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　10代後半から20代の子ども・若者が自立の困難さを抱えています。
　多くの子どもたちは、高校卒業後に進学や就職など、自立に向けて少
しずつ歩んでいき、家庭や学校等の協力を得ながら生活しています。
　しかし、貧困や虐待・暴力といった家庭環境の課題、発達障害や精神
疾患などがあって、不登校やひきこもりとなったり、対人関係や社会生
活がうまくいかず、思うように就学できない、働くことができない、場
合によっては住む場所すらないなど、生活に困難を抱える若者が増えて
いるように思います。児童福祉施設や里親の元から巣立っていく方たち
も、多くの苦悩を抱えて生活していることが懸念されます。
　本会が政策提言をまとめるにあたり、平成23年度に会員に向けて行っ
た課題把握調査では、こうした子ども・若者への支援の必要性が挙げら
れたことから、本会では、この課題を深めるシンポジウムを開催しまし
た。このシンポジウムでは、彼らを支える制度や支援が年齢や対象で途
切れてしまい、支援機関同士の連携が進みにくく、また、支援機関は増
えてきていても地域に偏在し、その情報の共有も難しいといったことが
課題として見えてきました。
　こうした課題に対して、継続した情報交換を痛感した参加者有志に
て、平成24年４月に、任意団体「わかもの互立（支えあい）ネットワー
ク」（以下、互立ネットワーク）が結成され、定例で勉強会が行われてき
ました。本会としては、互立ネットワークの活動に対して、「地域福祉
（ともしび）推進助成金」による支援等に取り組んできたところです。
　本冊子は、定例の勉強会を開く中で広く関係機関同士が顔の見えるつ
ながりを作る必要性を強く感じ、子ども・若者に関わる関係機関同士が
各現場での課題と社会資源を共有することを目的として、発行に至りま
した。作成にあたっては、本会と互立ネットワークの両者合同で編集を
進めてきました。
　本冊子が、関係機関同士がお互いを知る機会となり、困難さを抱えた
子ども・若者を中心においた支援を進めるに当たって、連携を深める一
歩となれば幸いです。

　社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

は じ め に



冊子発行の想い
わかもの互立（支えあい）ネットワーク

代表　鈴木　力（関東学院大学）

　今から40年ほど前、「少年棄民－施設収容少年の人権」（菊田幸一著）
という本が出されました。養護施設（現・児童養護施設）から中卒後に
就職していく子どもたちが安価な労働力として搾取され、ひいては社会
の底辺に組み入れられていく姿など、当時の子どもや若者が強いられた
理不尽ともいえる現実を描き出したこの本に学生時代の私は出会い、少
しでもこれに抗しようと自分の仕事を児童養護施設の指導員から始めま
した。そこから月日は大分経過しました。しかし残念なことに、この
「少年棄民」で描かれた子どもや若者の現実は、少し姿を変えながらも未
だに大きな問題がそのまま残されています。
　戦後の日本は豊かで便利な社会を築いてきました。いたるところにコ
ンビニエンスストアや深夜営業しているスーパーがあり、さらにネット
を使えばあらゆる物がすぐ手に入り、人間関係にしても携帯電話・スマ
ホを手にすればすぐ誰とでもつながっている気分に浸れるというよう
に、私たちは物質的には大変豊かで便利な社会に生きています。
　その一方、人と人とのつながりは希薄化し、人の心の闇はさらに深く
広がっているように思われます。こうした社会の影響をダイレクトに受
ける子どもや若者の現状は、一層厳しさが増しています。子どもの貧困
は拡大し（子どもの約６人に１人は相対的貧困下にあり、義務教育にあ
る子どもは同じ程度就学補助を受けています）、若者人口の2.3％はニー
ト・ひきこもりといわれる人たちです。凄惨な子ども虐待が増え続けて
いる一方で社会的養護経験者に対する支援は未だ十分とはいえません
し、また発達の遅れや偏りのある若者の中には支援が少なく困窮してい
る人もいます。そしてこれまでは子ども・若者支援は障害福祉、社会的
養護、教育、医療・保健などの分野毎に分類され、ケアを担う人たちも
お互いをよく知らないまま実践を続けてきました。この現状を打ち破
り、子ども・若者支援を実践しているさまざまな分野の人たちが横断的
なつながりを深め、理解し合い、共有化を進めていくことで、子ども・



若者支援の一層の充実を目指す「わかもの互立（支えあい）ネットワー
ク」が生まれ、こうした私たちの想いが結実した一つの成果としてこの
サポートブックができました。
　この冊子が、子ども・若者を支援する大人同士の垣根を越えたつなが
りのための素材として、また子どもや若者の生きる勇気を支える手助け
の一つとして機能することを願っています。ご執筆いただいた皆様をは
じめ、「わかもの互立（支えあい）ネットワーク」メンバー各位、特に事
務局の役割を担っていただいた県鎌倉三浦地域児童相談所の寺田所長と
本冊子製作の実務を支えていただいた神奈川県社会福祉協議会の皆様の
多大なご尽力により素敵なサポートブックが出来上がりました。本当に
ありがとうございました。

わかもの互立（支えあい）ネットワークの名称となった

『互
ご

立
りつ

』の由来  

　さまざまな困難を抱えた若者に、支援者や関係者・市民が途
切れることなく寄り添い、お互いに支えあい、成長しあうため
のあり方・関係性を意識するため、『互立』（interdependence；
京都府立大学教授　津埼哲雄氏訳）という言葉を、ネットワー
クの名称に選びました。
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