杉 工藤さん︑こうした社会全体の
変化について︑支援者の立場あるいは

確立しつつある支援者として
の生活

そこで取材をしていて痛感させられる
いって解決する問題ではない︒むしろ︑
のは︑彼らがさまざまなものから排除
就職できたことで自立支援が終わって
されていることです︒従来であれば︑
しまうと︑そこで置き去りにされて深
雇用に結びつければ一定程度の生活が
刻な問題に陥っていく可能性すらある
期待できた︒しかし現状は︑日雇い派
ように感じています︒
遣に代表されるような働き方や低賃金︑ 小杉 マスコミの関心というものは︑
社会そのものを一歩引っ張りながら反
あるいは細切れ雇用といった二カ月ご
映していると思うのですが︑今の社会
とに更新を繰り返している人たちがい
全体の関心は大津さんの指摘の方向に
る︒それを出口の問題と捉えて考えて
向かっていると受けとめてよいのでし
いくと︑雇用に結びつけたからといっ
ょうか︒
て︑それで支援が終わりにはならない
のです︒
今までは︑企業と家族がそうした若
現実的なコスト意識が背景に
者たちを支えてきました︒見方を変え
大津 はい︒例えば︑一〇年前のマス
れば︑貧困を隠してきたとも言えるの
コミは︑中高年のリストラばかりを報
でしょうが︑今は家族の生活も厳しく
道していました︒当時は若者の記事を
なっています︒翻って企業はどうかと
書くこと自体︑社内で﹁若者のために
いえば︑成果主義や国際競争力の名の
税金を使うのか﹂といった議論があっ
もとに︑低賃金・長時間労働︑場合に
よっては過労死寸前の働き方を正社員︑ たぐらいです︒それが今は︑﹁やはり若
者を育てていかなければ困るだろう﹂
非正社員を問わず強いている状況にな
となった︒これには﹁若者を支援せず
りつつあります︒
に放置したら︑一〇年︑二〇年あるい
は三〇年後に生活保護の問題になるの
働くだけでは解決できない
ではないか﹂との現実的なコスト計算
問題も
が働いています︒本来︑社会保障や経
済の支え手であるはずの若者が支えら
れる側に回ってしまうと︑結局はコス
トになるとの意識が︑財務省にも新聞
業界の中にも出てきた︒ならば︑早め
に若者へ支援の手を差し伸べようとい
う思惑があった感は否めないでしょう︒
小杉 社会的な関心は︑働かない若者
へのバッシングや働くことを勧める対
策から︑今はもっと深く貧困対策をし
なければ結局だめではないかという風
になってきていますね︒
大津 そうです︒取材をしていると︑
虐待の問題を抱えた若者は多いし︑精
神疾患の問題もあります︒親が離婚し
ていたり一人親であったりして︑それ
に親自身がアルコール依存症とかうつ
病であるというような問題も絡んでく
ると︑これは若者本人が働いたからと

自分の見えている若者の範囲からはど
のように感じられていますか︒
工藤 この三年で︑若年支援で身を立
てていこうと思っている同世代の人が
全国にたくさんいることがわかりまし
た︒そして︑支援者として︑どう生活
基盤をつくっていくかということを考
え始めています︒
若年支援の取り組みについては︑先
進国の事例に学ぶところが多いと思っ
ていたのですが︑その一方で︑韓国や
台湾︑中国から﹁日本って進んでいる
ね﹂と取材が来たり︑﹁日本は何をやっ
てるの？﹂と聞かれたりすることがと
ても増え︑自分たちの活動はそれほど
悪くないのではないかと思えるように
なりました︒欧米からの吸収はもちろ
ん続けますが︑例えば英語で自分たち
がやっているものを発信したりするこ
とで︑日本社会を飛び越えられるので
はないかと思い始めているといったと
ころです︒
小杉 支援者としても︑生活がある程
度確立してきた︒外に対しても︑﹁自分

はこれをやっている﹂と言えるように
なってきたという感じでしょうか︒
工 藤 そ う で す ね︒﹁ 僕 ら は 多 分 金 持
ちにはなれないけど︑いろんな人とつ
ながることによって︑仮にこの仕事や
この団体がなくなっても︑何とかなる
んじゃないか﹂と話しています︒今ま
で出会った人たちに﹁失業しました﹂
と言えば︑一人ぐらい拾ってくれる人
が出てくるだろうという根拠のない安
心感のようなものを持てる余裕が出て
きました︒

知恵とノウハウの蓄積が進展

小杉 今度は玄田先生に︑若者支援が
この間︑結構進んできたのか︒どんな
点で進んできたかについてお聞きした
いと思います︒
玄田 それは︑大分よくなってきたの
ではないでしょうか︒例えば︑履歴書
の空白に対して︑全然怖くないとは言
わないけれど︑少し抵抗感が薄れてき
たような感じがします︒いろいろな知
恵が出始めてきて︑それ
が徐々に共有され始めて
いるといった感覚はあり
ます︒
小 杉 そ れ は︑ 空 白 そ の
ものが世の中で問題視さ
れなくなったというより
も︑空白をどう埋めたら
いいかのノウハウが蓄積
されたということなので
しょうか︒
玄田 両方でしょう︒例
えば︑インターンシップ
も含めて職務経歴書に書

大津氏
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ません︒
さらにもう一つ︑あえてチャレンジ
ングなことを申し上げると︑ベルギー
では若者に対して法定雇用率を定めて
います︒障害者雇用と同じ発想で︑い
わゆる社会的リスクの高い若者を一定
数受け入れた場合には︑社会保険料の
免除などの措置を受けられる制度です︒
やや暴論かもしれませんが︑そういっ
た仕組みを設けていくのも一つの方法
だと思います︒

中間的な労働市場で就労困難
者を吸収

小杉 評価のお話から︑現在の課題に
どう対応すべきかといった話題に入っ
てきています︒大津さんのご意見にあ
った﹁社会起業化﹂の延長上では︑宮
本先生が地域雇用あるいは中間的雇
用・中間的労働市場の議論をなさって
います︒
宮本 若者を支援している多くの方が
指摘するのは︑﹁どんなに職業訓練をや
って︑いろいろな社会的な体験を積ん
でも︑そこから︑民間企業に雇用とい
う形で入っていくことが難しい人たち
をかなり抱えている状態にある﹂とい
うことです︒しかも︑民間企業の状況
は︑以前にも増して厳しいので︑たと
え就職できても続けていくことがなか
なか難しい︒結局︑辞めざるを得なく
てまた戻ってくる﹁回転ドア式現象﹂
が散見されます︒民間企業に採用を促
すことは当然ですが︑それ以外の働く
場もつくっていかない限り︑この問題
は解決できないだろうという見方を持
っています︒
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小杉 支援する側が食べていけるよう
にするには︑やはり企業が先のことを
考えて今の若者たちに投資することも
必要です︒企業の先々を見越した人材
戦略と工藤さんのような方の思いがつ
ながることを期待したいのですが︒
原 そこがすごく大事ですね︒若者問
題については︑支援者の存在とともに
受け入れ側の企業の存在がとても大き
い︒この問題に対する企業の理解をも
っと深めなければと思っています︒企

ブカフェも同じだろうと
業の中には︑どうしてもまだ他人事的
思います︒ただ︑ジョブ
な感が否めません︒その辺も今後の課
カフェの場合︑支援者の
題だと思います︒
確立という点においては
﹁受け皿﹂的雇用と企業人材
企業がかなりの部分を受
の交流を
け持って民間ビジネスと
大津 今︑﹁社会起業化﹂というカテゴ
して展開してきました︒
リーができつつあります︒これは︑企
その面での課題はありま
業でも福祉でもボランティアでもなく︑
すか︒
原 民間のノウハウをも
形態が株式会社かＮＰＯかは関係あり
っと活用していければと
ません︒一般企業では病気などで働く
いいと思う半面︑競争社
ことが難しいような人でも働く場所が
会で生きる企業の立場か
ある︑またそこで支援している人たち
らすれば︑ビジネスとし
もそれなりに生活していけるような︑
けばいいとか︑いろいろな知恵が出て
て一定の採算がないと続けることはで
そんな受け皿をつくっていこうという
きたこともあるだろうし︑実際の空白
きません︒もし︑一層の活用を求める
動きです︒そうした動きを後押しでき
に対して︑それをどう自分自身の言葉
のであれば︑現実問題としてそれをク
る方法はないかと思っています︒
で伝えるべきか︑といったスキルも共
リアするやり方を本当に考えなければ
それから︑発想の転換ができないか
有され始めた︒空白が埋まる方向の動
いけないでしょう︒あとは︑支援者を
ということも考えています︒どういっ
きもあるし︑仮にそれが埋まっていな
どう育てるか︒支援者側も安定した生
たことかと言うと︑こうした活動は︑
い場合にどうするかという考え方もで
活が担保されなければ︑継続的な支援
役所のパターンだと大体助成金という
てきています︒
ができないので︑その辺がもう少し実
形になって出てきますね︒でも︑それ
ただし︑空白のある人にどう対応す
情にマッチしてくるといいと思います︒ では単年度の事業になってしまいます
べきかについては︑まだ苦しい部分が
し︑政治や自治体の状況によっては︑
あります︒家庭に問題があるという指
来年度以降も継続するかは保証がない
企業の先を見越した
摘は︑いろいろな意味でわかりますが︑
ので不安が生じてしまう︒そこで︑企
人材戦略を
ではその家庭にどう踏み込んでいくの
業などが人を派遣することはできない
か？もっと言えば︑果たして踏み込む
ものかと考えました︒例えば︑さまざ
ことが許されるのか？考えるべきこと
まなマネジメントとか財務︑事業計画
は︑まだ山ほどあります︒
の立て方などといった部分にまで手が
回らないＮＰＯはかなり多いと思いま
す︒仮に︑そうしたＮＰＯに企業が支
効率化して参入できる部分の
援策の一環で人を出すような事業を展
追求を
開したり︑自治体職員のような地元に
ネットワークを持った方が支援団体に
入っていけば︑その団体にとっては︑
事業をうまく回していくためのビジネ
スモデルのノウハウが持てるかも知れ
小杉 若者支援について︑これまで得
てきたことは︑支援者が確立し︑支援
の方法も確立してノウハウが蓄積され
てきたことでしょうし︑その辺はジョ
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そのなかで各国が試みようとしてい
るのが︑
大津さんが言われたような
﹁社
会的起業﹂
とか
﹁社会的経済セクター﹂
のようなものです︒経済成長期のよう
に働きたいと思う人間が全員仕事に就
ける時代はもう戻ってこないのだから︑
一定の失業者やボーダーライン層を抱
えながらも︑何とか食べていけるよう
な仕組みを工夫してつくっていこうと
する考え方も必要なのです︒いろいろ
な国の事例をみても︑長期失業や障害
者など︑どこの国でも仕事に就きにく
い人のカテゴリーは大体同じで︑労働
市場がその人たちをなかなか吸収でき
すにいる︒景気がよくなると吸収度は
高まりますが︑悪くなれば一番先に追
い出されます︒だからこそ︑いわゆる
資本主義原理による事業だけでなく︑
中間的なものをつくることでハンディ
キャップを抱えている人たちを吸収し
ていこうというものです︒日本でもそ
うしたことを検討していく段階に来た
ように思います︒具体的には︑ＮＰＯ
がもう少し社会的企業として育ってビ
ジネス化していき︑そうしたＮＰＯに
国がお金を落とす仕組みができればと
思うのです︒

日雇い派遣でしか働けない人も
小杉 工藤さん︑そういうビジネスを
育てていくことについてはどう考えま
すか？
工藤 民間企業のように利益が出づら
いＮＰＯで︑就労が困難な人を受け入
れて雇用すると ――
︒理想としてはや
りたいと思いますが︑正直︑相当難し
いです︒かといって︑企業だけにお願

いするのも身勝手なのではないかと思
ってもいます︒自分のところで雇用で
きないからといって︑企業に任せてし
まっていいのかという思いはいつも持
っています︒
仕事に就くのが困難な人の支援で難
しいのは︑まずその人自身が困難を抱
えていることを受け入れられるかどう
かです︒加えて︑親が受け入れられる
かの問題も当然あるし︑雇用主がそれ
をどこまで容認できるかということも
あります︒
今︑派遣・請負企業がたくさんあっ
て︑いろいろ問題が指摘されています
よね︒でも︑そこでしか生きていけな
い 人 が い る の も 事 実 で す︒﹁ 日 雇 い 派
遣﹂とか﹁ワンコールワーカー﹂は確
かに劣悪な労働環境ですが︑逆に単純
労働しかできない人︑そこでしか働け
ない若者もたくさんいて︑何とかかろ
うじて日々暮らしている︒確かによく
ない働かせ方もあると思いますが︑誤
解を恐れずに言えば︑﹁日雇い派遣企業
はよくない﹂となくしてしまったら︑

そこでしか生きられない
人をどうしていけばいい
の か︒ 私 の 中 に︑ ま だ︑
答 え は あ り ま せ ん︒﹁ と
りあえずそこで生活費を
稼 ぐ ﹂ と か﹁ 親 御 さ ん の
お金がなければ自分の食
費だけでも稼ぐしかな
い ﹂ と い う 限 界 線 で︑ 常
にジレンマを抱えていま
す︒

玄田 特に九八年以降︑労働市場の関
連ビジネスに対する法律が大きく変わ
り︑過渡的な状況の中で多くのトラブ
ルも起こりました︒今後は︑そうした
問題への社会的なチェックが強化され
つつ︑非正規雇用で充実した生き方と
いうのがある程度軌道に乗っていくと
いうことを︑一つの大きな目標として
進むべきだと思います︒
ニート状態や無業のお子さんを抱え
る親御さんは︑状況が改善すると︑得
てして正規雇用を求めがちです︒でも
それは難しいということを多くの現場
は知っている︒最終的に不可能とは言
わないけれど︑いわゆるフリーターが
必要なステップになっていることもあ
る︒現実を見据えたとき︑フリーター
も一つのステップとして認めなければ
ならない︒
大事なことは︑不当な使用者が事実
上︑市場から淘汰されていく仕組みを

現実を見据えた就労支援が
必要に

玄田氏

つくることです︒日雇い雇用で働いて
いて怪我をしたとき︑﹁それは気の毒だ
ったな︒だけど︑怪我しても日雇いの
場合には︑労災は出ないことになって
るんだ﹂などと言う使用者がいないと
も限りません︒そんなとき︑
本人が﹁そ
れはおかしい﹂と疑えること︑そう感
じたときにどこに相談に行けばいいか
を知っていることが大切です︒総合労
働相談コーナーの認識など︑身の守り
方を教えることの重要性は︑派遣や請
負を排除していくこととは別の視点か
らの政策と周知徹底が求められます︒
市場は厳しい面もありますが︑一方
で有効活用していくことも考えていか
なければいけない︒だとすれば︑﹁あそ
こは派遣・請負の会社だから悪い﹂で
はなく﹁派遣・請負の会社で︑信頼も
できる﹂という状況を長期的に構築す
ることこそ大事ではないでしょうか︒

生活保護制度の柔軟化を

宮本 若い人の問題で何が課題かとい
うと︑ある一時期︑働けなくなって食
べられないという期間もあれば︑働い
ているけど賃金が低くてとても食べら
れないという時もあるかもしれません︒
今の日本の生活保護制度は︑資産調査
をして貯金が全部なくなった状態で初
めて受給できるという仕組みなので︑
現行制度では︑そういう人を救うこと
はできません︒
だから︑そこを少し柔軟にして︑若
い人がある一定期間︑働いても自立ま
では到達しない部分を補う形の制度に
する︒そして︑住む家がない場合には︑
住まいを提供する︒そうすれば︑住居
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と多少の生活費給付に自分の稼ぎを足
して生活していくことができますし︑
それがうまく回転すれば︑保護から抜
けることが可能になります︒
もちろん︑受給者全員がうまくいく
とはいえないでしょうが︑若い人への
経済的な支援については︑自立か生活
保護のどちらかではなく︑﹁半分自立・
半分補助﹂という形がとれるような︑
生活保護制度の柔軟化を図っていくこ
とが必要だと思っています︒

つくるという意味ですか︒
私の理解では︑制度的な問題もさる
ことながら︑一番難しく必要性の高い
問題は︑自立支援推進委員のようなサ
ポート人材が不足していること︑また
彼らが十分な報酬を得ていないために
制度がうまく機能していないという面
のほうが大きいと思います︒

若者に住まいの確保を
宮本 若者に関する自立支援について
は︑足りない分を生活保護などで補い
ますが︑その際︑基本的にワークフェ
アが原則なので自立できる努力はしな
ければなりません︒だから︑努力をす
るための経済的支援と非経済的支援の
両面でのサポートが必要です︒何らか
の形で社会が彼らの生活を支援しなが
ら︑食べていけるようにしていく方が︑
中年になったときに生活保護しか選択
肢がないような事態を免れることがで
きるのではないでしょうか︒
大津 確かに生活保護制度も変わって
きましたが︑現実には窓口で﹁若いか
ら﹂という理由だけで排除されていま
す︒実は精神疾患を罹患していても︑
そうした事情はなかなか聞いてもらえ
ない︒生活保護を受けることができる
若者は︑潜在的にもっといると思うの
ですが︑実際は﹁あなた︑働けるでし
ょう﹂とかなり厳しくはねつけられて
います︒
生活保護の現状をみると︑宮本先生
が言われるように︑せめて住まいだけ
でも確保できるような仕組みがあって
もいいと思います︒
玄田 でも︑サポートされること自体

が︑働いて自立したいという意欲を抑
制する方向に働くことはないでしょう
か︒
宮本 働いて自活することを前提とす
べきですが︑支援なくして目標を達成
することはできないし︑場合によって
は︑それが難しいかもしれないという
くらいの捉え方があってもいいのでは
ないかと思うのです︒
﹁丸抱えの生活保護﹂ではなく︑社
会に参加させて︑最終的に自立するこ
とをめざす︒そして︑その際の社会参
加のあり方は︑かなりの広がりがあっ
てもいい︒北欧のワークフェアは︑就
労を通しての参加だけでなく︑文化活
動やボランティア活動︑スポーツでの
参加も認められています︒とにかくあ
る一定期間は幅広い可能性を認め︑そ
のなかで経済的困難な部分に関して社
会が保障していく形を取ってもよいと
いうのが私の意見です︒
小杉 ここで︑若者支援と社会保障・
福祉との関わりについて︑少し話を整
理させてください︒北欧などのスタイ
ルは︑ワークフェアという形で公的な
資金を投入すると同時に︑その基本は
やはり人的なサポートにあって︑モラ
ルハザードに陥らないよう単に生活を
サポートするだけではなく︑個人に対
しての積極的な働きかけもペアでやっ
ていくということでした︒これは人的
にも財政的にもかなりの負担が要る仕
組みだと思いますし︑社会全体の話に
なりますので別の場所に譲り︑今度は
企業の支援との関わりについて議論し
たいと思います︒

若者支援への企業の関わり方は

工 藤 行 政 と の 連 携 も 大 事 で す が︑
我々は企業ともっと仕事をしたいと思
っています︒本来事業を支えるべき収
益事業の確保︑もっと言えば︑職員の
生活を守るうえでも︑企業に認められ
た形で︑仕事ができなければなりませ
ん︒その方法は模索中ですが︑意思決
定のスピード感や︑求められる成果が
出せるのであれば︑やり方は任せると
いったところは事業を進めるにあたっ
て非常に柔軟性を感じます︒もっと企
業と一緒になってやっていくためのコ
ツみたいのがあれば︑そちらを勉強さ
せていただきたいところです︒
小杉 税金でやる話ではなく︑実は企
業がもっとやってくれるところがあっ
て︑実際に話の早いところもあったと
いう工藤さんのご意見ですが︑まず︑
若者支援をすることが将来的に企業に
とってもプラスになるとか︑地域社会
を支えることが企業にとっては最終的
にはペイすることだといいような理論
があるのか︒あるとしたら︑どういう
範囲であれば︑企業は若者支援に単な
るメセナを超えて関わっていけるので
しょうか︒

利益追求だけではない企業の
メリット

原 企業はメリットがないと動かない
という原則があります︒ただし︑メリ
ットは利益追求だけでは決してなく︑
それを﹁思いの実現﹂とか﹁理念の追
求﹂と考える企業はたくさんあります︒
そのための手段として﹁利益の追求﹂
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働いて食べていけるための
サポートも
もう一つ︑工藤さんのところのよう
な支援団体が︑よりビジネス化しなが
ら︑民間企業ではうまくいかない若者
たちに対して︑働いて食べていけるた
めのサポートをしていくことが考えら
れます︒やはり社会的企業で重要なの
は︑﹁ミッション﹂を持っていることだ
と思うのです︒ここが単なる派遣業と
自立支援型ＮＰＯ等との違いであり︑
そのミッションの部分については︑ハ
ンディを抱えながらも働いて自立した
いという若者に対して︑とにかく何ら
かの形でサポートする︒そして︑ミッ
ションを持っている団体には︑理不尽
で不公正なことが起こらないような形
でケアをしながら支援をしていくイメ
ージです︒それでも稼ぐ範囲は限られ
ているかも知れませんから︑その不足
部分に関してはやはり公的責任が求め
られるでしょう︒
玄田 それは︑働いて自立したい若者
の不足部分を生活保護的なもので補て
んをする﹁プチ生活保護﹂的な制度を
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工藤 そうしたノウハウを持つ企業と
一緒に何かをやりたくて︑ちゃんと提
案書も持っている時には︑どこの部署
に行けばよいのですか︒
原 そこはすごく難しい︒我々もジョ
ブカフェでいろんなところと連携をと
るときは︑実は部署ではなくてキーマ
ンを探します︒例えば︑ジョブカフェ
が地域の中で学校やハローワークと連
携しようと考えるとき︑部署ではなく︑
そうした問題意識を持って外部と連携
してもいいと思っているキーマンを見
つけられると案外うまくいくものです︒
工藤 では︑そういう思いとか志を持
っている人は︑どうすれば見つけられ

連携してくれる企業を見つけ
るには

が必要なのであって︑私はそこに可能
性があると考えています︒
では︑どう企業のメリットにつなげ
ていくかということですが︑例えば︑
企業がニートなどの若者の採用や人材
育成のノウハウを身につけたら︑それ
に対する評価とか対価があってもいい
と思います︒そうすれば︑もっと民間
が活躍できる場が出てくると思います
が︑今はそこが決定的に欠落していま
す︒
また︑そうした貴重なノウハウをし
っかり整理し︑それを他の企業にも伝
えていく仕組みがあれば︑人が採れな
い中小企業でも︑若者を採用して自社
の成長につなげていく余地が大いにあ
るでしょう︒ニーズの掘り出しとそれ
をどう繋いでいくのかが今後の課題と
いえます︒

大津 普通の企業に︑問題を抱えた若
者を雇ってもらうのは非常に厳しいこ
とだと思いますし︑単に﹁志のある人︑
ここに集まれ﹂と呼びかけても本当に
集まるのか疑問です︒とはいえ︑そう
いう若者がどこにいるかもわからない
ので︑ある程度︑踊り場的なものを用
意できないかと思っています︒日雇い
派遣は︑ファーストステップとしては
あり得るのかも知れませんが︑その先
が働く人に見えてこないと︑その日そ
の日の生活で終わってしまいます︒次
のステップのための場づくりが必要で
す︒
小杉 それは︑公の部分にも一定の枠

次のステップへの踊り場づく
りを

ますか︒
玄田 これについては︑東京の場合と︑
地域で企業と連携するケースで︑かな
りニュアンスが違うような気がします︒
東京であれば︑積極的にＣＳＲを考え
ている企業の本社から声をかけてくれ
たりすることもありますが︑地方では
そうしたことがなかなかないでしょう︒
そのときに︑役所の商工関係で︑地元
の企業に詳しい方に︑こういう悩みを
率直に打ち明ければ︑案外︑相談に乗
ってくれるかもしれません︒
つまり︑工藤さんの問いに対する答
えは︑それこそ企業に直接飛び込んで
行ったり︑ハローワークに行くことも
あるでしょうし︑同じようなミッショ
ンを共有している公務員の方も以前に
比べて少しづつ増えているのでないか
と思います︒

組みがなければ︒民だけでは無理な話
ですね︒
大津 多分︑お金は国や自治体にもあ
まりない︒では人的資源はどうでしょ
うか︒例えば︑ネットワークとノウハ
ウを持っていて︑すごく影響力がある
ような人っていますよね︒そういう人
たちの人事交流が進めば︑もっとノウ
ハウも溜まっていくのではないでしょ
うか︒一方︑企業もＣＳＲの一環で︑
お金は出せないけど人は出せるとなれ
ば︑仮に土日だけでも︑人の交流で何
かできないかと思っています︒

マスコミに取り上げられるた
めには
工藤 例えば︑そういう人と一緒にや
りたいとか情報を発信する場合︑ブロ
グやホームページを使えば発信するこ
と自体は簡単ですが︑誰かが見に来て
くれなければ意味がないですし︑やは
りテレビや新聞に取り上げられた時の
反響の大きさとは比べものになりませ
ん︒そこで︑自分たちの思いや活動に
ついて発信してもらいたい時︑それを
報道してもらうにはどうしたらよいの
ですか︒
玄田 マスコミは︑若者の自立支援に
は食傷気味かもしれないので︑今さら
という感じも正直言ってあるでしょう︒
真正面から自立支援を打ち出すのでは
なく︑ちょっとした方向転換を考えて
はどうでしょうか︒
これはよく知られている例ですが︑
北海道の浦河に﹁べてるの家﹂という
社会福祉法人があって︑精神障害をか
かえた人たちが日高昆布の特産品を販

売して年商も一億円ぐらいあるそうで
す︒彼らはその一方で︑寝たきり高齢
者のために草刈りをしたり︑病院への
配送もしたり︑他の人がいやがること
もどんどんします︒ちょっとした発想
の転換で︑ビジネスになっている好事
例と言えるでしょう︒

なぜ︑そこを取り上げるかの
大義が必要

大津 自立支援団体の方でも教育団体
の方でも︑よく言われるのが﹁私たち
はこれだけいいことをやっています︒
こんなにすばらしいのにわかってくれ
ないんですか？﹂という主張です︒我々
報道側から見ると︑そういう団体は何
百とあるので﹁なぜここを取り上げる
のか﹂という大義が欲しい︒玄田先生
が指摘されたように︑発想の転換で仕
掛ける方法もあるでしょうし︑何かイ
ベント的要素が欲しいですね︒スポー
ツ大会でもいいですし︑アーティスト
を呼ぶなり︑少し見せ方を変えるだけ
で﹁あの団体はこういうこともやって
いるのか﹂と︑マスコミの興味を引く
と思います︒

アートなどの活動が若者を集
める絆に

小杉 若者支援を取り上げてほしけれ
ば︑むしろ他のイベントを絡めるのが
いい︒アートの話に関しては︑ヨーロ
ッパでも非常に大きな若者を集める絆
になっていますね︒
宮本 先ほど︑履歴書の空白を埋める
ノウハウが出てきたという話がありま
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した︒いろいろな国々の取り組みを見
ていると︑その空白を空白でなくする
やり方で若者の活動できる世界をつく
っています︒
例えば︑フィンランドには二〇〇カ
所ぐらいのワークショップがあります︒
学校と雇用の中間の世界を国の事業で
ワークショップという形でつくり︑職
業訓練や学び直しの場として実に多様
なメニューを揃えています︒要は︑何
をやっていいかわからないけれど何か
試行錯誤したいという若者たちに空間
を提供しているわけです︒
ここは若者に限らず︑さまざまなハ
ンディキャップを持っている人たちの
ための﹁すぐに雇用には就けないけれ
ど︑
空白にもならずに社会参加できる﹂
場所なのですが︑そこの活動のなかで
はアートや音楽︑スポーツが非常に重
要になっています︒たとえ仕事に就け
なくても︑アートなどには関心を持っ
ている人は非常に多いので︑そうした
活動参加も含めて社会参加として認め
つつ︑場合によっては職業訓練手当も

29

出すし︑柔軟に生活費の補てんもする︒
支援の前提に社会問題の解決が
そして︑その活動が職歴にもなるとい
った場をつくっています︒しかも︑こ
れらの活動が︑町作りや社会貢献と結
びついていることが多いのです︒

工藤 見せ方として︑音楽とかアート
もいいとは思いますが︑支援の前提に
実は社会的な問題の解決があるのです︒
私たちの活動について︑パンフレット
には﹁若い人を支援しています﹂と書
かれていますが︑その中身をもう少し
細かくみていくと︑実は何か解決して
いる社会問題を含んでいたりします︒
例えば︑農業をすることで若者の体
力がつくのは確かにそうかも知れませ
ん︒だけど︑そこにはだれも手伝って
くれない農家の悲鳴があったりするわ
けです︒自立支援の受け入れ先を探す
時に︑今は単純に﹁この子たちがかわ
いそうだからお願いします﹂というこ
とはあまりないです︒どういう形で依
頼するかと言うと︑﹁彼らは今︑こうい
う状況だけど︑僕らはその困難性を支
援しています︒あなた方が何らかの形
で若い人の力が必要でしたら一緒にや
りませんか﹂というものです︒そこに
お金が発生する場合とそうでない場合
があると思いますが︑いずれにしても︑
相手に一方的に依存したボランティア
のお願いというよりは︑一緒に何かを
解決したり共通の理解を生みだすもの
になっています︒

共有すべき実績のとりまとめ
と文書化を
玄田 このディスカッションでは︑諸
外国の好事例が紹介されました︒確か
に外国に学ぶべき例はまだたくさんあ
るし︑勉強もしなければいけないでし
ょう︒でも︑私は少なくともこの三年

間で﹁日本国内でもこんな良い例があ
るんだ﹂ということを知りましたし︑
それを少しでも伝えたい︒と同時に︑
これからは︑﹁自立支援って何をしてい
るんですか？﹂と知らない人に聞かれ
たとき︑どう答えるかを真剣に考えな
ければならない時期だと思っています︒
この三年間︑みんな必死に駆け抜け
てきましたので︑振り返る余裕はあま
りなかったかもしれませんが︑この間
何をしてきたかをきちんと記録に残し
ておくべきだと思います︒日ごろから
文章を書く機会のある人はそうしてい
るかもしれませんけど︑そうでない人
もたくさんいるはずです︒その記録が
いつどのように活用されるかはわかり
ませんが︑いつの日か自立支援に関す
る注目が︑再び集まる時期が来る時の
ために﹁自分たちが何をしてきて︑何
ができたのか﹂を︑残す準備をしてお
くべきです︒それが次に伝えること︑
そして生き残るためのヒントにもなっ
ていくだろうと思います︒

若者自身が自らのイメージを
変えた

工藤 少し話を戻して恐縮ですが︑自
立支援をしていてよかったと思うこと
の一つに︑ニートと呼ばれる若者自身
が︑イメージを変えていったことがあ
ります︒企業の担当者からは当初︑ニ
ートは
﹁やる気のない人間じゃないか﹂
とか﹁企業に入っても使えないんじゃ
ないか﹂などと言われました︒その中
で︑インターンシップにこぎ着いてア
ルバイトになり︑正社員になった人間
が出てくると︑﹁彼はニートだったっけ︒
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多様な経験ができる場の用意を
大津 支援は何も雇用の場だけではあ
りません︒生活の中には︑働く以外に︑
音楽︑スポーツ︑アートはもちろん︑
ゲームをしたりインターネットを見る
など︑さまざまな活動が含まれている
わけです︒であれば︑その中の活動に
対しても何らかの支援ができないもの
でしょうか︒お金を出す出さないは別
にして︑自立支援団体がネットワーク
を築いていってもいいと思います︒
私が今最も危惧しているのは︑先ほ
ど言った社会的排除の問題です︒どこ
にも誰ともつながりがない状態でいる
ことです︒そういう意味では︑宮本先
生がご提案された環境づくりは︑これ
からの課題として必要だと思います︒
原 受け皿議論は私も大
賛成ですが︑アートとか
音楽というものへの参加
が社会参加の一つかと言
われると︑やや反対とい
うか︑よく吟味した方が
いいと考えます︒若い人
は︑どうしても楽な方に
流れてしまいがちだから
です︒受け皿として考え
るならば︑私は社会福祉
とか社会活動などを効果
的に使うべきだろうと思
います︒
宮本氏
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小杉 では︑共有して何らかのものを
残すには︑
一体どうしたらよいのか︒今︑
自立支援事業では︑連絡会議のような
ものが始まっていますが︑まだまだと
いう気もします︒宮本先生は︑今のあ

工藤 いろんな支援者が出てくるなか
で︑実は共通言語があまりない現実が
あります︒例えば︑福祉の人とつなが
ろうと思っても︑対象に対して使って
いるカタカナ言葉や法律用語などが微
妙に違っていて︑わかったようでわか
っていないようになってしまう︒よく

じゃあニートでも大丈夫だね﹂という
ちこちで起こっている事実をきちんと
﹁横をつなぐ﹂と言われるのですが︑
ことになり︑さらに﹁もっと他にも彼
まとめて︑次の世代︑今後一〇年につ
福祉なら福祉︑医療なら医療の言葉を
みたいなタイプはいないの﹂と言われ
なげるためには何が必要だと思われま
ちゃんとわかっていないとつながれな
るように変わってきました︒
すか︒
いので︑横断的な共通言語を持てる人
宮本 若者支援は︑専門性の高い重要
もちろん︑全員がそうなるわけでは
が出てくるといいと思います︒
な仕事だと思います︒やはり︑成人年
ありませんが︑社会問題の解決に役に
齢の人たちに対する支援のノウハウを
立つようなことをしていれば︑﹁ちゃん
﹁支援のたらい回し﹂とは？
持った人たちのレベルと社会的な地位
とできるそこらへんの若者﹂として次
小杉 それに関連して︑フロアから事
を高めることを︑今の時点からやるべ
第に周囲に認められていくようになる︒
前 に﹁ 支 援 の た ら い 回 し と は 何 で す
きです︒体験の中から蓄積した若者支
我々は単に彼らと社会をつないでいる
か？﹂という質問をいただいています︒
援サービスの内容をある標準に高める
だけです︒自分を変え社会を変えてい
今のことに絡めてお答えいただけます
必要があり︑それを専門職として受け
くのは結局︑本人たちの自助努力の成
か︒
継いでいくような土壌が必要だと思う
果の蓄積だと思っています︒
工 藤 ﹁ リ フ ァ ー﹂ と い う 言 葉 が あ り
のが第一点です︒
ま す︒﹁ 自 分 が で き な い こ と を 他 の 人
今後に向けた若者支援の方向
に紹介する﹂というイメージを持って
若者支援の発展をめざす学会
性は
いる人が多いと思います︒でも︑なん
の立ちあげも
また︑企業が今までの右肩上がり経
となく気になって︑紹介した後はどう
もう一点は︑若者支援サービスの蓄
済でやってきた手法がこの先も通じる
なったかを後追いしてみたら︑また独
積をする上で︑研究者・実践家・行政
とは限りません︒先ほど︑私は音楽と
りぼっちになっている人がいたという
等々の人たちが集まって若者支援サー
かアートの活動を社会参加として見な
ケースが現実にありました︒リファー
すことに違和感があると言いましたが︑ ビスの発展を目的とした︑ある種学会
という言葉の中で︑手放しで紹介して
のようなものを立ち上げて︑この間に
もしかしたら次世代は︑そういったも
しまうよりは︑右手だけはつないでお
蓄積してきたものを確立していくこと︒ いて︑左手をどこかの岸に渡してあげ
のに経済以上の価値を見出し︑そこで
貢献している人がより重要だという社
そして︑景気の変動など将来の状況に
られるようなものが本当に必要なこと
応じて︑蓄積したものがきちんと応用
会になっていく可能性も十分あるわけ
ではないか︒共通言語というのは︑そ
です︒官民ともに︑そういった変化を
できるようにすることが必要ではない
ういう意味でとても大事なものかなと
かと考えます︒
見きわめつつ︑進化し︑共有していく
思います︒
小杉 片手は放さないまま︑他の人の
ことが大事だと思いますね︒
リファーをすればたらい回しにはなら
横断的に通用する共通言語を
ないということですね︒そういう意味
支援者のレベルアップと地位
で︑個人の支援も同じ共通言語を話す
向上を
土壌の中でやればいい︒
工藤 はい︑そうすれば︑つながりが
途切れることになりませんので︑たら
い回しにはならないでしょう︒
そういう実態があるなかで︑今後に
向けた若者支援をどうしていけばいい
のか︒これから一〇年続けて行くため
にはどうすべきなのかを話し合いたい
です︒
小杉 その一つの方向性としては︑先
ほど玄田先生が指摘した﹁ドキュメン
トをまとめてノウハウをきちんと整理
し︑将来につなげていく﹂ことがある
と思います︒これはまさに企業的な手
法だと思うのですが︒
原 まず︑そうした支援の重要性につ
いてコンセンサスを得ることです︒ジ
ョブカフェ活動に企業から参加されて
いる方は︑こうした話をすると打てば
響く感じでわかってもらえるのですが︑
他方で︑民間が入ると﹁企業の利益搾
取にならないか﹂などと批判されるこ
とも多い︒だから︑このあたりはもっ
とコンセンサスを得ていかなければな
りません︒
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支援者同士の競争も必要

小杉統括研究員

進化の段階迎えたジョブ
カフェの支援
原 現在の若者支援は︑一番必要なこ
とをやって︑ある程度の成果を出した
第一段階が終わり︑進化の段階を迎え
たのではないかと考えています︒だか
ら︑ジョブカフェでも今︑自立化の議
論をしきりにしています︒でも︑大事
なのは︑むしろこれが本当に定着して
日常的になっていくかどうかで︑そこ
にはいろんな知恵も必要でしょうし︑
そういう意味では︑学会も一つの手だ
と思います︒
ただ︑やはり私は現場に期待したい
し︑自分も現場の一員でありたい︒そ
して︑現場が何をすべきかといえば︑
ボーダーの部分に答えがあるような気
がするのです︒例えば︑格差と言われ
ますが︑貧困と富裕の間に何があるの
か︒もしくは︑官と民の間や正社員と
非正社員の間に何があって︑そこをど
うつないでいくのか︒こういった部分
で進化していかないと︑定着もしない
し﹁ジョブカフェ？そんなのもあった
ね﹂となる可能性がある︒逆に﹁あの
ときにつくったものがこんなふうにな
って︑今︑社会に定着したんだ﹂と言
われる可能性もあるわけです︒
今︑その岐路に立っている気がしま
す︒現場の皆さんがそれぞれの地域で
どんな影響力を発揮してどういうこと
をされるか︑私自身はここに焦点を当
てた仕事を︑ビジネスの立場から取り
組んでいこうと思っています︒
大津 私も学会のようなムーブメント
の核となるようなものが必要になって
くると思います︒そうしないと︑景気

回復のなかで︑若者問題は隅に追いや
られてしまうのではないかと危惧して
います︒
個別に言えば︑私が担当する分野で
は︑派遣法の改正や最低賃金の引き上
げなどの労働問題や︑ジョブカフェの
ような﹁施設型﹂から﹁在宅型﹂のケ
アにどのように広げていくか︑という
問題も含まれます︒そうした人々の生
活に密着する社会問題をこれからも追
い続け︑考えていきたいと思います︒

重要な社会事業化の方向

小杉 最後に︑一言言わせていただい
て︑終わりにしたいと思います︒私も︑
宮本先生のご提案された学会的な場で
これまでやってきたことをきちんと蓄
積すること︑さらに︑次に向けてのノ
ウハウを整理することや提供してきた
サービスについて︑きちんと文章化し
て残していくことが大事だと思います︒
そのために︑緩やかな学会的なものを
是非︑宮本先生らと協力してつくって
いきたいと思っています︒
もう一点︑私はやはり社会起業化の
方向がとても重要だと考えます︒それ
は︑例えば工藤さんのところで引き受
けろという話ではなく︑先ほどおっし
ゃっていた﹁まだ誰もやっていない世
の中で必要なことを提供するといった
役割を持った活動をする﹂こと︒まさ
にこれがそうだと思うのです︒要は︑
社会全体がそういうことをできるよう
な︑個人の熱い思いだけではなく︑熱
い思いを支えられる制度をどうつくっ
ていくか︒今すぐ財政でお金を出せと
いう話はとても難しいですが︑そうで
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新しいことに取り組みつつ︑
地盤固めも

それから︑支援者の協働と連携に加
えて︑競争のようなものもある方がい
玄田 自立支援業界は今後︑決してラ
いと思っています︒競争といっても︑
クじゃないと思います︒公的な支援が
別に互いの顧客を取り合うといったよ
今までどおり続くかと言われるとちょ
うなものではなく︑より新しいものと
っと予想しにくい︒この先を乗り越え
か良いものを発見したり一緒に創造し
ていくには︑今までやってきた経験を
たりして︑ブラッシュアップ︑イノベ
大事にしつつ︑少し新しいことに取り
ーションを生み出すようなイメージで
組んでいくことも大事でしょう︒そし
す︒連携・協働で﹁何となくいつもみ
て︑今こそじっくり地道に活動の地盤
んなで一緒にやりましょう﹂だけでは
を固めていくことが必要です︒
モチベーションが上がらなくなること
宮 本 先 生 の 言 葉 を 借 り れ ば︑
﹁孤立
もあるので︑ＮＰＯ同士の構造転換も︑ 化﹂という現象はとめどもない勢いで
次の自立支援に向けてできればいいと
進んでいて︑今後︑若年に限らない社
思います︒
会全体の問題になってくる︒今ここで
小杉 工藤さんのお話は︑同じフィー
培われた経験を生かさないと︑この先
ルドで話ができる土壌をつくろうとい
の社会は︑経済的な衰退を超えて大変
うことで︑宮本先生の言う学会とかな
な状況になってしまう可能性が高い︒
り近いものかも知れないですね︒玄田
だからこそ︑自立支援に携わった方々
先生は︑先ほどドキュメントの共有の
に対する社会的な期待は大きい︒
お話をしていただきましたが︑ほかに
もう一つ加えると︑これまでを振り
今後一〇年に向けて何かございますか︒ 返って率直に思ったのは︑若年無業に
ついての研究が全然足りないというこ
とです︒こういうテーマ
になると︑研究者の顔ぶ
れがあまり変わっていま
せ ん︒ 若 者 問 題 に 限 り ま
せんが︑社会は今︑研究
というものをないがしろ
にする憂慮すべき状況に
あると思います︒そうい
う意味で︑私は学会とい
うアイディアにも賛成し
ますし︑理想を語ること
も決して悪くないと思っ
ています︒
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特集 ＝「学界展望」
労働法理論の現在

【提言】労働法を知らせる
仁田道夫

【学界展望】労働法理論の現在――２００５〜０７年の業績を通じて
有田謙司／奥田香子／道幸哲也／濱口桂一郎

【論文（投稿）
】
整理解雇判決が労働市場に与える影響

奥平寛子

【研究ﾉｰﾄ（投稿）
】
戦後型学歴身分制から能力主義的人事処遇制度へ
――三菱電機の 1968 年人事処遇制度改訂

鈴木

誠

【書評論文】
福井秀夫・大竹文雄編著『脱格差社会と雇用法制――法と経済学で考える』
江口匡太
神林

龍

脇坂

明

山田

久

【書評】本田一成著『チェーンストアのパートタイマー
――基幹化と新しい労使関係』
野村正實著『日本的雇用慣行−全体像構築の試み』
【論文 Today】
Ｊ．
Ｇ．ウィリアムズ
「HR 慣行、組織環境、従業員の成果
――

地方自治体における社会的交換関係の評価」

熊迫真一

【フィールド・アイ】
ベトナムのストライキと争議調整

香川孝三
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会生涯学習分科会﹂委員︑財団法人企
業活力研究所﹁次世代人材育成研究会﹂
委員等を歴任︒著書に﹃ニート支援マ
ニ ュ ア ル ﹄︵Ｐ Ｈ Ｐ 研 究 所 ︶
︑
﹃育て上
げ﹄︵駿河台出版︶がある︒

March. 2008

はない部分で︑行政にはまだできるこ
とがたくさんあると思いますので︑そ
こについて発言していきたいと思いま
す︒本日は貴重なご意見をありがとう
ございました︒

はら・まさのり／クオリティ・オブ・
パネリスト・ プ ロ フ ィ ー ル
ライフ代表取締役︵ジョブカフェ・
おおつ・かずお／読売新聞・東京本社
サポートセンター代表︶
編集局社会保障部記者
早稲田大学法学部卒業︒株式会社リク
一九九三年読売新聞東京本社編集局に
ルートで人材採用・教育・キャリア開
入社︒政治部︵首相官邸︑旧労働省な
発に関する事業に一六年間携わる︒二
ど︶を経て二〇〇〇年一二月より現職︒ 〇〇四年七月に独立し︑国の事業であ
二〇〇四年︑米コロンビア大学院客員
る﹁ジョブカフェ﹂において年間のべ
研究員︒二〇〇六年︑財務省の﹁多様
一五〇万人に上る若者の就職支援に携
な就業形態に対する支援のあり方研究
わる︒
これまで企業における採用活動・
会﹂委員︒現在︑厚生労働省の﹁今後
人材育成・人事制度構築などに関する
の仕事と家庭の両立支援に関する研究
提案を行い︑一〇〇〇人を超える経営
会﹂
委員︒著書に
﹃介護地獄アメリカ﹄
者と面談をして︑実践的な〝人財経営〟
︵日本評論社︶等︒一〇年にわたり︑
を追求し続けている︒新たな人財課題
雇用・少子化担当の専門記者として︑
の解決︑新時代における人と組織のベ
ニート︑ワーキングプアなど国内外の
ストマッチングに取り組むべく︑株式
若年問題をはじめ︑ワーク・ライフ・
会社クオリティ・オブ・ライフを設立
バランス︑高齢者雇用︑うつ病といっ
し代表取締役に就任︒著書に﹃採用氷
た問題を取材している︒
河期﹄
︵日本経済新聞出版社︶﹃５×２
の 法 則 ﹄︵ 同 友 館 ︶
﹃会社復活﹄
︵経林
書房︶などがある︒月刊﹁企業診断﹂
で挑戦する経営者シリーズ連載中︒高
知大学客員教授︒
＊アイウエオ順

くどう・けい／特定非営利活動法人﹁育
て上げ﹂ネット 理事長
一九七七年生まれ︒成城大学文芸学部
中退︑米国ベルビューコミュニティー
カレッジ卒業︒帰国後︑青少年就労支
援ＮＰＯ﹁育て上げ﹂ネット設立︑二
〇〇四年に特定非営利活動法人化︒現
在︑同法人理事長として若年者就労支
援に携わる︒内閣府﹁若者の包括的な
自立支援方策に関する検討会﹂委員︑
厚生労働省﹁若者自立塾設立準備懇談
会﹂委員︑文部科学省﹁中央教育審議
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特集 ＝
『通説』を検証する

●「制度」の検証
【座談会】最低賃金を考える
大竹文雄／橘木俊詔
【エッセイ】
割増率の上昇は残業時間を減らすか？
佐々木勝
社会保険料の事業主負担部分は労働者に転嫁されているのか
太田聰一
「定年制」を考える
戎野淑子
ポジティブ・アクションは有効に機能しているのか
川口章
少数組合の団体交渉権について
奥野寿
●人事管理
【座談会】ホワイトカラーの労働時間管理
藤村博之／山口浩一郎
【エッセイ】成果主義は日本の賃金制度を変えたか
中嶋哲夫
非正社員から正社員への転換制度について
武石恵美子
わが国におけるキャリア教育の課題――若干の通説的理解を見直す
寺田盛紀
適性検査を活用する有効性について
室山晴美
●労働市場
【座談会】派遣労働をめぐって
南部靖之／浜村彰／守島基博
【エッセイ】人材ビジネスか、それともハローワークか
――職業紹介サービスにおける国と民間の関与
佐野哲
フリーターの中高年齢化
太田清
外国人労働力の導入
渡邉博顕
ワークシェアリングは雇用促進に有効だったか
小倉一哉
【書評】小倉一哉著『エンドレス・ワーカーズ』
笹島芳雄
井上雅雄著『文化と闘争―東宝争議 1946-1948』
仁田道夫
義村敦子著『基礎研究者の職務関与と人的資源管理』
安藤文江
樋口 美雄・村上 義昭・鈴木 正明・
国民生活金融公庫総合研究所編著『新規開業企業の成長と撤退』 川上淳之
【論文 Today】
Ｄ．アウター／Ｓ．ハウスマン
「派遣雇用――貧困から脱出する手段となるか？」
金井郁
【フィールド・アイ】ベトナムの女性労働者
香川孝三
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