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編 集 後 記

　先日ホームの20代前半のOBから、「ぼくは、ぼくが生きていくのに
何らかのケアが必要だとようやくわかった」という言葉を聞きまし
た。彼が実際に働きはじめることはまだ難しいかもしれませんが、彼
のこの言葉に、人とかかわりながら生きていこうという気持ちが感じ
られ、少しほっとした気分になりました。人のお世話になるケアは、
時にはうっとうしいものであったり、苦痛に感じられることかもしれ
ません。しかし、私たちは自分一人だけでは生きていけず、助け助け
られながら生きていきます。自分一人だけの力で生きていこうとする
ことは、かえって孤立していくことになるのかもしれません。このサ
ポートブックが、これからを生きる若者の、人とのつながりの温かさ
や大切さを示す道標の一つとなることを願っています。そして今後も
ネットワークの活動を継続して、またこのささやかなサポートブック
をきっかけに、さらに多くの皆さんとつながりながら、子どもや若者
にとって豊かな社会の実現に向けての歩みを進めていければと思いま
す。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

関東学院大学 人間環境学部 准教授　鈴木　 力

　幸運なのは、神奈川県社会福祉協議会で働くYさんとの再会でし
た。児童相談所で関わっていながら、18歳で支援を終えてしまう若者
のその後の苦労を案じていた私は、思いのたけを彼にぶつけてしまい
ました。ところが、彼の反応は意外にも良く、政策課題として取り上
げて検討してみたいとの返事。それからは、ぶつけてしまった手前簡
単には引けず、その後のシンポジウムや互立ネットの取り組みに発
展、サポートブックの発行にも漕ぎ着けました。多大なご支援をいた
だいた社協の皆さん、お話やご寄稿をいただいた皆さん、そして互立
ネットに集まってくれた皆さんに感謝します。

県鎌倉三浦地域児童相談所 所長　寺田 勝昭
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　流れと勢いで「は～い」と軽く受けたものの、後で気づいた。「そう
だ…私は編集の経験も知識もなかった…」（苦笑）気持ちを切り替え、
「なんにも知らないけれど勉強だ！」
　自分の日頃の困り感が役に立てばとこじつけて、図々しく参加。今
までお聴きしたかった現場の仕事人の胸の中の思い。どんな事に困っ
て、どんな事に喜びを感じて仕事をしてきたのだろうか。伝えて欲し
かった思いを乗せた寄稿がぞくぞくと集まった時は、感激でした。こ
れから本の中で一つになる。若者支援への思いが結集しました。この
本を手にとった方、是非当たって砕けろ式で気軽に連絡をとってみて
くださいね。私も活用を楽しみにする一人です。

綾瀬市青少年相談室　相談員　永野 順子

　社会で生きる青年たちを支える関係者にとって、いかに社会資源を
知っているかという事が、ソーシャルワークの向上につながります。
　神奈川県内には多くの社会資源があり、民間含めた青年期支援の社
会資源を網羅している冊子がないものかと常々願っていました。
　この様に形になったのは、神奈川県社会福祉協議会を中心とした各
分野の関係者との丁寧な議論の場が何度もあったからです。
　青年期支援はこれから整備していかねばならない分野です。この様
に分野を超えた横断的なネットワーク作りや団体活動の場が増えるこ
とで、支援の幅が広がっていくことを実感します。ご執筆者様、ご協
力頂いた関係者の方々には深く御礼申し上げます。

自立援助ホーム湘南つばさの家 ホーム長　前川 礼彦

　児童福祉や教育によって支えられてきた子どもたちも、18歳を過ぎ
ると途端に支える資源が少なくなります。また、支援があっても「（経
済的・職業的）自立」が目的となり、まだ若い彼らが社会の中でいか
に健全に成長していくか、という視点は相当に薄くなってきます。家
庭的にも、その他の状況的にも恵まれた若者は、大学や企業で育つ
チャンスに恵まれ力をつけていくことができますが、そうした恩恵に
あずかれなかった若者たちは、無防備なまま苦境に追い込まれる社会
になってきています。このサポートブックを通じて、つながった人た
ち同士が連携した支援が出来ると同時に、若者の育ちを支える地域の
基盤になっていくことを願っています。

（一社）インクルージョンネットよこはま 理事　鈴木 晶子
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編集会議の経過
日　　程 内　　容

【第１回編集会議】
平成25年５月16日

・福祉課題共有化事業「青年期サポートブック（仮称）」の
編集会議について

・編集委員から見た青年期の自立の課題について
・資料の構成について

【第２回編集会議】
　　　　６月11日

・わかもの互立（支えあい）ネットワークでの意見
・「青年期サポートブック（仮称）」の構成について

【第３回編集会議】
　　　　７月３日

・第２部事例テーマと執筆者について

【第４回編集会議】
　　　　９月18日

・第２部事例寄稿者の調整状況について
・第３部社会資源情報について

【第５回編集会議】
　　　　10月25日

・第１部青年期を取り巻く概況データについて
・第３部社会資源情報の整理について

【第６回編集会議】
　　　　11月18日

・第２部事例の確認について
・第３部社会資源情報の確認について

【第７回編集会議】
　　　　12月５日

・原稿の確認について

【第８回編集会議】
平成26年１月９日

・レイアウトの確認について

刊行に当たって最後に…
　彼らは、より厳しい環境、さまざまな辛さや表しようのない悩みを抱
えています。私たちは彼らを単に支援するだけでなく、彼らの生き様と
してとらえて支える努力をしなければなりません。それには、日々彼ら
から教えられることが多くあり、私たちも学ばなければならないという
謙虚な姿勢が求められます。そして、関わり合うことによって、互いの
生き方を見つめなおし、互いの一層の成長を図ることが、互立（interde
pendence）の精神にほかなりません。
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