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【研究ノート】 

「若者支援」を考えていく際の論点粗描 

 

南出吉祥 

（2017年 1月 19日受理） 

 

Overview of Issues for Considering “Youth Support” 

 

Kisshou Minamide 

 

 

はじめに 

 

「若者支援」が政策課題として浮上してくるようになり、はや 10 年以上の月日が経

った。それまで当事者の持ち出しやボランティア、寄付などに頼りながらなんとか運営

していた各種支援の取り組みに対し、一定の公的資金が投入されるようになり、運営上

の財政基盤は多少なりとも改善されるとともに、支援事業の展開の規模も大きくなって

いった。2010 年には子どもの権利条約の理念も明記された子ども・若者育成支援推進

法も整備・施行され、困難な状況におかれた若者1だけでなく、すべての子ども・若者

に対する支援の必要性が定式化されるようになった。 

しかし、一口に「若者支援」といっても、それがどういった実践なのかを特定するこ

とは難しい。現実には、「ひきこもり支援」「就労支援」「社会参加支援」「生活困窮支援」

など、課題や状態に即した個別の支援が展開されており、それらの総称が「若者支援」

と呼ばれているに過ぎない。この混在性・多面性じたいが若者支援において重要な意味

を持っているという側面もあるが、捉えどころのなさによる混乱・錯綜も呼び込みがち

となる。 

このように、全体としては広がりを見せている若者支援であるが、その内実や実践手

法が定まらないままに推移しており、とりわけ政策的な文脈において混乱を生み出して

いる。たとえば、就労自立へと傾斜しがちな政策動向と現場の実践との間のギャップが

生じていたり（南出 2012、2015）、学校と若者支援との連携にかかわる施策が二転三

                                                   
1 政策的には「困難を有する若者」とされることが多いが、この表現は問題を個人化させか

ねない危うさを孕んでいる。問題の所在は、過去の成育歴含め、若者が置かれている環境

条件にこそあるということを明確にするためにも、ここでは「困難な状況におかれた若者」

と表記する。 
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転してみたり、「生活困窮者自立支援」との関連・位置づけが曖昧にされてしまう現状

が出てきたりなど、直面している課題は多い。 

こうした課題に向き合っていくためにも、今あらためて「若者支援」を問い直し、そ

の内実を整理し実践概念として確立していくことが求められている。その作業は、多方

面からの検討が必要になるが、本稿ではその端緒として、ひとまず現行において問われ

ている課題をいくつか取り上げ、今後の作業のための概念整理を試論的に展開する。本

来は個別の論点ごとに、実際の実践現場に即した丁寧な検証が必要となる課題であるが、

その部分についてはまだ整理が追い付いていないため、本格的な検証作業は他日を期し

たい。 

 

 

１．対象設定をめぐる問い 

 

「若者支援」を検討し社会的に位置づけていく上で、まず問われてくるのはその対象

設定の問題である。実践の名称には、「対象」「課題」「方法」などさまざまなものが設

定されるが、さしあたり若者支援においては「若者」という対象へのアプローチとして

位置づけられる。しかしこの括りは再広義のものであり、実際に運営していく際にはど

ういった人たちを対象にするのかということが問われ、論争や対立、齟齬をもたらす要

因にもなったりしがちである。そこで以下では、「名付け」「開放性／限定性」「対象設

定と課題設定」という三つの軸から検討を進めていきたい。 

 

（１）特定の「困難」に即したカテゴリー化 

「若者支援」の対象を考える際、もう少し具体的に説明・言及される場合には、「困

難な状況におかれた若者」とされることが多い。その際の「困難」にはさまざまな状況

が該当しうるが、実際の支援の展開からすると、その筆頭・典型に挙げられるのが「ひ

きこもり」ではないだろうか。政策的には、その概念および担当所管をめぐっての駆け

引き、類似支援との線引きという実情などもあり、現状ではかなり精神保健（福祉）に

偏った理解がされている側面もあるが、「社会的参加を阻まれた状態に置かれている」

という状態に即せば、かなり広域な「困難」を内包している概念である。 

他方で、「ひきこもり」というカテゴリーは昔から世間一般に通用する言葉として用

いられていたわけではなく、主に 1990 年代に入って支援者から提起されるようになり、

メディアによって注目を集めるようになり広まっていったものである（荻野ほか 2008）。 

この「名付け」というのは、主に当事者・支援者側から発せられる自発的なものと、

世間・外部により押し付けられる他律的なもの（負の烙印としての「スティグマ」）と

の両面があり、それらは社会的機能において両極端な意味を持つようになる。どちらか
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というと、社会的関心が強くなるのは後者の「押し付け」の側面であり、格好のバッシ

ング対象として扱う者と、そのスティグマ機能を批判する者とでの「スティグマ」をめ

ぐる言説空間ができあがっているとも言える。 

他方で、「ひきこもり」というカテゴリー化により救われる若者もいるという側面は、

一般的にはあまり認識されていない。「ひきこもり」というカテゴリーがない状態にお

いては、学校や職場など社会的属性による指標から、「身体が悪いわけでもないのに、

働きもせず家にいる若者」としてのみ規定され、社会的には「何者でもない者」として

残余カテゴリーに落とし込まれてしまう。その状態では社会的にも可視化されないまま

に放置されるため、ひきこもり状態に置かれた者は個々に自分を責め続けるしか術がな

くなってしまう。そこに「ひきこもり」という名づけがなされることにより、自分の置

かれた状態は自分だけのものではなく、他にも多数存在するのだということが確認でき

るとともに、「ひきこもり」を冠した支援の場や集いの場を獲得することも可能となる。

そして事実、「ひきこもり」が社会的に認知されるにつれ、バッシング対象として同定

されるとともに、相応の支援課題としても対応が迫られるようになっていった2。 

なお同様の構図は、大人になってはじめて「発達障害」という診断を受けた者の反応

としても指摘されるところであり、それまで否定的な文脈でしか自己を捉えられなかっ

たのに対し、その課題を一定程度外在化させることで救われる半面、「障害者」という

カテゴリーにまつわるスティグマを受け入れなければならなくなる、という両義性であ

る。つまり、カテゴリー化により救われる者もいれば、それにより傷つく者もいるし、

その両面を同じ人間が同時に抱えうる、ということである。 

こうした両義性を踏まえた上で、「支援」の対象設定をどのように考えるのか。既に

社会的認知の広まったカテゴリーに付随する偏見を取り除いていくという作業も必要

だし、他方ではそのカテゴリーを無効化しうるような別の尺度をつくり出していくとい

う作業も必要となる。 

 

（２）支援の場への参入障壁 

以上のような両義性を踏まえた上で、次に支援の場における参入障壁について、「居

場所づくり実践」を焦点に据えて考えてみたい。 

若者支援の現場では、さまざまな形態の居場所づくり実践が展開されているが、その

内実を読み解いていく上での分析軸として、南出（2015a）では軸１【開放性（出会い）

―限定性（仲間）】と軸２【活動性（充実）―休息性（安らぎ）】という２つの軸からな

る四象限を作成した。ここではそのうち、カテゴリー化と密接に結び付く軸１について

                                                   
2 石川（2007）は、このことを端的に「自己を語るための語彙」の獲得と表現し、「治療・

援助の必要性」を問う専門家による定義の文脈とは一定程度自律的な機能をそこに見出し

ている。 
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紹介しておきたい。 

この【開放性―限定性】という軸は、その居場所に集うメンバーがどの程度の範疇に

広がっているかという指標である。開放性が高いほど、多様なメンバーが集い、多くの

出会いを創出する場となり、他方で限定性が高いほど、互いの仲間関係・信頼関係の醸

成に寄与することになる。開放性が最も高い場は、まさに「誰でも来られる場」（たと

えば公園など）であり、限定性の最も高い場は「メンバー限定の場」（たとえば家庭な

ど）となる。 

この評価軸はもともと優劣をつけるためのものではなく、あくまで場の特質を見定め

るための一指標に過ぎないが、前項で見たような「支援の受けづらさ」を考慮した際に

は、おのずと「開放性」に価値が置かれがちになる。すなわち、特定の「支援」対象者

だけをターゲットにした居場所だと、その居場所へ行く＝支援を受ける存在となってし

まう分、入りづらくなってしまうのに対し、「誰でも来られる居場所」であれば、そう

いった気兼ね抜きに入っていける、という構図である。 

しかし、入った後の居場所内での実質的機能にまで目を向けると、必ずしも開放性が

高い方がいいとは言い切れない側面もある。たとえば障がい者の場合、一般社会では常

に障がい者である自己を意識しながら振る舞うことを余儀なくされがちであるが、障が

い者（＋α）に限定された場であれば、「障がい者である自己」はいったん脇に置いた

うえで、それ以外の自己を表出・展開していくことが可能となる。つまり、たとえステ

ィグマを伴う属性であったとしても、その場において一般化していれば、一時的にであ

れその属性から逃れられる場として機能するのである。逆に開放性が高い場であれば、

それだけ一般社会と同様の抑圧・マイノリティ構図が広がりがちとなる（意図する・し

ないにかかわらず）。もちろん、開放性に富んだ場というのは一定の異質共存の文化を

内包しているからこそ成り立っている部分があるため、露骨な排除にはならない面もあ

るが、やはり自己表出の自由度には差が出てきてしまうため、徐々になじめなくなり自

ら遠ざかってしまうという帰結になりがちである。障がいなど、多少なりとも表に出て

きがちな属性であればまだ相応の対処・所作が施されうるが、たとえばセクシャルマイ

ノリティなど、なかなか表明する機会のない属性（を持つ人を主な対象とする）の場合

には、募集の打ち出しなどにおいて一定の限定化をかけておく必要が出てくるだろう3。 

また、「誰でも来られる場」というものは、逆に捉えどころがない側面もあり、外在

的な働きかけがない限り、「はたして自分が行ってもいいものかどうか」という逡巡を

呼び起こしてしまう。その意味で、多くの社会的な居場所は対象なり活動なりをある程

度限定化して設定されており、その内容・範疇が常に問われているものでもある。 

                                                   
3 なおその際、限定化するのは「人」（セクシャルマイノリティ）というよりも、「場」の特

質（「性の多様性について関心のある人のための場」など）にしておく方がより自然な対応

となるように思われる。 
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（３）対象設定と課題設定との結びつき 

こうした対象設定の問題については、「若者支援」においても常に問われてきた論点

であるが、ここで注意を要するのが、「対象設定」と「課題設定」との強固な結びつき

である。 

まず「困難な状況に置かれた若者」という対象設定を敷いた場合、どうしてもそこで

の支援課題は対象設定において据えた「困難」に焦点化したものとなってしまいがちで

ある。実際、困難が「困難」と認識され苦しんでいるからこそ対象範疇に入ってくるわ

けで、現実問題としてその苦しみを除去していくことは不可欠の課題としてある。また、

その「困難さ」をもたらしている要因や程度は個々人で相当に事情が異なってくるため、

支援の手法も個別対応に向かいがちになるのも必然である。しかし、実際の支援の実情

を追っていくなかで見えてくるのは、実践においてなんらかの「対象設定」は不可欠な

ものではありつつも、それが「課題設定」および手法、評価軸までを規定するものでは

ない、という点である。結果として、それが当該の「困難」を除去することに寄与する

ことになるということはあっても、それは単なる一つの帰結に過ぎず、目的はまた別の

ところに設定されている、という支援の形態も少なくない。 

たとえば「ひきこもり」という困難に即してみるとどうなるか。まず対象設定の段階

において、「ひきこもり支援」というのはごくありふれたカテゴリー化であり、さまざ

まな現場で用いられている。しかし「困難」の内実を追ってみると、ひきこもり状態そ

のものにおいて生じる困難というのは社会的スティグマや当人・家族の心配という程度

であり、より本質的な困難はむしろ働けていないこと、あるいは社会参加できていない

ことに由来するものであることが分かる。この点については、前述のように「ひきこも

り」が労働・社会参加の残余カテゴリーとして設定されたものであり、単なる定義の裏

返しに過ぎないことを考えればすぐに了解されうるだろう。 

しかし、さらに検討すべきはその先である。たしかに当人の苦しみは働けていないこ

と・社会参加できていないことによりもたらされている部分が大きいが、支援のプロセ

スにおいてその苦しみが除去されるのは、必ずしも就労できたこと・社会参加できたこ

ととは限らないという点である。一般的な意味での就労や社会参加を果たせていなくて

も、当初抱えていた苦しみを取り除くことができるようになった若者もいれば、逆に一

定の就労・社会参加は果たせたものの、あいかわらず「世間の目」などに縛られ、場合

によってはひきこもっていた時以上に苦しい状況に立たされることとなってしまう若

者もいる。こうした逆機能をどのように捉えればいいのか。それは、支援課題および目

的が「ひきこもりからの脱却」でないことはもちろん、「就労・社会参加」でもなく、



78 南出 吉祥  

別のところにあるからに他ならない4。 

ではそこに該当する課題は何か？という点については、いまだ定まった見解は見出さ

れておらず、実践的にも研究的にも探究の途上にあるが、それはおそらく「自立とは何

か？」という問いに連なる抽象的命題にとどまるものであり、個々人の実情に即しつつ

も到達しえない理念的目標となるものであろう。たとえば「まぁなんとかなるさ」とい

う、ある種の開き直りに近いような感覚5をもてるようになった時点で支援は終了だ、

と言われることがあるが、その目的達成と就労達成とが必ずしも一致するわけではない。

こうした余裕を持てないままに、焦りから就労へと至ったとしても、困難な状況はあま

り変わらないばかりか、無理が生じて続かなくなり、再び傷を負う羽目になることもし

ばしばある。逆にこうした状態に至っていれば、たとえ就職できていなくても就職活動

に向かうことも可能になるし、何より就職／離職による気持ちの浮き沈みを一定程度抑

えることが可能となる。もちろん、就職することにより生じうる自己有用感や賃金獲得、

生活の安定などにより、結果として上記状態にたどり着くというプロセスもあるため、

けっして単純な判断・評価ができるわけではないが、質的な意味で捉えれば、目的と結

果の違いは明らかだろう。 

 

（４）課題の複合性 

こうした「対象設定」と「課題設定」のズレを指摘した際、次に出てくる問いは「で

は、○○（対象）の課題は何か？」というものである。 

実践を展開していく上では、困難の有無にかかわらず、課題設定というものは欠かせ

ない。そこに何らかの意図があるからこそ実践的にかかわっていくのであり、何も意図

がないまま付き合っていくのは日常生活そのものである。もちろん、日常生活そのもの

が実践であるという見方も重要だし、若者たちとの日常生活をつくり出していくという

ことも大事な実践としてある。しかし、なぜ若者たちとの日常生活を作り出さねばなら

ないかというところに立ち返ってみるならば、そこには「若者の生活世界を広げる」と

か「豊かな成長の機会をつくり出す」などの課題意識が根底に敷かれていることが分か

る。 

そういった前提を踏まえつつ、課題の設定において問題となるのは、「対象の一般化」

と「課題の複合性」という二つの点である。まず前者の対象の一般化については、これ

まで述べてきたような対象のカテゴリー化に伴うもので、ある対象が「○○」という属

                                                   
4 この問題に最もダイレクトかつ鮮明に迫ったのが、既述の石川（2007）であり、当人な

りの存在論的安心（Ａ．ギデンズ）の獲得こそが最も基底的な課題であると論じている。 
5 この感覚については、「意欲の貧困」について論じた湯浅・仁平（2007）が描いた状態と

符合する。それは、「やったことないけど、やってみたらできた」という経験の蓄積が、未

知の活動にもチャレンジして頑張ることができることを保障するという、経験格差に由来

する貧困問題である。 
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性なり困難なりを持っていたとしても、それがそのまま特定の課題を持っているとは限

らないということである。人はそれぞれ違う環境のなかに生きており、それがたまたま

一時的・部分的に同じ属性をもつことがあったとしても、その部分だけでその人自身を

規定できるものではない。その人にとっての課題は何かということは、あくまでその人

自身のなかにしかなく、直接付き合いかかわっていくなかで見出されていくものであり、

外在的に一般化され把握されるものではない。だからこそ、若者支援においてもその

場・その相手に応じた柔軟な対応が不可欠となり、実践形態としての「インフォーマル

性」が重要な意味を持つこととなる。 

前者については、どちらかというと単純な構図理解を求めてくる外部との関係におい

て顕在化することが多い問題であるが、それに対して後者の「課題の複合性」について

は、実践者同士でも齟齬が起きやすい問題であり、もう少し丁寧な検討が必要となる。 

まず、人は多様な課題を同時に抱えており、それぞれが相応の重要性を持っていると

いうことの前提了解が必要となる。しかし既述のように、実践を展開していく上ではな

んらかの課題設定が必要になる以上、複数ある課題のなかから特定の課題をとり出して

実践の焦点に据えざるをえない。そして実践の方法選択や評価においては、その課題に

即した見立てが行なわれるため、他の課題に即した対応は二義的なものになっていく。 

他方で、そもそもの課題設定の段階で異なる課題を立てていれば、それに対する方

法・評価も大きく異なってくる。そこに生じる課題設定の違いは、まさに実践者の専門

性による違いを意味しているだけに過ぎず、両者ともに対象者にとって重要な課題でも

ありうる。しかし、実践者にとっての日々の実践は、そこで設定された課題に即した判

断により営まれている以上、対象者に対する着眼点およびその特徴に対する「重要さ」

の判断基準は、自らが設定している課題に規定されたものとなる。 

こうした前提認識・価値判断の違いは、専門性を異にする実践者同士が集まり、同じ

対象者についての働きかけ・支援について話し合う際に表面化してくることが多く、場

のファシリテートを行なう際の最重要事項に据えられたりもする。ただ、もともと課題

の複合性が前提となっていて、担い手も多様な出自の実践者が混在している「若者支援」

の領域では、こうした部分に起因するすれ違いは日常的なものだったりもする。 

そうした齟齬・すれ違いを超え出ていくためにも、実践の過程に含まれてくる各種機

能の違いを分析し、課題の幅とその多様性をきちんと踏まえつつ実践を進めていけるよ

うにすることが重要となってくる。その点について、節をあらため検討してみたい。 
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２．「実践」の複合性を捉える視点 

 

前節での「場の設定」に関する検討を踏まえた上で、本節では支援の内実について掘

り下げ、そこに内在する各種実践の機能について考察していきたい。 

 

（１）「若者支援」の機能区分 

「はじめに」でも述べたように、「若者支援」実践にはさまざまな要素が複合的に折

り重なっており、一つの実践概念のみでは集約しきれない幅をもつものである。その多

様性について、筆者はかつて「自立を支える基盤」と連動させる形で「ケアワーク」「ソ

ーシャルワーク」「ユースワーク」の三つに区分して分析を試みたが（南出 2013a、若

者支援協同連絡会 2016）、本稿ではそれらをさらに精査し、以下のような概念整理を試

みる。 

なお個々の実践概念については、それぞれに探求が続けられている論争的なテーマで

あり、本来であれば一つひとつそれらを整理した上で「若者支援」との結びつきを考え

ていく必要がある。しかし本稿は、総体としての若者支援に含まれている実践の複合性

を確認するため、概念間の比較に重点を置いて考察を進めていく。 

 

コミュニティワーク（社会形成） 

                   ↑ 

 （生の手応え／主体化）ユースワーク ⇔ ソーシャルワーク（生活基盤／社会化） 

                    ＼     ／ 

                      ↑ 

ケアワーク（居場所／人間化） 

 

まず基底に置かれるケアワーク（とそれにより獲得される居場所）については、若者

をその属性や能力ではなく、存在そのものとして受け止めていくという実践のスタンス

である。「自分は生きていてもいいのだ」「ここに居ていいんだ」という、人が人として

生きていく上で最も根源的な欲求に応えるものであり、自己・他者・社会に対する基本

的信頼を取り戻し、醸成していくための実践である。その入り口としては、支援者との

一対一関係の形態で行なわれることも多いが、２者関係だけでは「社会」にはならない。

支援者との間に築かれた信頼関係を土台としながら、それ以外の他者との関係を新たに

結んでいき、徐々に自分がいられる場を拡張していくということを支えるのがこのケア

ワークである。こうした実践スタンスは、どんな具体的な場面においても前提に敷かれ

るべきものであり、それ抜きではそもそも支援が成り立たなくなる質のものである。な

おここで言う「ケア」とは、世間一般に流布されている「世話」や「介護」など表層的
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な意味ではなく、それらの土台に据えられている「応答関係」を意味している6。 

そしてケアワークを土台としつつ、より具体的な働きかけのレベルで見ていくと、ソ

ーシャルワークとユースワークという二つの機能が両者折り重なりながら展開されて

いることが分かる。まずソーシャルワークについてみれば、若者が最低限生きていく上

で必要となる生活基盤を確保していくための実践である。まずそもそも、いくら上記居

場所を確保しえたとしても、当面の生活が成り立たないような状況では生きることすら

ままならなくなる。そうした状況に対し、制度や各種社会資源を活用しながら、最低限

の生活を保障していくために動いていくのがソーシャルワークである。さらに一般的に

イメージしやすい物理的・経済的な支援だけでなく、家族との関係修復や基本的な生活

リズムの形成、基礎的スキルの獲得という課題も含まれてくる。たとえば「支援の場が

ある」「面談の予定がある」ということ自体、生活のリズムを形づくるうえで重要な役

割を果たす。逆に面談や電話相談などに過度に依存状態になっている場合には、あえて

距離を取って自分を振り返るための時間を設けるなどの所作が必要となることもある。 

そしてもう一方のユースワークは、若者の成長発達を軸にした働きかけであり、社会

のなかでの自己の位置づけ・社会的役割を獲得していくということが課題となる。居場

所と生活基盤があれば、最低限ヒトとしては生きていけるものの、社会的存在である人

間としての生をまっとうしていくためには、「自己の能力を発揮する」ということ、そ

してそれを通じて「誰かとともに生きていく」という次元は欠かせない。ケアワークの

次元では、能力抜きに存在が肯定され受け止められることが重要であるが、このユース

ワークの次元では、むしろ能力発揮の結果としての「手応え」という部分が重要となり、

その派生において「誰かの役に立つ」という自己有用感などもかかわってくる。ただそ

の際注意すべきは、「できる／できない」という外在的かつ個別的な評価指標に基づく

のではなく、あくまで応答性（相互作用）に根差した能力観に即した教育的評価が必要

となるという点である。この社会的役割という基盤は、典型的には労働現場で展開され

ているものであるが、そこでの外在的かつ一方的な役割付与とその評価により傷つけら

れた経験を持つ若者も少なくない。その意味で、実践上においてもさまざまな配慮が必

要となるが、そこが労働現場ではなくユースワークの現場であるという部分を担保する

一つの重要な回路が、上記教育的評価に他ならない7。 

こうした三つの機能が、ときには同じ実践のなかにも入り混じりながら展開されてい

るのが「若者支援」の現場であるが、それらと重なり合いつつ、その延長線上に据えら

                                                   
6 こうしたケア概念については、ケアを実践者単体のものとみなすのではなく、行為が交わ

される関係双方のやり取りであるということを「ケアリング」という概念で提唱するＮ・

ノディングズ（1997）の議論を参照。また、その日本社会における具体的様相に即して論

じたものとして、中西（2015）参照。 
7 もちろん、概念上は一般の労働現場でもユースワークは機能しうるし、人が育つ職場には

多様なユースワークが無自覚のうちに実践されているとみるべきだろう。 
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れているのがコミュニティワークの次元である。前三者の機能は、それぞれ他者関係や

社会との接続を前提としつつも、やはり「困難な状況に置かれた若者」に向けた支援に

焦点化されていた。しかし自らに降りかかった困難およびそれに基づく生きづらさを解

消するというだけでは、また別の者が困難を抱え社会から排除されていくという構図は

変わらないし、自身のその後の生活も持続的に安定を保つことは難しい。また、前三者

の課題を十分に果たしえたとしても、それが現行社会における生活をそのまま保障しう

るものとなるとは限らない8。そこで必要となってくるのが、自分たちの十全な暮らし

を成り立たせていくための社会づくりであり、仕事や余暇活動も含めた地域づくりとい

う課題である。 

 

（２）ソーシャルワーク／ユースワークの原理 

以上の全体構図を踏まえつつ、ここではソーシャルワーク／ユースワークについての

機能区分を原理的に掘り下げ考えてみたい。前項に示した四つの実践は、すべて一つの

実践のなかに同時に機能しうるものであり、「区分」だけを強調してしまうことは危う

いが、なかでもソーシャルワーク／ユースワークについては、両者の「課題設定」の違

いが鮮明になりやすく、注意が必要である。そこにある違いが互いに了解された上で、

両者の機能を対比させていくのであれば問題ないが、実はその違いの質がきちんと踏ま

えられないまま、表層的な部分でのすれ違いが起きてしまったりしがちである。そこで

以下では、両者の違いがどのような部分にあるのか、そして両者ともに同じ実践のなか

に含まれうるのだということを見ていきたい9。 

 

①課題設定の違い 

両者の対比の仕方にはさまざまな切り口が想定しうるが、中でもその根本として挙げ

られるのは、課題の設定のされ方である。ソーシャルワークの場合、基盤にあるのは「健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の保障（憲法 25 条）であり、その権利が侵

害されている状態においてそれを解決・克服していくための活動である。「最低限度」

の見極めや「生活」の内実をどのように見定めるかということは、そう簡単にはいかな

い作業ではあるが、特定の権利侵害が発生しているからこそ必要となる実践であり、そ

の意味で「マイナスからゼロへ」というのがソーシャルワークにおける課題設定の基本

                                                   
8 「健康で文化的な最低限度の生活」を金銭保障レベルのみで捉えるならば、それは現行社

会体制下でも（理屈上は）可能である。しかし生涯を通じた教育権（発達・学習権）の保

障や労働権の保障という次元を考えると、現状ではまったく足りていないというのが実情

である。ここで言う「生活保障」とは、狭義の生存権の保障にとどまらず、実質的な社会

参加を果たすことが可能な状態（社会環境整備・構築も含め）を指している。 
9 以下の記述については、「スクールソーシャルワーク」を検討するうえで教育とソーシャ

ルワークとを対比して検討した南出（2013b）に即している。 



 「若者支援」を考えていく際の論点粗描 83 

原理となる。そこでは、課題を特定し明確化させることは必須の作業となるし、その分

評価も比較的明確に設定しうる。 

それに対してユースワークの場合、基盤となるのは教育権であり、「能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利」（憲法 26 条）の保障であるが、その意味するところは少々

設定が難しい。その問いは「教育とは何か？」という長大な理論課題にも通じていくが、

さしあたり基本となるのは、個々人のなかにある発達へのニーズを満たしていくという

ことになるだろう。しかし、「ニーズの保障」じたいはソーシャルワークにおいても重

要な原則であり、「発達」への応答という部分はもう少し詰めて考えねばならない。 

「発達」という概念は、ある時点Ａにおける状態と別の時点Ｂ（Ａより後）における

状態とのあいだに成立するものであり、「より望ましい状態への変容のプロセス」であ

る。その理解において重要なのは、けっしてＢ時点における状態（到達点）のみを指し

ているのではなく、焦点はあくまでその「あいだ」にあるという点である。このことは、

課題の設定においても著しい難しさを孕むとともに、ソーシャルワークとの対比が大き

くなる点である。なんらかの結果に至るＢ時点以降から見れば、「Ａの状態からＢの状

態への変化」として固定的に見定めることが可能であるが、Ａ時点およびＡ～Ｂの時点

においては、本当に「時点Ｂ」は到達しうるかどうか分からないし、到達せねばならな

い課題だというわけでもない。そもそも発達ニーズ自体は個々人のなかにあり、生存権

のような社会的標準が見定めづらいし、たえず変遷しうるものである。それゆえ、当初

は時点Ｂをめざして活動していたが、途中でその課題は必要なくなり、別の方向性へと

向かう、ということも実践においては起こりうる。それでも「Ｂをめざして活動してき

たプロセス」が無意味になるのではなく、その「あいだ」は重要な発達ニーズの保障と

なる。そう考えていくと、発達へのニーズを保障するということは、少なくともユース

ワーク（教育）の次元から捉えてみるならば、「ある状態に向けて取り組むプロセス」

そのものを提供するということになるだろう。 

以上の点を、具体的次元に即してみるとどうなるか。たとえば、「自転車に乗れるよ

うになる」という発達局面を設定してみる。自転車に乗れるようになることは、社会生

活を送る上ですべての人に不可欠必須の能力としてあるわけではないが、それでも身体

機能的に不可能でない限りは、やはり「健康で文化的な最低限度の生活」の範疇には含

まれうるだろう。その意味で言えば、「自転車に乗れる状態」を保障する（自転車を買

えるような条件を整える、実際に乗れるようになる）ということはソーシャルワークの

課題であり、それに対してユースワークは「自転車に乗る練習をできる機会およびサポ

ート」を保障・提供するということになる。そして両者の着眼点（課題設定）としては、

ソーシャルワークが「自転車に乗れていないこと」に向けられるのに対し、ユースワー
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クは「自転車に乗りたいと思うニーズ」に向けられる10。しかしすぐに気が付くように、

両者はけっして分離し存在するものではなく、当事者・実践者ともに両面入り混じって

いるのが常態である。 

以上の点をさしあたりまとめれば、マイナスにフォーカスしそれを埋め合わせる「結

果」の保障に課題を据え取り組んでいくのがソーシャルワークであり、なんらかのプラ

スにフォーカスしそれに向かっていく「過程」（そこへの従事）の保障に課題を据える

のがユースワークだという対比が確認できる。 

 

②アプローチ対象としての現在／未来 

以上の対比は、実践が向き合うべき時制においても対照性を見せる。それは、【「現在」

の保障を未来に託すソーシャルワーク】と、【「未来」への志向を現在に保障するユース

ワーク】という違いである。 

ソーシャルワークの場合、起点となる「マイナス」は、本来的には満たされているべ

き課題であり、それが侵害されている「現在」があるからこそ実践が生起するものとな

る。その意味で、到達点としては「未来の状態」に据えられつつも、機能的には（実践

の結果としての未来における）「あたりまえの現在」を取り戻す作業と解することがで

きる。そして到達点に至る過程については二次的なものに過ぎず、むしろできるだけ短

いに越したことはないということとなる。 

それに対しユースワークの場合、起点となる発達ニーズ（プラス）は、当該時点では

到達しえていないからこそ生じる課題であり、その意味で「未来への志向」が前提とさ

れる。しかしそこへ「到達」するかどうかはユースワークの課題としては二次的であり、

機能的には「未来への可能性」（が担保された現在）を保障する作業となる。 

こうした対比において先鋭化するのが、行政評価など外在的な評価指標の設定にまつ

わる問題である。課題が「現在」におかれ、それが果たされたかどうかが問われるソー

シャルワークの場合、課題の内容も特定されやすいし、「現在」の状態を測定すること

で評価が可能となる。むしろ逆に、「最低限度の生活保障」が「可能性」にとどまって

しまうとすれば、政策としても問題含みのものとなるだろう。 

他方で「可能性」の担保が焦点となるユースワークにおいては、実践の評価が非常に

難しいものとなる。まず結果ではなく過程の保障に焦点が据えられるという点で、単純

な数値には置き換えられないものが評価の対象になるという点が挙げられる。そして課

題が「未来（の可能性）」に据えられる以上、現在への測定では評価にならないためで

ある。さらには「結果」に依拠して測定しようとしても、それ自体が難しいということ

                                                   
10 もちろん、その原点として「自転車に乗れるようになりたい」というニーズを生み出す

ような生活経験を保障するという課題も設定しうるし、その課題に対するソーシャルワー

ク的視点・ユースワーク的視点双方から考えることも可能である。 
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も指摘しうる。ユースワークのプロセスに携わることで身に付いた「力」が、実際に現

実社会において発揮されるかどうか（「能力」として発現するかどうか）は、その力を

行使しうる生活環境・場面に置かれるかどうかによって規定されてくるため、力を獲得

したその時点では測りようがない。 

この両者の関係をまとめれば、「現在」の状態の基盤的整備をソーシャルワークが担

いつつ、その上に付随してくる「未来」に向けた活動をユースワークが提供し、その結

果として結実してくる「少し先の現在」の綻びをソーシャルワークが再度支えていく、

という循環構図が浮かび上がる。それを踏まえれば、ソーシャルワーク／ユースワーク

という実践概念の対比を安直に福祉現場／教育現場に結び付けて把握されがちな状況

の問題性が見えてくるだろう11。 

  

③対象者の範疇 

前項で見たような「現在／未来」に関するねじれ（「現在」を未来において保障する

ソーシャルワーク／「未来」の可能性を現在において保障するユースワーク）は、本稿

でも重要な焦点として据えている対象者の範疇についても該当しうる。まずソーシャル

ワークの場合、「最低限度の生活」は社会的に設定されてくる普遍的なものであり、そ

れをすべての人びとが享受できる状態にしていくということが原則になる。だからこそ、

現実レベルでの実践としては、そこから漏れてしまい生活が保障されていない人に特化

したアプローチが焦点化されてくることとなる。それに対してユースワークの場合、発

達に対するニーズに応じて行使されるものであり、実践対象としては「それを望む者」

という限定化がかけられる。しかしどのような状態にある人がそれを望むことになるの

かは外在的には規定しえないために、実践的にはすべての人にひらかれたものとなる。 

この対比において特に注意を要するのが、「すべての人に対するソーシャルワーク」

という次元の理解である。実際にソーシャルワークが機能する現場としては、たしかに

「最低限度」が保障されていない人びとへ限定化したアプローチが想定されやすいし、

政策としてもそこに焦点化されているのが実情である。しかしながら、ソーシャルワー

クとは特定の人びとだけを対象にした実践ではなく、あくまで射程は「社会」そのもの

にある。そのことの了解が、政策的にも一般的な認識においても（さらには実践的にも）

失われがちであり、あらためて確認・展開を促していくことが必要となる。 

たとえばホームレス支援を例に取れば、具体的に働きかける対象としてはホームレス

状態に置かれた人という限定化がかけられることが多いが、ホームレス支援とは「ホー

                                                   
11 たとえば CAP（子どもへの暴力防止プログラム）など、福祉的実践として取り組まれる

ことも多い「予防」活動は、ここでの対比で言えばユースワーク的機能（むしろ教育的機

能）を持つ活動であると解することができる。CAP を受けたとしても、暴力に晒されると

いう事態は生じうるわけで、CAP を生存権保障の取り組みとしてしまうと、暴力を受けた

者の自己責任やその他の社会環境不備に対する免罪を呼び込みかねない危うさがある。 
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ムレス状態にある人」への支援だけを意味するのではなく、「ホームレスが生み出され

てしまうような社会（に生かされてしまっている人びと）」への支援でもある。ホーム

レス状態で過ごすことの困難があるのと同時に、ホームレス状態で放置されている人び

とを目の当たりにしながら生活をさせられているということじたい、生活を営む上でそ

の除去がめざされるべき「困難」としてある。また、「ホームレス」に対する社会的認

識とその偏見がホームレス状態にある人びとを一層傷つけるという側面もあるため、一

般の人びとに対する誤解の除去自体も重要なソーシャルワークとなってくる。その意味

でも、ソーシャルワークを社会一般に開かれたものとして把握することは不可欠となる。 

また、ソーシャルワークの課題・射程は「人」に対する支援だけにとどまらない。た

とえば最低賃金の引き上げをめざす運動や戦争をさせない政治的働きかけなど、人びと

一般の生活保障にかかわる活動も、ソーシャル・アクションというソーシャルワークの

一領域となる12。 

 

（３）実践概念と制度・政策的腑分けの整理  

以上、本節では「若者支援」に内在するさまざまな実践アプローチの質的差異を分析

してきたが、この作業はもちろん実践相互を分断するために行なったものではなく、外

側から持ち込まれる線引きや実践手法の対立などに惑わされることなく、各現場の取り

組みとその機能をきちんと了解し説明していけるようになるためのものである。 

対人援助にかかわる実践は常にその問題を抱えがちになるが、とりわけ教育と福祉に

まつわる実践は、常に制度的・政策的分断に晒されてきた経緯がある。何より福祉を統

括するのが厚生労働省、教育を統括する文部科学省というように、国レベルでの担当所

管が異なることの影響も大きいが、実践や研究のレベルでの相互交流もなかなか進まな

いまま、独自の進化を遂げてきた側面もある。その結果として、同じような政策が担当

課を異にするだけで乱立してしまったり、両者の狭間で空白の領域ができてしまい、そ

こでの課題が社会的に放置されたり、同じ実践が違う言葉で語られ、相互発展の機会を

逃してきたり、さまざまな弊害を生み出してきた。さらに「若者支援」の場合には、教

育・福祉に加え、労働問題や家族関係、医療・精神保健や司法関係などありとあらゆる

領域の問題がかかわってくるため、より問題が複雑化する。 

こうした分断を乗り越えていくために重要なのは、真の意味で「実践概念」というこ

とを捉えられるようになっていくことである。その前提として、制度・政策的な整理・

腑分けと実践とを混同しないことが最低条件として必要である。たとえば勤労青少年ホ

ームは、勤労青少年福祉法に基づく福祉制度・政策に位置づけられるが、その実践的基

                                                   
12 イアン・ファーガスン（2012）では、新自由主義の台頭とともに、本来ソーシャルワー

クが保持していた「社会」次元に対する視点がどんどん失われつつあるという警告を呼び

掛けている。 
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盤はむしろユースワークに他ならない。また児童館は、児童福祉法に基づく施設である

が、実践機能としてはむしろ社会教育（あるいは保育）に近いものを有していると言え

るだろう13。 

そしてより本質的には、実践そのものと「実践概念」とを混同しない、ということで

ある。何度か折に触れて指摘してきたように、本節で分けてきた各種ワーク（実践概念）

は、一つの実践のなかにすべて内包しうるものであり、逆に一つの実践概念だけに純化

した取り組み（実践）はむしろ稀である。この捉え方は、なかなか現実問題として理解

しづらい部分もあるかもしれないが、日常生活そのものがどのように成り立っているか

を考えてみると、ごくあたりまえのことでもある。人が日常生活を送る上で、どこかで

誰かに受け止められ誰かを受け止めている。そして誰かの生活を支えることもあるだろ

うし、誰かに支えられることもある。そして誰かの活動の機会を提供し成長を促すよう

な働きかけをすることもあるかもしれない。けっしてそれらを意図的にやっているとは

限らないし、それを「○○ワーク」などと名付けて行なうこともないだろうが、機能的

に見れば明らかにそれらは○○ワークとして機能している。 

こうした、日常生活のなかにも内在している諸々の要素・機能を取り出し、ある程度

意図的に組み立て働きかけているのが専門職による「実践」であり、もともとそれらは

分離していたものではないのである14。その意味で、ユースワーカーは《ユースワーク

についての専門性を有している人》という属性に過ぎず、必ずしも「ユースワーク（だ

け）をする人」ではないし、ソーシャルワーカーについてもまた同様である。実際問題、

たとえば貧困状態にある人を支援するという場合、主要に問われてくるのは各種社会保

障や資源の活用などをコーディネートするソーシャルワークになるだろうし、対応する

のもソーシャルワーカーになるだろう。とはいえ、まず何よりもその人との関係形成が

できないことにはまともな支援はできないし（ケアワーク）、生きる希望や手応えその

ものを取り戻していかないことにはニーズ自体も立ち上がってこないし（ユースワー

ク）、家族や近隣の人との関係がボロボロのままでは、お金だけなんとかしたところで

生活の保障はままならない（コミュニティワーク）。もちろん、「それらすべて含めてソ

ーシャルワークだ」という理解も可能であるが、それはあくまでソーシャルワーク的視

点に立った際に言えることであり、「視点」抜きで一般化してしまうことは、かえって

それぞれの専門性の意義を奪ってしまいかねないように思う。 

あるいはユースワークの代表的な実践形態の一つとしてある青少年活動施設の場合

はどうか。青少年との活動促進と場づくりがユースワークの核としてあるが、まずは若

                                                   
13 それを「若者支援」に即して言えば、「ひきこもり支援」は精神保健の領域として厚労省

社会援護局主幹で扱われる一方、地域若者サポートステーションは厚労省雇用能力開発局

に据えられ、雇用対策の「ニート支援」として扱われる、という状況である。 
14 他にも、子育てや介護なども同様である。とりわけ「日常」の延長線上に位置づけられ

るこうした実践は、けっして「業務独占」にはなりえないし、すべきでもない。 
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者の名前を覚えるとか声をかけるなどの行為は、どちらかというとケアワークに属する

領域だろう。そして何よりも、その施設がありいつでもふらっと立ち寄れる条件が整え

られているということ、あるいは指導的な目線でおせっかいを焼かれることがないとい

うことは、ソーシャルワーク的な要素と言える。そしてそういう活動が地域社会にも認

知され、生活の一領域として位置づいているということは、コミュニティワークとして

の機能だろう。 
さらには、個々の働きかけごとに機能を分ける必要すらない。前項において、「自転

車に乗れるようになること」という例示をしたが、まったく同じ働きかけにおいても、

複数の機能を同時に備えているという場合も少なくないし、違いをもたらすのはあくま

で視点に過ぎないのである。その意味で、「この実践はユースワークかどうか」という

捉え方はあまりふさわしいとは言えず、むしろ必要なのは「この実践におけるユースワ

ーク的要素は何か」という捉え方になる。 
こうした捉え方は、外在的な「分かりやすさ」が求められがちな現在の社会的風潮の

下では理解されづらく、専門性をいかに確立していくかという課題とは相性が悪い部分

も多々あるだろう。しかし、「分かりやすさ」とともに失われていくものこそ、プロセ

スでありユースワークであるという危機意識を踏まえるならば、実践内部に含まれてい

る多様な回路とその機能が、当の若者にとってどのような意味を果たすことになってい

くのかという展開過程についても、手放してはならない重要な認識対象であるといえる

のではないだろうか。 
  
 

３．「困難」をもたらす社会へのアプローチ 

 
本稿では「若者支援」を見定め問い直していく上で必要となる論点について整理・分

析してきたが、最後にその「支援」の外側、すなわち「困難」をもたらしている社会状

況についての把握と働きかけの必要性について指摘したい。 
まず確認すべきは、若者支援も含め、ここ 20 年ばかりのあいだにさまざま展開され

るようになった、いわゆる「市民活動」全体にかんする問題である。若者支援に関する

研究において、日本とヨーロッパの比較がなされることが多いが、その両者の対比にお

いて著しい違いを見せていたのは、いわゆる「若者支援」だけでなく、各種さまざまな

インフォーマル領域の実践がパブリックなものとしてきちんと社会的・文化的に位置付

けられているということである15。日本でも、NPO 法の整備以降、サード・プレイス

                                                   
15 なおこの点をユースワークに即してみれば、日本においても青年団活動や青年学級など、

かつてはこうした領域がきちんと担保され、制度的にも実践的にも相応の社会的位置を占

めていた時期があった。それらの同時代的意味合いやその衰退のプロセス、現代への応用
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論や「共」空間（コモンズ）の創造、あるいは新自由主義的ニュアンスも色濃い「新し

い公共」論など、さまざまな形態で注目されるようになりつつあるが、いまだ局所的で

あり、あくまで国家（公共）―企業（市場）―家族（親密性）というメイン社会の補完

的機能に過ぎない位置づけとされている。さらに市民活動は、実質的には国＝公共が取

りこぼし手を付けようとしない領域を独自にカバーしている（非政府活動≒NGO）に

もかかわらず、アメリカ式に「NPO＝非営利活動」と名指されるようになり、公共性

をめぐる問いは外され「オルタナティブな市場」の担い手として位置づけられるように

なってしまった。要するに、公共領域の解体・縮減とインフォーマル領域の市場化とが

同時に起きているのが現在の情勢であり、それに対する広範な対抗軸を構築していかね

ばならない状況に立たされている。 

こうした状況に対し、あらためて【パブリック（公）／プライベート（私）】【フォー

マル／インフォーマル】という軸を設定して四象限化し、インフォーマルな活動であり

つつそれがパブリックに了解されるような社会制度・文化を構築していくことが必要と

なるだろう。その領域は、公的責任を切り崩していくような「新しい公共」ではなく、

人びとの各種権利を公的に保障していくための公共領域の拡張・深化であり、「本来の

公共」の実現に他ならない。この「パブリックかつインフォーマルな領域」で育まれて

いくものこそ、多様な主体が多様なままに相互作用し共存し合える民主主義的文化であ

り、そこへの参与を通じて民主主義が学習されていくこととなる。 

そして、こうした領域を社会的に確立し内実を豊かなものにしていくという課題だけ

でなく、そこで生み出され展開されてくるさまざまな実践的挑戦を土台にしながら、あ

らためて国家―企業―家族そのものを民主的なものへと改変していくという試みも欠

かせない。前節のソーシャルワークの説明において、「社会そのものを変革していくソ

ーシャル・アクション」という次元に少し触れたが、そうした社会的働きかけは、ソー

シャルワークの課題としてあるだけでなく、ユースワークやコミュニティワークも含め、

実践活動全般に共通する課題である。上記「パブリックかつインフォーマルな領域」は、

ともするとメイン社会に対するアジールに押しとどめられ、単なるガス抜き装置として

機能させられてしまう危うさもある。また、オルタナティブな社会創造の試みは、とも

するとメイン社会から切り離され、ある種閉鎖的な世界を構築してしまうこともある。 

そうした「別の空間」づくりだけにとどまることなく、現行のメイン社会そのものを

民主的なあり方へと少しずつずらしていくという実践につながっていかないことには、

そもそも「困難な状況におかれた若者」が出てきてしまうことを減らすことはできない

し、社会そのものの本当の発展に寄与することはないだろう。逆に言えば、そういう視

点抜きで「目の前の若者の困難」だけに囚われた実践は、結局のところ「困難を生み出

                                                                                                                                                     

可能性など、歴史的視点からあらためて検証していく作業も必要となってくるであろう。

その端緒として、田中（2015）など。 
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す社会」にとっての延命・補完機能を果たすという構図にもなってしまう。もちろん、

日常の実践そのもののあり方を変えるべきだというわけではないし、それをしてしまう

と現行の実践そのものが歪んでしまいかねないが、さしあたり「念頭に置いておく」と

いうことがあるとないとでは、実践の質もだいぶ違ったものとなってくるであろう。 

 

 

おわりに 

 

以上本稿では、若者支援が展開される場の構成・設定にかかわる問題（１）、若者支

援に内在する複合的な実践概念の検討（２）、若者支援をとりまく社会そのものの構図

（３）という３つの観点から、「若者支援」を見定め実践概念として確立していくため

に必要な論点を取り上げ検討してきた。「はじめに」でも触れたように、本稿で扱った

個々の論点は、それぞれ実際の現場に即した検証作業が不可欠であり、急務の課題であ

る。さらに本稿で扱った論点以外にも、解明すべき課題は少なくないだろう。 

そしてまた、この検証作業にも連なる課題としてあるのは、実践者相互の交流・対話

による実践の可視化・言語化の営みである。日々の実践や各種業務に追われたり、資金

獲得のための評価・競争などに晒されるなかで、ともすると実践者同士・団体同士は孤

立化・敵対化させられてしまう状況も生じがちである。そうした状況を超えて、若者に

かかわる多様な実践者がともに集い、それぞれの実践を語り合うことは、孤立やバーン

アウトを防ぐという支え合いの効果だけでなく、自らの実践を言語化し別の視点から捉

え直すことで新たな気付きや学びにつながっていくという効果も果たしうる。そしてま

た、実践が言語化され他者とも共有可能なものになっていくことにより、社会的な発信

力も高まっていくということにもつながっていく。そうした場をセッティングしたり、

言語化のための参照軸を提供したりなど、研究者が果たしうる役割も少なくないだろう。 

教育実践や福祉実践の領域で長年営まれてきたように、実践そのものを充実・強化し

ていくという課題と、実践蓄積を可視化し言語化していくという研究課題、そしてより

良い実践を広め、周知していくという運動課題とは、それぞれが相互に結びついている

ものである。この［実践－研究－運動］の結びつきを構築していくことが、「若者支援」

の領域においても求められている。 

 

 

※本稿は、文部科学省科学研究費「基盤研究（Ｂ）JP24330222 若者支援政策の評価

枠組み構築に向けた日欧比較研究～「社会的教育学」援用の可能性」（代表研究者：

平塚眞樹）による助成を受けた研究の成果の一部である。 
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