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【要旨】

筆者は日本赤十字社において，青少年赤十字の業務に従事し青少年の健全育成に携わってい

る。また青少年育成アドバイザーの資格を得て，青年国際交流協会が実施した１９９９年度の日英青

少年指導者セミナー派遣団の一員として訪英し，英国における青少年育成の取り組みを学習し

た。民間団体を活用した青少年育成プログラムである「ユースサービス」の実施状況を紹介・考

察し，今後の日本における青少年健全育成への取り組みを論じたい。特に，わが国の青少年問題

を語る時に，健全育成に対する国策が求められていると痛感する。

２０００年に日本ではドイツ連邦に倣って介護保険制度を創設し，少子高齢化社会における将来の

高齢者介護に適切に対応して行こうと，介護支援専門員などの新しい国家資格制度の導入を図

り，老人介護を社会全体で支える制度に移行した。特別養護老人ホームなどの既存施設を活用し

つつ，急速な高齢化の進行に対処すべき新たな老人介護の取り組みは，概ね順調に推移して，評

価を得ている。

同様に考慮すれば，他国の模範となる制度のアレンジ導入は日本の得意とするところでもある

ので，英国における青少年の健全育成の施策を参考として，ユースワーカー等の有資格制度等の

創設を図るべきと考える。多くの成果を上げている民間団体３，０００団体の活動は，社会教育・生

涯教育にと全国各地で実施され，競い合っている。そうした現状を紹介し，今後の日本における

青少年健全育成の一助にと願うものである。

日本の既存青少年団体の組織力やノウハウを今以上に活用し，行政と一体となった青少年健全

育成を特に望みたい。

【キーワード】

１）ユースサービス（青少年健全育成策）制度を導入し，独自の青少年育成のための活動プログ

ラムの企画から実施を民間団体に行わせる。

２）ユースワーカー（青少年健全育成専門員）による青少年健全育成を行うために，民間に広く

人材を求め国家資格として位置付ける。

３）教育界と警察の連携を進め，青少年犯罪についての減少の事前対応策を自治体に義務付け

る。

日本赤十字社 宮崎県支部 （Japanese Red Cross Society Miyazaki Branch）

【研究ノート】
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� はじめに

昨今のめまぐるしい教育改革の動きの中で，

学力向上に重きを置いていたこれまでの教育か

ら子供たちが心豊かでたくましく生きる力を育

むことを考慮した，多くの諸施策が実行されて

いる。

特に本年より学校では「新学習指導要領」に

もとづき，総合的な学習の時間が創設され，そ

の内容や具体的な展開については各学校の創意

工夫や裁量に委ねて，これまでの各教科の枠組

みにとらわれないで，各学校のもつ地域特性で

ある歴史・文化・自然環境などといったそれぞ

れの特色を生かしつつ，かつ幅広く外部の人材

も登用し指導者として参加可能な独創的な総合

学科と言える授業「総合学習」も始まった。

子ども達の学習評価も相対評価から絶対評価

へと変わり，これまでの「幅広い知識の詰め込

み」や「没個性化」と批判のあった画一主義か

ら脱皮して，それぞれの長所を伸ばしていく

「個性尊重」にも配慮した教育に変わろうとし

ている。

一方，青少年の問題行動の深刻化を受けて，

「青少年の健全育成の諸施策を家庭や地域にお

いてどう展開していくべきか」といった新たな

施策も求められる。

「若者の生活の価値観についての日米英の比

較（１）」では，日本では「金持ちになりたい」が

３０％と多く（英と米はそれぞれ１５％），「社会に

役立ちたい」が７％（米では１２％，英では９％）

と少なくなっており，そこには金銭第１主義が

窺がえる。また，行動の態様にいたっては，日

本の若者の基本的生活能力や社会的マナーの欠

如，辛抱強く我慢できる忍耐力や社会への貢献

意識の低下など，「現代の若者の言動や価値観

の資質」に多くの問題を含んでいることが指摘

される。

さらに，総務省の青少年問題のひとつに失業

問題（無業や定職を持たない）もあげられて，

現在の猛烈な企業のリストラによる求人の減少

も深刻になっている。これら社会全般にわたる

不安についても，何らかの対策が必要と言えよ

う。

まさに将来の日本を担う子ども達に対し，学

校教育のあり方や青少年指導の検討課題が，一

気呵成に論じられているのが，今日の子ども達

を取り巻く教育事情である。

� 英国に学ぶ

若者に仕事場がない。州によっては若者の失

業率が４０％にも達して，失業という社会問題が

青年の肩に重くのしかかり，学校にもいかず，

職にもつけず，目的もなく街をブラブラしてい

る青年，そして青年非行が闊歩し，将来が危ぶ

まれていた１９８０年代後半の英国は，この時期か

ら次々と青少年健全育成の諸施策を数多くうち

だした。

その代表が「ユースサービス」と呼ばれる青

少年健全育成の充実強化策で，１１歳から１８歳ま

での青少年に対して，「５つのＡ」を行う「青

少年育成の活動プログラム」である。「ユース

サービス」の歴史は大変古く，政府による直接

の着手は１９３９年からであるが，１９８０年代後半の

英国は，この時期から従来の「ユースサービス」

制度を活用し，特にこの「５つのＡ」青少年健

全育成の諸施策を実施し強化している。

「５つのＡ」とは，集い（Association），活動

（Actives），相談（Advice），地域活動（Ac-

tion in the Community），職業訓練（Access to

Life and Vocational Skills）から構成されてい

る。今日では，ほとんどの若者がこの「ユース

サービス」の提供を享受している。残念ながら，

日本にはこの制度はまだ出来ていないし，この

「ユースサービス」に該当する日本語訳はない。

英国では，若者の失業問題から発したこの

「ユースサービス制度」が英国全土に網羅され，
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英国文部労働省，州や町の教育機関，そして民

間団体が競いあって実行に移す。もちろんこの

制度は学校教育のように義務ではないが，「青

少年健全育成についてのあらゆる取り組み」が

実行されて，多くの成果をもたらしており，今

や，「英国に学べ」と欧州各国からの調査団が

頻繁に訪れている。

かつて産業革命によって世界に君臨した大英

帝国の復活も，国の将来の宝である青少年に対

する健全育成への熱の入れようを見る限り，近

い将来には国の繁栄（豊かさ）は現実のものと

なって来よう。わが国の将来を憂うる今，こう

した英国の青少年健全育成の取り組みの実情を

紹介し，これが日本の青少年の健全育成教育を

含めた改革への第１歩につながっていくことを

期待したい。

英国の青少年担当当局のコメントも併せて記

述することとして，青少年教育者，学校教育者

に資して行ければ幸いである。

� ユースワーカーとは

英国における青少年教育行政は「学校教育」

と「学校外教育」とに，大きく区分されて実行

されている。日本の教育委員会の組織は，概ね

学校教育，社会教育，そして生涯学習の３部門

に分けられ，主に大学で教職免許を取得し，教

職に採用された人達によって組織運営されてい

るが，英国ではこの社会教育と生涯学習につい

ては，教職の有資格者に限らないで，いわゆる

専門のユースワーカーも担える制度を採用して

おり，このユースワーカーの育成や派遣に一般

の「民間団体」が参入して活躍しているのが，

大きな特徴である。

「ガイド」，「英国国教会」，「スカウト」など

は，良く知られているボランティアの団体だ

が，これらの数は，小さな団体を含めると今日

では英国全土で，３，０００団体にも及び，これら

の団体にユースワーカーが所属している。

いわば，青少年の健全育成について，地域や

民間団体の教育力，組織力，そしてノウハウを

多いに活用しているのが実情で，それを担って

いるのがユースワーカーである。

� ドロップアウトした子どもには

英国にも，学校教育でドロップアウトした子

どもが多数いる。

この子どもに対しては，ユースサービスが

フォローしていく体制になっている。ユース

サービスの対象年齢は，９歳から２５歳である

が，学校の義務教育は１６歳までである。ユース

サービスは，場合によっては学校の中に入って

いって，授業に付いていけない児童とか，問題

児についても対応できるようになっている。

厚生労働省によると今年３月期の新卒予定者

のうち，約３５万人の就職がまだ決まっていない

状況である。これを一個人一家庭の問題とし

て，看過するのではなく，こうした生徒に対す

るフォローも，今後の教育の課題と言えよう。

英国では，中途退学者への対応もこのユース

サービスで展開している。

ユースサービスはまだ日本になじみがなく，

定義できることばとはいえないが，ユースワー

カーの仕事は青少年健全育成のための専門資格

であり，現在その養成は大学でおこなわれ，か

つ国家資格となっている。ユースワーカーの行

うユースサービスのもたらす効果はめざまし

く，その目的を一言で表現すれば社会人教育で

あり，これは立派な大人になって就職し自立で

きるようになるまでは，国や州や市そして民間

団体の責任であるとの認識で，国策としての意

識が根付いているからにほかならない。

ユースワーカーを抱える民間団体は，競い

合って青少年健全育成のためのプログラム

（ユースサービス）を企画・開発し，その結果

行政からの予算を獲得し，対象者を募集し，個

性の尊重を重んじつつ実行に移す。人気のある
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ユースサービスは応募者が多く，それが成功し

評価が高まれば地方から全国展開へとつながっ

ていく。

� ユースワーカーの活躍の数々

青少年の健全育成であるユースサービスの事

例とユースワーカーの活躍を，ノッティンガム

州（Nottinghamshire）で行われているＡ―

CORN計画で論じよう。それはThe A―corn In-

itiative（価値ある自分の発見）のタイトルが付

けられて，The Acore Youth and Community

Centreの施設で実行されている。

職を探しつづける若者，しかしなかなか求人

にありつけないとした時，英国ではそれを支え

るプログラムが至る所で用意されている。

ノッテインガム州のNew Ollertonの町は，か

つて石炭産業で栄えていたが，採掘量の減少に

伴い，町は徐々に人口の減少や若い世代の失業

者や離職者の増大が社会問題化して，地域社会

の活性化をいかに行うかが，当面の課題となっ

ていた。

「Ａ―CORN」計画は，価値ある自分の発見

と呼ばれ，ここでの実施主体は州の行政府にな

る。（一般的に，実施主体は行政のほか，地域

であったり，青少年の健全育成を行っている民

間団体〈スカウトや教会やガイドや赤十字〉が

行ったりと多岐にわたるが，ほとんどは民間団

体で占められている。英国青少年協議会

〈NYA〉が１９９９年初めて実施した本格的な全

英実態調査によると，全英での青少年健全育成

を行う民間団体は約３０００。プログラム実施にか

かる費用は，行政からの補助と企業等の寄付，

そして自己資金であるが，多くは行政補助金で

賄われる。）

民間団体は独自の青少年育成のためのプログ

ラムを競って開発提供し，「ユースワーカーな

どの専門職員」や「地域の人材」もまきこんで，

独自色を打ち出して実施することになる。この

「Ａ―CORN計画」は，１６歳から２５歳までの若

い失業者が対象で，実施場所は，ノッティンガ

ム州教育委員会が所有する施設になる。「青少

年と地域サービスのためのコミュニティプレイ

センター」がその施設名である。日本のイメー

ジで表すと，地区公民館と児童館の複合施設と

言ったところ。しかしながら当センターの実際

の運営においては，地域の人もまきこんでの

「ユースワーカーを中心とした私塾」に近く，

公設民営になる。このカリキュラムの成果は行

政から求められるものでもなく，ただ若者がき

ちんと「就職ができるまでか，進学できるまで」

を支援していくもので，若者を社会に適合でき

るように教育していくものである。

卒業すれば，卒業証書が授与されて，「卒業

と同時に人生への自信がわいてきた」と，卒業

生の率直な感想が聞ける。

� 無就労者を出さないために

この「Ａ―CORN計画」の実施過程をビデオ

で拝見した。１０人づつの２つのグループが数々

の社会体験，クライミングタワー（１人では登

れない場所に協力して克服）・街頭募金・職業

訓練のための模擬店員・サッカーの練習・自転

車修理，就職訓練，履歴書作成など様々なプロ

グラムに取り組む。

これに参加した若者は，人間関係をつくるこ

と，自分から進んでチャレンジすること，チー

ムワークの大切さなどを学ぶ。コースを通し

て，若者は自分への自信と自分の価値の再発見

を自覚できるようになる。日本流に理解すると

すれば，たとえば，社会から離脱している人を

集めて，人間としての社会教育を行なっていく

システムやそうした団体があるとすれば，その

実施は大変難しいと言えるだろうが，そういう

人を土俵にのせる企画には，誰もが感心させら

れるのではなかろうか。

英国では学校以外でこうした，若者が充実し
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た職業訓練や人生教育の機会を数多く得ること

ができる。この企画に参加した人は，全員就職

できたとのことであり，それだけこの企画のプ

ログラムは賞賛に値し，全国成人教育機関と全

国青年団協議会から賞を受賞もしている。「社

会の魅力を高めようと努力する国が２１世紀に大

いに飛躍する国となると確信する」と，ノッ

ティンガム州青少年担当部長Tonyさんが自慢

げに語る。

就職の機会を得られなく途方にくれる無就労

者を出さず，社会全体の利益を優先するこの考

え方はとても大切になろう。日英の企業内研修

制度や労働市場の違いがもちろんあるので単純

に比較できない面はあるにしても，学校教育で

将来嘱望される若者たち，この中でいかに「落

ちこぼれ」を少なくする政策をとりつつ，また，

卒業後のこうした社会人適応プログラムは，各

人の個性を大事にしながら，その潜在能力高め

て，雇用の創出にも繋がっていくし，そうした

青少年教育が実践されている。

� 若者の心をつかむ

「Ａ―CORN」計画の命名は，樫の実を植え

て素晴らしい樫の木にしょうという意味であ

る。ノッティンガム州といえば，１５００年当時，

ロビンフッドが悪代の政府高官と戦い，恵まれ

ない人にお金を配ったという歴史の町である

が，ここに有名な大木「樫の木」がある。それ

に因み，若者を援助する企画を大きく育てよう

として名づけている。企画を成功させるため

に，ユースワーカーの仕事は，広報することか

ら始まる。

無就労の若い人に対し理解を求め，「社会と

の壁を取り払って行こうとする試みであるこ

と。スポーツ活動や，職場体験などを通し

て，８週間の長期的な集中訓練であること」を

周知する。これをサポートするのは，地域での

就業者のベテランや専門の職業訓練に携わる人

たちであり，実施する場所がユースセンターで

ある。

また，若者のニーズ調査も行う。若者を理解

するにあたって若者に求める要素は，１．まわ

りに認められようとする気持ちがあるか ２．

自分の目的を明確に持っているか ３．成長の

チャンスをうかがっているか ４．地域やグ

ループに所属しているか ５．地域の特性やシ

ステムに理解を示しているか ６．自分の壁を

取り外し，前進する気持ちがあるかなどであ

り，これらを念頭に若者を募集する。

ワーカーも若者に対して，１．お互いの信用

関係を保つ ２．若者に自信をつけさせる

３．自分のセールスポイントを発見させる

４．持っている能力を引き出す ５．最初から

計画に絡ませる ６．互いに責任と権利の意識

を開発する ７．個人の成長をうながす ８．

若者同士の連帯感を創る ９．機関や組織を紹

介する などが求められる。

お互いのコミュニケーションを通じて，身近

な目標を念頭に，グループの場合は１人のワー

カーが付きっきりで実行している。

� 学校と連携しての活動

リンカーン州（Lincolnshire）Grantham市に

ある施設New Beacon Road Youth Centreで

は，〈Compact―Plus計画〉（気軽に参加し，

挑戦）が行われていた。

ロンドンから車で３時間のグランサム市は，

あのニュートンが生まれ育った，そしてもう１

人，鉄の女サッチャー元英国首相の故郷として

とても有名な町である。

この地に，「落ちこぼれ」の学生を対象にそ

の更生活動を支援する施設「ユースセンター」

があり，ユースワーカーが多数配置され，昼間

は落ちこぼれの子ども生徒のための学校替りと

して，夜間は１１歳から２１歳までの若者の倶楽部

として，各種のプログラムを準備して，活動を
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行っている。

ここで活躍し続けるユースワーカーのベテラ

ンRuth Dynanさん，彼女の耳にはピアス，そ

して金髪のショートカットに小柄な体躯，いた

ずらっぽい視線がまた魅力的である。そういう

彼女が熱っぽく語る。「このユースセンターは，

学校の教室替わりにも使用され，学校で問題の

ある生徒（読み書きなどの理解が十分でない落

ちこぼれ，登校拒否，保健室登校などの問題

児）を対象に，ユースワーカーが中心となって

教育を支援します」と。

実施内容は日本での不登校対策と同じかもし

れないが，その対応方法や規模が全く異なる

し，通ってくる子供たちの表情には，暗さはな

く，堂々としているのが印象的だ。もちろん給

食も準備されている。休み時間には，学校と同

じように，卓球などに興じている。

Ruth Dynanさんは，説明を終了したあとの

矢継ぎ早の質問「不登校や落ちこぼれの生徒を

いかにこの企画に引き込み」，「どういうふうに

して彼らを矯正させることが出来たか」に対し

て，自信マンマンに答える。

この企画Compact―Plusは英国（ウエルーズ

とイングランド）において１４７箇所，当地リン

カーン州には７箇所で実行されている。いずれ

もユースワーカーが中学校に赴き，落ちこぼれ

の生徒や登校拒否児童，そういう心配のある生

徒を学校側と相談の上，この企画への参加を募

る。事前に学校や福祉事務所からの紹介もあ

り，日本の実情と同じように，登校拒否児には

頭の良い子も多数含まれる。ここに来はじめて

も，途中で来なくなる子どももいるので，そう

いう生徒には，再度別のプログラムが，別の機

関から用意される。

将来を担う子どもたちに対して，社会人にな

る前に一人の人間としての脱落者のままのリス

クを残し続けるよりも，いま現在を適格に対応

しようとの配慮から，行政と民間で連携しての

徹底した青少年健全育成の対応振りには驚かせ

られる。これらの財源は，プリンセスプラスや

TEC,YSEAや中学校からも援助される。

昼間のプログラムでもあるこのCompact―

Plusの対象者は，リンカーン州グラッサム市に

あるウルフラム中学校（生徒総数約１，０００名）

で，募集定員は１４歳の生徒１３名と，１５歳から１６

歳の生徒１３名で，２つのグループに分けられ

る。日本でいう中２と中３の生徒である。対象

者をどういうふうに募集するかが，成否のポイ

ントとなる。

このケースでは，Ruth Dynanさんが学校に

出向き，学校の朝礼で，全校生徒に呼びかけ

る。「この企画に参加しない！ 就職技術，芸

術文化に触れて，ドラマも経験できて，さらに

グループワークだから楽しいよ」と。生徒たち

の経験してみたい事のひとつはグループワーク

であり，これにとても魅力があり興味を持って

いる。申請書を配布すると，学校からの推薦者

も含めて希望者が４５人。定員をオーバーしてい

るために，Ruth Dynanさんたちの面接がはじ

まる。校長先生や生徒代表の情報提供や協力を

得て，１４歳のグループ１４名（男性１０名，女性４

名），そして１５歳のグループ１２名（男性１０名，

女性２名）が決定する。１４歳のグループには２

人の登校拒否生徒も含まれる。

	 魅力あるグループワーク

活動は週に１回このユースセンターに集ま

る。もちろん平日なので，学校には当然行かな

いといけない。したがって昼休み時間を利用し

ての８０分のグループワークになる。

ディスカッションも行なう。その内容は学校

にも家庭にも秘密であり，知っているのはユー

スワーカーだけ。グループワークによって判っ

て来たことは，「かねてより今回のメンバーは

非常に暴力的であり，常々喧嘩が絶えなかった

こと，そして，暴力を友達に振るうことが楽し
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かったこと。彼らはどれだけ殴ったかを自慢し

合っていたこと」などである。「これまで，日

常的に家庭での暴力に悩まされる，共通の環境

に育っている。」という傾向もある。ディスカッ

ションを通じて，心から打ち解けて自分の過去

を自信を持って語れるようにメンバーが徐々に

変わって来る。時には，激しい感情が生徒間に

生じることもあり，ワーカーも聞いているだけ

で恐怖を何度となく覚えることも，そういう時

にはロールプレーに変えることがしばしばとい

う。３回の旅行も実施し，最初はノッティンガ

ム市の裁判所と博物館，２回目がスイミング

プール，最後がパーティ会場である。どの旅行

も楽しさ一杯であり，仲間意識や連帯感が強く

なる。こういう催しだけでも，Compact―Plus

には，入りたい人が大変多く，もっと多くの人

に参加してもらいたいとのことだ。

刑務官による「ロールプレー」の指導があり，

実際に犯罪者として扱われ，囚人みたいに番号

をつけて演技をする。楽しみながら，メンバー

はケースワーカーのメッセージが理解出来たの

か，終了の後も多くの若者が残って刑務官に多

くの質問がなされ，若者にとって興味のある社

会の一場面の貴重な体験ができる。学校教育の

中ではなかなか経験出来ない職場体験もあり，

現在では中学校のカリキュラムのひとつにも導

入されている。

この企画の成功要因は，洗練されたユース

ワーカーの存在で，青少年のやる気を出させ，

対人関係の大事さを教える。

１９９６年の法律で，１年に１回，成果が上がっ

ているかの機能チェックも行なわれ，ユース

ワークのステイタスも上がり，以前は高く評価

されなかったこの職業も社会的に誇りを持てる

職業に成っている。


 英国の教育制度

英国の教育制度に触れておこう。１９８８年の教

育改革法の成立によって，英国教育制度の特徴

であった地方分権，子ども中心の学習になどに

変えて，全国統一基準のカリキュラムが導入さ

れている。さらに，父母の権利の強化，競争原

理の奨励，市場原理の導入などもそうである。

国が統括して主導的役割を果たす日本と違っ

て，地域の事情や要求，慣例によってその地域

特性が認められているのが実情だ。

義務教育は６歳～１６歳までで，入学から卒業

までの教育期間は各学校によって異なる。日本

では６，３，３制だが，英国では中高校の一貫

教育制度がほとんどであり，それぞれの学校で

独自に決められている。

学校の教育期間は，SECONDARM SCHOOL

は，１１歳から１８歳までで，義務教育は１６歳まで

であるので，１７歳になると進学か就職かにそれ

ぞれが在学中に進路を選ぶことになる。大学へ

の進学率は日本ほど高くない。また，私立の

中・高学校は，パブリックスクールと呼ばれ

て，私立の占める割合は全体の５％。各学校の

状況は州によって様々であり，現在の学校制度

になる前は，グラマースクール（１１歳～１８歳）

とコンプレヘンシングスクール（総合中等学校）

制度で，今でもこの制度の学校が地域によって

は残っている。英国の大学は全て国立大学で，

その例外としてバッキンガム大学が唯一の私立

大学だ。

校種別の入学から卒業までの状況は，私立小

学校（５歳～１３歳），私立中・高学校（１３歳～１８

歳），公立小学校（PRIMARY SCHOOL ６歳

～１１歳），公 立 中・高 学 校（SECONDARM

SCHOOL １１歳～１８歳）となっている。

英国では，宗教教育を行なうことが義務付け

られているほかは，教育課程の基準はなく，実

質的には各学校が独自に行なっている。しか

し，学力の低下の問題もあり，また，経済活性

化の側面からも，一定水準の学力の確保ためか

ら，全国共通のカリキュラムが導入されるよう
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になっている。

これはまた，独自の教育活動をさまたげるも

のではなく，学校長は学習内容の科目を独自に

指定する権利も有する。生徒の到達度評価を実

施するための全国テストも実施されている。

� 英国の青少年団体のしくみと役割

英国には，青少年育成のための多くの民間団

体があることは，既に述べた。民間団体を取り

まとめるのが，英国青少年協議会〔NATIONAL

YOUTH AGENCY（NYA）〕だ。ロンドンか

ら北東に高速で約２時間のリンカーン州のレス

ター市（人口３０万人）にある。このレスター市

は，インド系の人が多く住む町としても有名で

ある。

もうひとつが，英国青年協議会〔British Youth

Council（BYC）〕である。ロンドン市内にあり，

バッキンガム宮殿の隣に位置し，国際的に英国

の青年組織を代表する機関である。

NYAの歴史は新しく，英国政府からの補助

金を受けて１９９１年に設立された民間の青少年協

議会であるが，英国政府全額出資の下部機関に

なる。

仕事は３つのセクションに分かれて，その内

容は多岐にわたる。大きくは１．開発，２．広

報出版（コミユニケーション），３．総務（資

金管理）に分かれる。

「開発」は，政府や地方公共団体や民間団体

が行なう青少年育成の支援である。そのため

に，政府とNYAの互いの連携が欠かせない。

NYAの年間予算は約７億４千万円で，これは

内務省，文部労働省，そして地方公共団体の３

者からの補助金による。政府からの提案に対す

る全国的な調査や取りまとめも行う。

国民に定着しているとは言いがたい，ユース

サービスのイメージアップのための業務もあ

る。各団体向けに各種の印刷物・資料の出版，

グッズの作成，ユースワーカーの認証，ゲーム

の開発なども行なう。英国政府を代表して各民

間団体への補助金の交付も行なっている。こう

した業務内容からすると，NYAは英国政府か

らかなりの権限を付与された民間の青少年協議

会である。

また，ユースワーカーの養成コースの認定機

関であり，これに現在最も力を注ぎ，ユース

サービスを魅力あるものとし良くして行くこと

であり，これはユースワーカーの双肩にかかっ

ている。良いユースワーカーを養成していくこ

とが求められる。ユースワーカーの養成機関は

全国に多くあるが，NYAはこの養成機関の許

認可団体である。これまでに認可した団体で，

養成コースを持っている大学は約３０という。

養成コースの半分は実習が主であり，この実

習の質的向上が当面の課題となっている。認可

した場合の有効期間は５年であり，期間がくる

とまた再認可の手続きが必要となる。認可のた

めの団体としては，全国に９つの評価委員会が

あり，NYAはそのひとつである。NYAの認可

をもらうとスタンプがおされることになるが，

このスタンプを求めてオーストリア，オラン

ダ，フィンランドなどの国からもスタンプの依

頼があるという。それだけNYAの評価はヨー

ロッパでは，価値あるものとなっている。

NYAの目標は全国の養成機関NTO（National

Traning Orgazation）になることで，NTOへ

の昇格には実績や功績に基づいて政府が決定す

ることになる。政府が認める場合，その枠が国

全体で７５機関までで，現在７０機関が決ってい

る。近く７１番目の認可を受けようと申請中であ

り，認可になればさらにNYAの存在を全国に

鼓舞できると，担当部長のPut Ledwithさんは

真剣そのものである。

このほかに青少年のボランティア活動の支援

にも力を注いでいる。前述した「Ａ―CORN計

画」や「Compact―Plus計 画」は，こ のNYA

からの支援を受けている事業であり，１００％の
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資金援助が行なわれている。

もうひとつの民間団体である，英国青年協議

会（BYC）は，日本との青少年交流の窓口で

もある。職員数は，約１，０００人，国際交流は６

人の少数精鋭の部署になる。

英国における若者の健全育成は，１９８０年代か

ら９０年代に掛けて，若者の労働市場が潰えてし

まったことが，英国政府の真剣さに変わってき

たと言う。今，日本ではフリーターが大変はび

こっている状況であるが，まさに１０数年前は英

国も同じ状況であったという。危機感を抱いた

政府の政策の一つが，若者を一人前にすること

を，時間と費用がかかっても実施して行こうと

の判断から，職業訓練コースを整え，またきち

んとした大人になってもらうための施策を断行

したのである。

� ユースサービスの現状

ここで，再度ユースワークの状況に触れる。

学校教育は，１６歳までは義務教育となっている

が，このユースサービスは義務ではなく，子ど

も達に選択権があり，それを受けるかどうかは

子どもの自由である。したがって，このユース

サービスを学校内教育と学校外教育のどちらに

その主体性を持たせるかは，非常に難しいし，

英国政府でも議論の分かれるところだ。

というのも，学校教育が学問の教授を主とし

た勉学のためのものとするなら，教育のもうひ

とつの対極にある人格形成・個性尊重という，

いわゆる大人になるための倫理や社会規範や人

格形成の教育も大事な部分である。これを，

ユースサービスで担っているが，これも義務と

して政府の責任で行なって行くべきではないか

という素直な疑問が生じてくるのである。

このユースサービスが学校と同じように義務

となり強制されるようになったらどうだろう。

この質問に前出の青少年部長Tonyさんは，「今

の学校制度がかかえる問題（判りやすいたとえ

でいえば，不登校問題）と同じように，失うも

のもまた生じて来る可能性があるのではない

か」という。

いずれにしても，英国の青少年健全育成の現

状では，このユースサービスは，国を上げてお

こなっているが，それへの参加は現在のところ

子どもの自主参加であり，今後もこの形で行な

われていくだろう。


� 警察本部と教育界との連携

ノッティンガム州（Nottinghamshire）東中

部地方における警察本部のもっとも深刻な課題

は，子ども達の犯罪の増加，特に麻薬が顕著な

問題となっている。その対策として，教育との

連携を新機軸として打ち出し，警察が９歳から

１１歳の子ども達を対象に教育プログラムを組ん

でいる。「麻薬，暴力，軽犯罪等」の危険な誘

惑にのらないようにするために青少年への教育

プログラムの提供を警察が積極的に行っていこ

うとするものである。さらに１３歳からの中高校

生のための教育プログラムにも取り組んでい

る。これまでのように犯罪の後の取り締まりを

強化するのではなく，その事前予防を考慮した

対応へと，今実行に移している。

インターネットの利用者の４０％は，ポルノを

アクセスし，かなりひどい状況が散見され，青

少年を扱ったポルノもかなりの心配事という。

そういう点で，インターネット犯罪の対策も検

討している。

１９９７年出版された書籍「地域社会の安全と青

少年犯罪の減少対策」が，反社会な問題行動を

減らすための論文として教育や警察関係者に注

目を浴びたことが連携のきっかけである。その

論旨は５つのテーマに分けられている。１．青

少年犯罪の原因の分析 ２．地域社会にその責

任は ３．学校教育との相関関係は ４．子ど

も時代の警察の対応はいかに ５．今後のとる

べき対策や課題 となっている。
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今日までの警察の対応が十分でなかったとい

う結論から，今後は事後の対策だけでなく，事

前予防に重点を置いていくべきだとの方針の転

換である。予防するには警察だけでは１００％で

きないし，それなら，他の団体と組んで行なお

うとのことで，具体的方法がグループ対応であ

る。Professional Association Partnership

Group「青少年犯罪に対応した専門家集団によ

る活動」（以下「PAPG」）と呼ばれる。１９９８年

からはじまり，グループ組織を立ち上げての青

少年健全育成対策である。メンバー構成は内務

省，全国病院連盟，保健環境部，刑務所，地方

自治体，青少年対策本部などの行政機関からな

り，それぞれの機関から実務に詳しい代表者が

選ばれ，社会福祉担当，保護司，警察官僚，教

育関係者，厚生官僚，看護師などといった普段

から青少年育成に関わっているメンバーであ

る。

２年間掛けて多くの関係者が種々検討して，

ようやく日の目を見て成立した英国の新しい

「法律」に基づく活動である。青少年の犯罪の

減少に資する，法律名は，The Crime and Dis-

order Act（犯罪と無秩序無関心に関する法）

と呼ばれ，１９９８年に発効した。その目的は，地

域を犯罪のない安全な社会づくりを目指して青

少年健全育成の作戦を立てる。そのために，ま

ず各州は，この「PAPG」をもって１．各機関

の横のつながりを綿密にする ２．情報交換を

行う ３．犯罪委員会を作って警察と常に連携

しておく，の３点を中心に運営される。

「３．犯罪委員会」は，犯罪者と被害者を事

件後に話し合いをさせる「家族会議」を試みて

いる。青少年犯罪であるので，双方の父兄同伴

の上での話し合いになる。相手の痛みを理解さ

せて，犯罪者に自分の過ちに対する責任を植え

付けること（恥を感じさせること）がねらいで

ある。特に軽犯罪（万引き，窃盗，暴力，麻薬

など）を対象にしての裁判が行われる前の段階

での話し合いである。

この結果，加害者は被害者に対して本気で謝

ることにもなるし，４９人がこの話し合いを持

ち，その結果その後の再犯の発生はわずか５人

という，良い結果をもたらしている。しかもこ

の５人の再犯も，前回よりも軽い犯罪になって

いるという結果を見る限り，この話し合いの効

果で，被害者は一応満足しているとのコメント

である。

The Crime and Disorder Actとは，「犯罪と

無秩序無関心に関する法」と呼ばれるもので，

犯罪のない安全な社会となるような地域づくり

を目指して，各州が行うべき事項を規定してい

る。１９９８年に発効し，これによって全英の各州

は実行する義務を負う。

１．青少年犯罪を減らす対策をたてる ２．

警察と地方公共団体はともに連携する ３．犯

罪のない安全な社会づくりの具体策を州議会に

上程して決議する。地方自治体の犯罪減少の作

戦を州ごとにたてて実行に移さなければならな

いし，その実施結果が犯罪減少につながらなけ

ればならない。また，その成果の報告書を作成

して，内務大臣に届け出ることを規定し，その

責任を警察だけではなくて，地方官庁に義務付

け，その成果を地域で発表するというふうに，

行政へ徹底した対応を義務付けた法律である。


� 日本の青少年の健全育成をどうす

すめるか

バブルがはじける直前の日本は政治，経済，

社会，教育等のあらゆる分野でようやく欧米に

追いつき，生活レベルや日本の資金的，技術

的，知的レベルが世界の賞賛を受け，民主主義

における成熟した社会がこのまま今後も継続し

ていくと自信に満ちた状況であった。

しかしこの１０数年のバブル後の消費低迷や長

引くデフレ等日本経済の成長力の衰退や社会変

化の速さは想像を越え，情報化とグローバル化
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の急速な進展で競争のルールも劇的に変わり，

あらゆる点で制度疲労を起こし，社会のシステ

ム改革という波にさらされている。企業が景気

回復を目指し，また生き残りをかけて合併，合

理化，人員削減，給与カット等とギリギリのリ

ストラを断行し，構造改革はあらゆる分野で大

胆に実行されている。また，同時に青少年を取

り巻く環境の悪化をはじめ，青少年の精神面の

弱さや倫理観の欠如，不登校，いじめ，授業崩

壊と，以前には考えられなかった子どもに纏わ

る問題は，成熟した社会のもつ現代の病魔と言

えるのかもしれない。

しかしながら，日本人は２１世紀の世界のリー

ダーとして，人類の共生，共存の平和な地球，

社会を打ち立てる大きな気概や使命感を持たな

ければならない。「日本人としての誇りと自覚

を持てる心の教育」はこれからの大きな課題の

ひとつといえる。そうした課題に対処するはじ

めの一歩として，これまで述べてきた英国の青

少年育成の取り組みを参考にするのもひとつの

方策であるし，特にわれわれ大人が社会教育に

おける青少年の健全育成を真摯に捉え，地域に

おける教育力の役割を担うことを大いに自覚し

て，教育改革と一体となった青少年健全育成を

再興しなければならないだろう。

特に，学校経営には教諭のみならず地域の人

材が多く参入する仕組みを英国に倣って日本で

は国策として導入することを指摘したい。英国

流教育を取り入れて，学校における教育の主目

的を，学問を教授する「知育教育」としながら，

一人の人間としてかつ社会人としての成長させ

るための教育については，「徳育や就職訓練教

育」などの育成プログラムを専門家集団によっ

て別途用意し，学校だけではなく学校を含め

て，各個人の個性に合わせ「ユースサービス」

と銘打って実施していくことを求めたい。その

ためには「ユースサービス」を行う「ユースワー

カー」の国家資格制度の創設が効果的であろう。

それによって，学校経営も長期的な独自性や

先駆性に配慮しつつ，自己を磨き人格形成を促

す多様な教育プログラムの開発が競われること

になろう。

日本の今日の教育改革は，知育教育と併せて

徳育教育といった「心の教育」（生きる力）の

展開を特別に行うために，「総合的な学習の時

間」を新たに設け，各学校の主体性によって先

生が中心となって企画し実施することになって

いる。授業によっては，「生徒が中心となって，

個性を重んじ，自ら考え，主体的に判断し，実

行する」ことを前提とした学習という新しい試

みである。これまでのように生徒を点数だけの

評価によらないで，地域や学校の特色を生かし

て各学校の主体性に任せる点を中心にして，教

育委員会指導一辺倒から脱皮していくものと期

待されている。

しかしそこには指導者である人材の資質や，

多忙な教育現場での教師の力量がその成否を

握っていると言える。「総合的な学習の時間」

のねらいを理解し，企画展開できる人材を，外

部にも門戸を開き，広く参加を促すことを求め

たい。その一つがユースワーカーによる「ユー

スサービス」である。

英国の制度は徳育教育を受けることを義務と

するのでなく，それを受ける側の生徒の自主性

にゆだね，「ユースワーカー」というマンパワー

にその役割を担わせている。英国の青少年健全

育成教育の日本での展開は，青少年健全育成の

再生へ新たな一方策に繋がるものとなろう。
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