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1．はじめに：山本隆先生との出会いから

本稿でなぜこのテーマを選んだのか。それは、山本隆先生の退職記念である本号への寄稿依頼があり、
山本先生からの学びで、社会起業分野の研究を選んだきっかけは何かに思いめぐらした際に、このテーマ
に行き着いたからである。
山本先生との最初の出会いは、2004年春に先生主宰のローカルガバナンス研究会に出席した時であっ

た。ここで、日本やイギリスの福祉政策・行財政の実態、自治体レベルにおける統治のあり方（ローカ
ル・ガバナンス）をめぐる研究動向に触れる機会を得た。とくに、ローカル・ガバナンスの実態に関する
研究は、政策や行政についてマクロな観点からのみ研究をしていた私にとって、大きな刺激になった。政
策実践の最前線である地方自治体において、行政と市民の相互作用関係をミクロからメゾのレベルで検証
するのが、ローカル・ガバナンス研究の本質である。それは、自治や福祉などにかかわる地域の諸課題に
ついて、どのように取り組まれているのか、その背後にある地域社会の構造はどうなっているのか、その
ようなことを詳らかに検証することである。先生との出会いでこの研究に触れ、どこか空理空論めいたそ
れまでの自分の研究に新しい方向性が見えてきた。
また 2006年以降、山本先生やローカル・ガバナンス研究会に参加している先生方とイギリスで何度も
現地調査を行った。2010年以降の調査では、山本先生が関西学院大学人間福祉学部社会起業学科に移籍
されたこともあって、同行した私も社会起業に関する調査にかかわるようになった1）。これは、何ものに
も代え難い経験となった。なぜなら、同地での社会起業の、そして本稿のテーマである若者就労支援の実
態を見聞きしたからである。日英のローカル・ガバナンスの実態を調査するなかで、それまでの研究で見
逃していたことに気づかされた。表現を変えれば、欠けていたパーツを見つけたと言ってよい経験をした
のである。
地域におけるガバナンス（統治）の検証となると、地方自治への市民の参加の向上、公共サービスの供
給の改善といった問題に目を向けがちになる。もちろん、これらは重要であるが、実際に生活する以上は
生計の手段の確保が重要である。一番わかりやすいものは、仕事であろう。とはいえ、雇用を生み出す地
域経済全体の活性化は自治体の役目だとしても、仕事に就けるかどうかはそこで暮らす人たち自身の問題
でもある。多くの人にとって問題はないかもしれない。しかし、何らかの理由で社会との接点を絶たれて
いる人は、仕事に就くチャンスが極端に減少する。進学したり、雇用につながる技能を身につけたり、そ
ういったことの重要性に気づかない、あるいは諦めてしまうからだ。このような不利な立場に置かれてい
る人たちに対して、地域はどのように手をさしのべているのか。とくに、行政の目が届いていない場合は
どうなるのか。その疑問への答えのひとつが、社会起業による就労支援にあるかもしれない、ということ
─────────────────────────────────────────────────────
１）「社会起業」の定義だが、たとえば神野・牧里の編著では、社会起業家のような個人が社会的企業を作り出すプロ
セスとするヨーロッパ流の社会起業論、社会起業家個人そのものを指すアメリカ流の社会起業論が紹介されてい
る（山本，2012, 53-54）。また同書では、「社会的に排除されがちな人々を社会参加させる機会と支援を、国家や
行政の公的支援のみならず企業、民間団体を含めて市民の社会貢献を融合させた社会問題解決の事業（ビジネス）
的手法による革新運動」とも定義している（牧里，2012, 6）。本稿のテーマである若者就労支援では、後者の性格
がよく表れているため、これを本稿での社会起業の定義とする。なお、社会起業を実践する団体については、「ビ
ジネスプランを通して社会的事業を「企てる」という意味を持つ“エンタープライズ”の方が包括的な意味とビ
ジネス感覚を持つ」とする見解を踏まえ、本稿では社会的企業とする（山本，2012, 55）。
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に思い至った。
ローカル・ガバナンスの研究は、自治体を中心に地域社会の多様なアクターの相互作用を検証するもの
である。そのアクターのなかでも社会起業に携わる団体は、もっとも住民に身近な組織である。本稿で
は、山本先生との調査の思い出も交えながら、不利な立場に置かれている若者への就労支援に焦点を当
て、社会起業が若者就労支援に持つ可能性を取り上げる。最後に、ローカル・ガバナンスとの関連性にも
触れることとする。

2．就労支援の背景

2010年 8月、山本先生の渡英調査に同行する機会を得た。マンチェスター・シティ・カウンシル、お
よびガバナンス研究の第一人者 G. ストーカー（Gerry Stoker）教授（サウサンプトン大学）へのインタビ
ューに同席した。しかし、この調査でより重要だったのは、ロンドンおいて代表的な社会的企業やその支
援組織への調査に同行できたことであった。ホームレスによる雑誌販売で著名なビッグイシュー、社会的
企業の中間支援組織であるソーシャル・エンタープライズ・ロンドン（現ソーシャル・エンタープライズ
UK）とヤング財団、そして仕事に就いていない若者にシェフとしての職業訓練を行うレストラン FIF-
TEEN（現在は閉業）を訪問できたからである。わが国でもすでに社会起業の代表例とされていた FIF-
TEEN を実際に訪れることができたのは、強く記憶に残ることとになった。
国内では、2012年 3月に横浜市で若者就労支援を行う社会起業の団体（以下、社会的企業とする）の
調査に同行した。不登校やひきこもりの若者の自立や就労を支援する団体であった。社会とのかかわりが
一度途切れた若者がふたたび社会との関係を築くことの困難さ、そして支援する側は就労へつなげること
がゴールではない、という実態を目の当たりにした。
ひきこもりなどにより困難を抱えた若者の心理やその原因に関する点については、筆者の専門外である
ため、ここでは触れない。本稿では、仕事を通じて社会とふたたびつながるという側面と、その支援にか
かわる社会的企業の活動のみ取り上げる。この場合、避けては通れないのが、就労支援の文脈で出てくる
「エンプロイアビリティ」、そして「ワークフェア」あるいは「アクティベーション」という言葉であろ
う。以下で簡潔に整理しておく。
エンプロイアビリティという言葉が生まれたきっかけは、1970年代以降経済が停滞していたイギリス
において、失業家庭で育った子どもが失業者になりやすいという事実が判明したこととされる。雇用され
て働くという行為が理解できないことが理由であった。そのような状況から就労するには、「雇用労働者
として働くための基本を身につける」ことが必要となる。つまり、エンプロイアビリティとは、元来はそ
の基本的な能力のことを指すのである。その後、アメリカでこの言葉が受け入れられるようになると、
「企業が買ってくれるような能力」もその意味に加わることになった（藤村，2000）。それゆえ、「使用者
から評価されて、雇用につながる、労働者の能力」（諏訪，2002）ともまとめられている。訳語が、雇用
される能力、雇用可能性、就業能力といったものになるのは、上記が理由なのである。
一方、ワークフェアとは、1970年代のアメリカにおいて、要保護児童家庭扶助の受給条件として就労
を義務化する際に登場した言葉とされる。当初より、公的給付と就労義務をセットとして生まれたのであ
る（三浦・濵田，2012）。アクティベーションは、1990年代のデンマークにおいて、公的給付の受給要件
に教育・職業訓練のプログラムへの参加を義務付けたことが最初とされる（同上）。ワークフェアが就労
義務を前面に出しているのに対して、アクティベーションではエンプロイアビリティの向上が強調されて
いるといえる。どちらも行政による公的給付と関連付けられており、社会的企業による若者就労支援とは
文脈が異なると言える。とはいえ、ここで指摘したいのは、このような政策が推進された背景である。そ
れは、個人の自由、とりわけ自助や自立が重要視される新自由主義の考え方が普及した点である。この影
響は無視できないであろう。かつては、社会保障の公的給付のしくみで対応していた問題が、1980年代
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以降の福祉国家再編という状況の変化で、ワークフェア／アクティベーションという就労と自立を組み合
わせた論理が勝るようになったと言える。
ワークフェア／アクティベーションとも就労と自立がセットであるとすれば、若者の就労支援もそうい
った視点で語られることになる。しかし、何らかの困難を抱えた若者にとって、就労が自立とイコールで
はない（たとえば、泉，2019：加美，2020）。政策的な観点からは就労がひとつのゴールであろうが、行
政以外がこの支援にかかわる場合、就労後のかかわりも重要となる。社会起業の役割はその点にあると考
えられる。

3．社会起業による若者就労支援

本章では、就労支援の事例、とりわけ国内の著名な事例を中心に見ていく。
山本先生との渡英調査において、若者就労支援の分野でもっとも印象深かったのは、ロンドンのハック
ニー特別区で活動している「マナーハウス開発トラスト（Manor House Development Trust）」であった。
2017年 3月 22日に訪問した際に、同団体の代表は、就労支援のための職業訓練プログラムに参加した若
者が、2011年 8月にイギリス全土で発生した暴動に参加しなかったことをエピソードとして紹介した。
若者たちは暴動に誘われたが断ったということであり、その理由は職業訓練プログラムに参加しているか
ら、というものであった。暴動に誘われたが、若者たちは仕事を得るためのトレーニングに意味を見出し
ていたのである。社会とつながっている、あるいはつながろうとする意志があることで、将来に目が向く
のである。改めて社会起業や社会的企業のこの問題における役割に気づかされた訪問であった。
イギリスでの調査から得た就労支援のイメージは、社会的排除や貧困といった社会構造に起因する問題
の影響から無業状態となっている若者への支援、というものであった。同様の問題は日本でも無視できな
いが、民族や宗教、文化が異なることを理由とした社会的排除の場合、日本よりエスニック・マイノリテ
ィが多数存在するだけに、イギリスはより深刻である。一方、日本での若者就労支援のイメージは、前述
の横浜での調査のように、不登校やひきこもりを経験した人たちへの支援という印象が強い。つまり、個
人や家族と社会との向き合い方に重点が置かれていると言える。
国内では、地域社会レベルにおける就労と自立を組み合わせた支援事業として、釧路市の取り組みに注
目が集まった。2005年度から導入された生活保護制度の自立支援プログラムにおいて、半福祉・半就労
の状態を「中間的就労」と位置づけ、積極的に評価してプログラムに組み込んだからである（正木，
2014：櫻井，2019）。行政主体の事業であるが、就労支援強化のため、市を退職した元職員を中心に一般
社団法人釧路市社会的企業創造協議会が設立され、社会的企業を巻き込むものとなっている。2015年の
生活困窮者自立支援法の施行以降、協議会は若者やひきこもりの人たちの就労支援にも取り組んでいる
（櫛部，2018）。
一方、何らかの困難を抱えた若者への就労支援に特化し、かつ NPO／社会起業の側から生まれたもの
として注目されているのが、青少年就労支援ネットワーク静岡（NPO 法人）の「静岡方式」であろう。
静岡県立大学の教授でもある津富宏理事長が、保護司制度に着想を得て始めたしくみである。詳細は津富
理事長本人の研究や紹介などに譲るが（たとえば、津富ほか，2011：津富，2014：津富ほか，2017）、要
点は「一般市民が地域のボランティアとして地域の若者の一人一人に寄り添い、働き続けることを支え
る」というしくみにある2）。簡潔に紹介すれば、地域の一般市民が連携しながら若者の就労支援を行う
が、あくまで本業などを守りながらの支援であり、法人はネットワークあるいはプラットフォームという
点を強調する（津富ほか，2011, 55-56）そして「終わりのない継続支援」、つまり伴走型支援を標榜し

─────────────────────────────────────────────────────
２）青少年就労支援ネットワーク静岡のホームページより。https : //www.sssns.org/npo%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%

81%84%E3%81%A6/（2020/11/8確認）
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（同上，57-58）、就労訓練という「場」を経由せず、「ただちに職場へつなぐ」ことを何よりも重視する
（同上，60-62）。さらに、就労を体験できる場を得るために企業開拓を積極的に行う（同上，65-66）、と
いうものである。伴走型支援、就労体験重視、企業開拓、この 3つのポイントは次章でも触れる。
また、津富理事長は興味深いコメントを残している。「就労支援は、本来は「官」で供給すべき電気、
ガス、水道、安全、医療と同じ社会インフラ」であり、「「官」が「民」の力を組織し、その地域のすべて
の若者が利用可能な仕組みを構築する。これが理想」という（同上，52）。この発想はローカル・ガバナ
ンスにも通じるものである。「静岡方式」は「民」発だが、「官」である行政の生活困窮者自立支援事業な
ど就労支援にかかわる事業を受託しており、地域のガバナンスの一端を担っている。順序は逆だが、「民」
から「官」を巻き込むことで、就労支援におけるローカル・ガバナンスの可能性を見せている。もちろ
ん、将来の事業打ち切りの可能性も考えて、地域による支援のしくみを残すために支援はあくまで地域の
ボランティアが行うべきだと指摘している（津富ほか，2017, 31-32）。

4．調査事例と考察

先述の「静岡方式」であげた若者就労支援の 3つのポイントだが、これを別の事例から見てみる。異な
る地域での別の NPO／社会起業の支援活動にも、共通点があることがわかるからである。
調査対象は群馬県高崎市において、おもに不登校やひきこもりの若者を支援している、NPO 法人手を
さしのべて、である。同法人は 2006年に設立、代表である櫻井信治氏自身も不登校経験者であった。そ
の経験から、彼らの将来を考えた支援として就労支援を重視することになった3）。
支援のしくみだが、以下の図 1のように行われている。

グループの本体ともいえる NPO 法人が不登校・ひきこもりのカウンセリングを無料で実施する。ここ
で対応できた若者に対して、次のステップとしておもに「教育」を提供する。現代では就労の際に一定の
学歴が求められるため（たとえば「高卒」）、10代半ばで躓いた若者たちが教育の機会を得ることは重要
である。その考えのもと、同法人は支援対象の若者たちに学びの場をつくっている。それが、一般社団法
人 grow が運営する通信制高校である。また、この事業によりグループ全体の収益確保も図っている。一
方で、仕事に触れた方がよいタイプの若者には、就労体験で即座に経験を積ませることを重視している。
そのため、地域コミュニティの協力者、つまり地元企業との関係づくりをつねに行っている。
入口の NPO 法人でまず受け入れ、その後は各自の進路希望や性格に合わせた支援をグループ内の団体

─────────────────────────────────────────────────────
３）櫻井氏には 2020年 4月 3日および 10月 8日に取材を行った。2回目の取材に際しては、フリースクール寺子屋の
湯浅智弘代表も同席した。なお、今回の取材内容は事前に公開の許可をいただき、また原稿についても確認いた
だいた。

図 1 NPO 法人手をさしのべての若者支援のしくみ
出所：筆者作成
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あるいは地元企業との連携で行い、進学（大学や専門学校など）と一般就労という出口に導く。同時に、
理事長は支援に「ゴールはない」、「縁は切れないし、切ってはいけない」と述べ、伴走型支援であること
を明確にしている。先述の「静岡方式」のような地域ボランティアによる支援のしくみとは異なるが、伴
走型支援、就労体験重視、企業開拓という 3つのポイントと同じ内容の支援を行っているのである。若者
就労支援を地域で行う際に求められるものには、一定の共通性があると考えられる。
若者就労支援の流れについて、高橋は「静岡方式」への調査を踏まえたうえで、次のように一般化でき
るのではないか、とまとめている（高橋，2015, 116）。

①個々の状態を見立てたうえでの対応
②本人の状況に合わせた小さなステップを上ることによる自己評価の向上
③規則正しい生活や仕事を継続するための基礎体力の確保
④コミュニケーションの苦手意識への対応
⑤就労体験を通じた社会への手応えの付与
⑥訓練終了後のアフターケア

この整理を櫻井理事長に確認を取ったところ、ほぼこの流れの通りに支援活動を行っているとのことで
ある。そのうえで、自分たちの活動ではもう一点重要なものがあると指摘し、それを加えた 7項目に整理
できるとした。以下がその 7番目である。

⑦「対価」（責任感）を教えること

この①から⑦の段階を踏むこともあれば、先述したように若者のタイプによっては⑦、つまり仕事をす
ぐに経験し、対価を得る意味を学んでもらうことを優先する場合もある、とのことであった。一連の流れ
がうまくいかなければ、繰り返して対応することになる。ただ、最大のポイントは①の見立てと指摘す
る。その理由は、発達障害との関連である。利用者に当てはまる場合が多いからとのことである。ただ
し、否定的な意味ではなく、当人の個性としてとらえ、カウンセリングや学ぶ姿勢を通して見立てに活か
すのである。これは、若者の個性として就労体験の際には事業所側にも伝えられ、その後の就職につなが
る。何よりも欠かせないプロセスということである。
理事長は、就労支援は NPO の独自性が発揮できる分野である点を強調した。たとえば、⑦の「対価」
が発生するような就労体験の場合、金銭が絡むため、行政では扱いづらい。民間である NPO だからこそ
担えるという自負である。若者就労支援における NPO／社会起業の役割や可能性は、この点にあると言
えるのではないだろうか。
しかし、「官」を巻き込むことも指摘した「静岡方式」の津富理事長とは、若干異なる点があるのも事
実である。この差異の理解については、ローカル・ガバナンス研究の視点が役立つ。
「静岡方式」では、「民」から始まった地域での就労支援が「官」を巻き込む、言い換えれば「官」との
公式な関係に発展させた。その結果、静岡県内で多くの若者就労支援事業や生活困窮者自立支援事業の拠
点を築いている。支援の制度化、つまり公式化が進んでいる側面があるといえる。一方、NPO 法人手を
さしのべての場合、行政との関係が近づいた時期はあったものの、現在では公式な関係はとくにない。現
状ではあくまで「民」の領域で行っている非公式なものである。ローカル・ガバナンス研究では、地域の
課題に市民や NPO／社会起業が自助で取り組む、制度化されていない非公式な実践の段階があり、行政
がそれを認め権限を行使して制度化（公式化）する場合があるとする。また、そこまでは進展せずに実態
を自治体が黙認する、非公式の実践そのものを禁じる、市民や NPO／社会起業に問題への対処を委ね責
任を放棄する、といった場合もある。そして、このような状況はいずれの場合でも固定的なものではない
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と指摘する（Pill and Guarneros-Meza, 2020）。
地域コミュニティ内部での市民側の非公式の実践とその公式化は、ローカル・ガバナンスの実践の場で
は流動的であり、地方自治体内部の状況に左右されるのである。紹介した若者就労支援の事例では、「静
岡方式」は公式化、手をさしのべての場合は公式化の流れもあったものの、現時点では非公式な実践の黙
認、ということであろう。山本先生のもとで学んだローカル・ガバナンスの理論研究により、若者就労支
援への筆者の関心は、社会起業や社会的企業の活動の研究にとどまらず、NPO／社会起業と行政の関係に
までつながったのである。社会起業や社会的企業と若者就労支援の実態の検証から、地域の権力構造の研
究へと視座を高めてくれたと考える。

5．おわりに

本稿では、山本先生からの学びで若者就労支援と社会起業という研究テーマに出会い、現時点での筆者
の知見をまとめた。また、調査研究のその時々の思い出を交えることで、なぜ筆者にとってこのテーマが
必然であったかに触れた。社会起業とローカル・ガバナンスという、いまの私の 2つの研究テーマは、山
本先生との出会いがなければ、めぐり合えなかったものであることは間違いないからである。
ローカル・ガバナンスの研究には、政治・行政や財政はもちろん、福祉や社会政策など、多様な社会科
学分野の知識が必要である。一方、社会起業研究には NPO や経営など、また異なった観点からの分析が
求められる。この 2つの研究を同時に 10年にわたって行い、数々の素晴らしい業績を残された山本先生
に、筆者は遠く及ばない。しかし、少しでも近づけるように研鑽を積み、成果を残すことが、先生のもと
で学んだ筆者のこれからの目標である。
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