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子供の貧困対策に関する有識者会議（第７回） 

議事要旨 

 

 

日 時：平成30年７月13日（金）13:30～16:00 

場 所：内閣府合同庁舎８号館416会議室 

出席者： 

【構成員（敬称略、50音順）】 

金子 孝之、工藤 長彦、桒原 元芳、新保 幸男、末冨 芳、宮本 みち子、 

武藤 素明、山野 則子、山野辺 幸徳、渡辺 由美子 

 

【事務局】 

小野田 壮 内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

川又 竹男 内閣府大臣官房審議官 

相川 哲也 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（子どもの貧困対策担当）  

伊藤 史恵 文部科学省生涯学習政策局参事官(連携推進・地域政策担当) 

粟野 道夫 文部科学省初等中等教育局児童生徒課課長補佐 

山本 麻里 内閣官房内閣審議官（厚生労働省子ども家庭局併任） 

成松 英範 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

姫野 泰啓 厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室長 

 

≪議 題≫ 

１．子供の貧困の現状及び今後の子供の貧困対策について 

２．構成員からのプレゼンテーション等 
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≪議 事 要 旨≫ 

 

１．政府報告 

○子供の貧困の状況及び子供の貧困対策の実施状況について（事務局説明） 

（内閣府）資料１ 

 資料１は、子供の貧困に関する指標の動向及び平成28年度・平成29年度の施

策の実施状況についてとりまとめた資料である。 

 １ページ。子供の貧困に関する大綱に記載している25の指標の動向について

とりまとめたもの。色分けをしてあるが、「教育の支援」に関する指標は緑、

「生活の支援」に関する指標は黄色、「保護者に対する就労の支援」に関する

指標は紫、「経済的支援」に関する指標は水色という分類をしており、２ペー

ジ以降の表の中でも同様の色分けとしている。 

 ２ページ。左から順に、大綱に記載された施策、平成28年度の実施状況、平

成29年度の実施状況という整理をしている。なお、当資料は、子供の貧困対策

の推進に関する法律第７条に基づくものとして、後日、内閣府ホームページ上

で公表をする。 

 資料１内の内閣府の施策について、平成29年度の主な取組を説明する。 

 概要の２枚目。「施策の推進体制」が内閣府の取組の部分である。 

「地域子供の未来応援交付金」について。平成29年度は地方自治体等からの

要望も踏まえて、居場所づくりや相談窓口の設置等、子供や家族の支援に直接

つながる事業と、関係行政機関とＮＰＯ等の民間団体の連携体制の整備を一体

的に実施することを可能とするなど、より効果的な事業となるよう見直しを行

い、活用促進を図っている。平成29年度は129自治体に交付した。 

 「官公民の連携・協働プロジェクトの推進」について。「子供の未来応援基

金」については、平成30年１月に、第２回となる支援団体を決定した。平成30

年４月から79団体が全国各地で精力的に活動を開始している。基金の規模につ

いては、企業や個人に協力を呼びかけた結果、平成29年度末時点では約９億7000

万円の寄付が寄せられている。「子供の貧困対策マッチングフォーラム」開催

等については、支援を必要とするＮＰＯ等の民間団体と、こうした団体に対す

る支援を希望する企業とのマッチングを推進するために各種の取組を実施した。

例えば平成29年度では、企業、ＮＰＯ等の民間団体、市民、自治体等が一堂に

会するマッチングフォーラムを全国８カ所で開催した。様々な情報や認識の共

有をすることで、各主体が連携を行うきっかけとなるように、こうしたイベン

トを開催している。 

 各省の取組については、文部科学省、厚生労働省から、それぞれ説明する。 
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（文部科学省）資料１ 参考資料４ 

 文部科学省においては、子供の貧困対策を３つの柱で取り組んでいる。１つ

目は、「学校をプラットフォームとした総合的な取組の推進」。２つ目は、「地

域の教育資源を活用した貧困対策の充実」。３つ目は、「切れ目のない教育費

負担軽減」である。その３つの柱に基づき、報告する。 

 １つ目の柱である「学校をプラットフォームとした総合的な取組の推進」に

ついて。 

 概要の１枚目。スクールソーシャルワーカーの配置について。平成28年度に

比して1.7倍（2,000人増加）となる5,047人を平成29年度予算で計上している。

また、その配置に当たり、子供の貧困対策が求められる地域での配置日数を増

やすといった観点で、1,000人を重点配置に係る予算として計上している。 

 高等学校等における就学継続のための支援の推進について。全国の公立高等

学校における妊娠を理由とした退学等に関する実態調査を実施した。それに基

づき、生徒の学業の継続に向けた考え方として、本人に学業の継続の意思があ

る場合に関しては、できる限りその生徒の学業の継続に向けた支援方策を実施

していく趣旨の通知を、平成30年３月に全国の教育委員会等に対して発出して

いる。 

 ２つ目の柱である「地域の教育資源を活用した貧困対策の充実」について。 

 地域未来塾の拡充について。学習習慣が十分に身についていない中学生・高

校生を対象として、平成29年度は、平成28年度に比して220中学校区増加となり、

約2,800の中学校区で実施した。 

 概要の２枚目。高校中退者を対象とした学習支援のモデル構築事業の実施に

ついて。平成29年度から高校中退者等に向けた学習相談・支援の取組として、

モデル構築事業を３自治体を対象に実施した。 

 ３つ目の柱の「切れ目のない教育費負担軽減」について。 

 概要の１枚目。幼児教育の無償化に向けた取組の充実について。市町村民税

非課税世帯等（年収270万円未満相当世帯）については、第２子を無償化にする

取組や、低所得世帯とひとり親世帯等に対しての保護者負担の軽減措置を更に

拡充した。 

 高等教育段階における取組の充実については、給付型奨学金制度を創設し、

2,800人に先行実施をした。平成30年度については、２万人増加となる22,800人

に対して支給する。また、奨学金の貸与事業についても、有利子から無利子へ

という政策の方針に基づき、無利子奨学金の新規貸与者44,000人の増加とし、

貸与基準を満たす希望者全員に対しての貸与を着実に実施する。 

 なお、今後の方向性としては、教育の更なる無償化に向け、平成30年６月に、

「経済財政運営と改革の基本方針2018」で、人づくりを更に進めていく観点か
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ら、教育の無償化、負担軽減について政策の方針が閣議決定された。 

 幼児教育の無償化という点では、幼稚園の預かり保育も含めて、全ての３歳

児から５歳児の幼児教育の無償化を平成31年10月から全面実施を目指すという

こと。また、大学段階という点に関しては、授業料の減免・無償化として、給

付型奨学金の拡充によって高等教育の無償化の更なる推進を、平成32年４月か

ら実施していくということ。さらに、高校段階に関しては、私立高等学校の授

業料の実質無償化を年収590万円未満世帯に対して実現していくことを、必要な

財源確保も踏まえつつ、進めていく。以上、３点の方針が閣議決定されたため、

引き続き、その実現に向けて具体の制度設計に取り組んでまいりたい。 

 関連する取組として、参考資料４。 

 全国学力・学習状況調査の結果を活用し家庭の社会経済的背景（SES）と学力

との関係について定期的に分析調査をしており、前回の平成25年度調査と平成

29年度調査との比較も含めた分析結果を平成30年６月27日に公表した。 

 ２ページ。平成25年度調査と同様に、SESが高い児童生徒が各教科の平均正答

率が高い傾向にあるという、基本的な状況が今回も確認された。 

 ４ページ。一方で、SESが低いにも関わらず、高い学力水準に位置する子供も

一定程度いる。同じSESで、学力が高い水準のＡ層と、その子供たちよりも低い

水準の学力Ｂ層からＤ層とを比較して、保護者の取組にどのような違いがある

かを分析したところ、規則的な生活習慣を整えていたり、文字に親しむような

取組を家庭でも心がけていることが分かった。また、児童生徒自身の特徴とし

ては、授業の復習を重視する傾向が強く、学校で習ったことをきちんと定着さ

せる取組が、高い学力の水準の支えになっていることも改めて確認できたとこ

ろ。 

 ６ページ。SESが厳しい子供がいるにも関わらず、継続的に成果を上げている

学校の取組の事例分析も行っている。平成25年度の調査でも確認された状況で

あるが、引き続き、家庭学習習慣の定着と家庭への啓発に関する指導に取り組

んでいる学校や、組織的な取組を実施している学校、地域と密接に連携して、

学習支援やいろいろな子供の活躍の場の提供、地域の協力を得られる地域人材

リスト等の作成等を行いながら、学校と地域の取組の相乗効果を発揮している

ような学校が成果を上げている。 

 そういった観点から、引き続き、学校を核として、また、地域資源をきちん

と活用しながら、子供の貧困対策を文部科学省としても進めていきたいと考え

ている。 

 

（厚生労働省）資料１ 参考資料２ 

 資料１の概要。「生活保護世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供への学習支
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援の拡大」について。平成29年度の実績として504自治体と書いているが、これ

は、福祉事務所を設置する902自治体のうち504自治体に拡大をしているという

状況。 

 概要の２ページ及び参考資料２の５ページ。「社会的擁護自立支援事業」に

ついて。里親や児童養護施設に措置されていた子供が、措置解除後でも、原則

22歳までの間、里親家庭あるいは施設等に居住して、必要な支援を受けられる

事業を平成29年度に創設した。当該事業では、支援コーディネーターと生活相

談支援担当職員あるいは就労相談支援担当職員を各都道府県または法人に置き、

子供に対する支援の計画をつくり、その上で、居住費あるいは生活費の支援を

する。 

 「待機児童解消加速化プラン」及び「子育て安心プラン」について。こちら

も引き続き、プランの前倒し等により受け皿の整備をしている。 

 参考資料２の18ページ。「保護者に対する就労支援」について。「支給内容」

について、これまでは雇用保険の給付金を受けられる方は、自立支援教育訓練

給付金を受けられなかったのだが、平成29年度より、雇用保険で受けられない

部分について自立支援教育訓練給付金を差額支給という形で受けられるように

した。 

 「経済的支援」について。生活保護世帯の子供の進学支援を実施しており、

学資保険について、これまで15歳あるいは18歳に満期保険金を受け取るものに

限り、保有を認めていたが、受け取り年齢を18歳以下に拡大し、生活保護世帯

の子供が進学しやすい環境を整えた。 

 平成29年度については、主に以上の施策を拡充しているが、平成30年度にも

様々な拡充をしている。 

 30ページ。ひとり親に対する支援について。ひとり親世帯に対して支給する

児童扶養手当に関して、昨年とりまとめられたひとり親世帯の実態調査（「平

成28年度全国ひとり親世帯等調査」）を踏まえ、全部支給の支給限度額を、130

万円だったところ、160万円まで引き上げた。これにより約50万人以上の方に対

して、児童扶養手当の引上げが今年度から行われる。 

 31ページ。児童扶養手当法が改正され、児童扶養手当の支払回数が見直され

た。これまで児童扶養手当の支払いは年間３回に分けて行っていたが、家計管

理や収入の波が出てしまうことに加え、自治体の事務や様々な支給に関する事

情もあり、年３回であった支払回数を年６回とした。自治体の準備もあるため、

平成31年の11月支払分は３か月分の支払いとし、それ以降は奇数月に２か月分

の支払いをする。 

 32ページ。母子父子寡婦福祉貸付金制度について。平成30年度より、貸付対

象に大学院進学を追加している。 
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 33ページ。未婚のひとり親に対する寡婦（夫）控除のみなし適用について。

これまで、税制上の寡婦控除が、未婚のひとり親の方に適用されておらず、例

えば、同じ収入であっても、保育料の差が出たりすることがあった。税制上の

議論もあるが、保育料等厚生労働省関係のものについて、みなし適用をするこ

とにより、未婚のひとり親に対する支援を拡充している。 

 35ページ。今国会で審議・成立した生活困窮者等の自立を促進するための生

活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律について。平成25年に初めて生活

困窮者自立支援法が成立し、生活保護法も大規模な改正が行われたが、その後、

５年が経過したため、見直しを行った。 

 この法律については、平成30年６月１日に国会で成立し、同年６月８日に交

付された。 

 項目としては３つあり、１つ目が生活困窮者自立支援法の機能の強化、２つ

目が生活保護制度における自立支援の強化・適正化、３つ目が児童扶養手当の

支給回数を増やすという改正である。 

 38ページ。１つ目の生活困窮者自立支援法の改正について。生活保護の適用

にはならないが、様々な生活上の困難を抱えている方の包括的な相談支援を行

う仕組みであり、平成25年に法律が成立し、平成27年からスタートしている。

福祉事務所を設置している902自治体において、自立相談支援事業、包括的な相

談支援を行い、居住、就労、家計再建あるいは子供の支援をする制度である。 

 法改正の中で、特に、就労支援、家計再建支援については各自治体の任意事

業になっているが、まだ、普及率が４割程度ということもあり、いかに全国に

展開していくかということが一番の課題であった。義務化するには至っていな

いが、包括的な相談支援と就労支援、家計再建支援の３つを一体的に取り組ん

だ自治体については、補助率を一部増やすことで更なる展開を図っていきたい。 

 35ページ。２つ目の生活保護制度における自立支援の強化について。子供の

学習支援についても、この事業の中で行っているが、子供の学習支援事業の強

化を１つテーマとして取り上げている。 

 また、居住支援として、ホームレス等のシェルターに居住している方、そこ

から一般賃貸住宅等に転居された方も含めた地域での暮らしを見守る事業を強

化している。 

 生活保護制度について。大学への進学を支援するため、進学準備給付金を創

設した。 

 生活保護世帯の方の生活習慣病予防について。健康管理支援事業として、平

成33年１月に全ての福祉事務所で、生活保護の受給者の方の健康管理を支援す

る事業を導入することとしている。 

 貧困ビジネス対策について。無料低額宿泊所といった生活保護受給者の方が
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寝泊まりする施設が首都圏を中心に多数存在するが、良質なサービスをする施

設がある一方で、非常に劣悪な環境で高額な利用料を取っているところもある

ため、規制の強化をするとともに、日常生活の支援をするところについては財

政的な支援をする。 

 ３つ目が、児童扶養手当の改正。 

 36ページ。生活困窮者自立支援制度の中で展開している子供の学習支援事業

の見直しについて。学習支援事業という名称になっていたが、様々な議論の中

で、学習面だけではなく、生活全般や親の養育環境についてもしっかりと目配

りする必要があるのではないかという意見を多数いただいた。それに対応し、

まず事業の名称を「子どもの学習支援・生活支援事業」に変更した。 

 学習支援においては、現在は中学生が高校を受験する際のサポートがメイン

で行われているのが実態であるが、中には、既に小学生の段階、あるいは高校

に入った後の中退防止に取り組んでいる事業者も多数いるため、この事業の中

でも、高校の中退防止も実施していきたいと考えている。また、生活習慣・育

成環境の改善について、学校や家庭以外の居場所づくりや、例えば小学生の家

庭に対する巡回支援といったアウトリーチにも取り組んでいく。さらに、教育

及び就労に関する支援について、高校生世代等に対する進路に関する様々な情

報提供等も事業のメニューの一環であることを明確にした。 

 37ページ。「生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援」について。生活

保護世帯の進学率は、高校に関しては、一般世帯と近くなってきているが、大

学に関しては、全世帯で73％、生活保護世帯で35.3％であり、開きがある。 

 大学進学について、基本的には、生活保護制度の中では、進学する際に世帯

を分け、独自の奨学金等で進学をするという前提になっているが、生活保護世

帯でいる間に進学後の費用を準備するということ自体が制度上なかなか認めら

れていないため、この度、大学進学時の一時金として、自宅通学の場合には10

万円、自宅外通学の場合には30万円の進学準備給付金を給付する事業を創設し

た。こちらは、法律が公布された日から既に施行されており、平成30年４月に

大学に進学した方についても、遡及して支給をするため、現在、各自治体で支

給準備を行っている。 

 また、大学に進学している間、住宅扶助が減額されるという取扱いだったも

のを、住宅扶助については減額をしないという取扱いに、平成30年４月から変

更をした。 

 

２．構成員からのプレゼンテーション 

（１）山野構成員プレゼンテーション 資料２－１ 

（山野構成員） 
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 私からは５点。１点目が、貧困調査から見える生活課題について。２点目

が、内閣府から委託を受けて行った沖縄の事業評価について。３点目が、届

け方の工夫について。４点目は評価について。５点目は、それをどういうふ

うに循環していくのかについてである。まず、ニーズ評価、プロセス評価、

アウトカム評価といった、プログラム理論の評価のイメージを皆さんに持っ

ていただくために、参考として資料をつけた。 

 ニーズをしっかり把握しないといけないという点では、いろいろいろいろ

な自治体で調査されたことに意味がある（２ページ）。 

 大阪の親と子供合計約10万人から回答を得た調査について（３ページ）。 

 母子世帯の雇用対策（４ページ）。例えば、企業が母子世帯の母を採用す

るインセンティブになるような工夫とか、優先枠をとってもらうとか、そう

いった雇用施策が要るのではないか。困窮度Ⅰは可処分所得の中央値の半分

つまり貧困ラインと呼ばれる層になると思っていただければ、非常に母子世

帯が苦しいのがデータで分かる。例えば、困窮度Ⅰの半分は母子世帯ですし、

中央値以下の母子世帯は８割を占めている。そのため、ほとんどの母子世帯

は、手当に該当するような厳しい状況にある。 

 ところが、児童扶養手当についてみると、困窮度Ⅰの世帯は、国が出した

データで言うと可処分所得が122万円以下となり、おそらくどこの自治体でも

児童扶養手当を受給できる層である。しかし児童扶養手当を受給していない

人が10.8％いる。今日のお話でも母子世帯を支援する様々な施策が報告され

たが、届ける工夫をしていかないと、現状が変わらないのではないかと思っ

ている。同様に、就学援助も14.8％が未受給であり、届ける工夫が必要かと

思う。 

 プロセス評価や取組に対する評価指標として、遅刻は非常に分かりやすい。

中央値以上の方と困窮度Ⅰの方を比べると、毎日何らかの理由で遅刻をして

いる子供の数はおよそ倍である。（５ページ） 

 進路希望について、同じく中央値以上の方と困窮度Ⅰの方を比べると、中

学校卒・高校卒でいいと思っている子供たちが倍になってしまう。困窮度の

深いほどそう思う人数は増えていくことが分かる。同様に、自分の家族以外

の大人との関わりや、学校の友達以外の子供との関わりについても、かなり

差が出てくる。（６ページ） 

 文部科学省が実施している「全国学力・学習状況調査」を参考にし、同様

の仕組みでデータを出している。結果からは、やればやるほど学力が上がる

のは中央値以上だけだということが分かる。勉強時間と理解度で見ているの

だが、困窮度Ⅰや困窮度Ⅱ、困窮度Ⅲとなると、きれいに比例しない。頑張

れば成果に反映できるという社会をどうつくるのかは大きな課題ではないか
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と思う。（７ページ） 

 健康について（８ページ）。保健所の健康診断を未受診である方が非常に

多い。また、常勤雇用でない人はほとんど健康診断を受けていないという状

況である。健康診断の受診や保健室の活用、保健所の活用を評価に入れられ

ないのか、また、取組を作れないのかと思う。 

 沖縄の事業評価について。居場所事業や学習支援を受けた子供たちは、一

定程度、気持ちの変化や学習へ前向きになる、進路希望を大学とする、悩ん

でいるときに話せる相手とかほめてくれる相手が増えるという結果が出た

（10～12ページ）。この評価から、今の支援事業は非常に効果があると見て

よいのではないかと思っている。 

 親に対する支援員の派遣について（13～14ページ）。保護者にとって、教

育に関する支援が一番高いニーズであるということが分かる。これは、文部

科学省でいうと、「家庭教育支援における訪問型アウトリーチ支援事業」、

厚生労働省でいうと、「こんにちは赤ちゃん事業」や、「養育支援訪問事業」

に近い話だと思うのだが、とっかかりの難しさもあると思われるが身近に気

軽に話せるように工夫を凝らして訪問するというアウトリーチ型の支援は非

常に効果があるのではないかと思う。 

 また、教育に関する支援や就学援助等様々な制度のことを知らない人が多

くいる。どうやって届けるかという点では、支援員が家庭訪問をすることで、

対象者が就学援助を受けるという流れがつくれていると読み取れる。 

 同様に、子供との会話が増えたり、親子で将来の夢を話し合う機会が増え

たりしているが、これが学力に影響するのは、いろいろな教育社会学の先生

から既に出されている（15～16ページ）。加えて、子育てでは、これは虐待

に関係するのだが、訪問支援を受けると「ついついあたってしまう」という

項目の該当数も減っている（17ページ）。孤立感や圧迫感も減っている（18

ページ）。 

 事業を改善し、それを反映させた施策をしっかりと打ち出すことを各自治

体がやれるように、国の方で何らかのサポートをし、見える化をしていって、

これは効果がある、エビデンスが高いのだと示し、自治体の方や支援員の方

が見て選択していけるような評価の仕組みがないと、現場は調査結果と施策

がつながらず、現場の方の支援の届け方がなかなか難しいのではないかと思

う。 

 届け方の工夫について（19ページ）。スクールソーシャルワークが期待さ

れているのだが、１万人にはなかなか遠く、動きが鈍い。教師の働き方改革

によって、スクールソーシャルワーカーやカウンセラーよりも教員を増やす

べきという流れも起きている。スクールソーシャルワーカー等について、学
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校教育法施行規則で位置づけられたのだが、それだけでは機能したり、増員

したりしていないという現状である。 

 働き方改革でも、スクールソーシャルワーカーが貢献できる可能性がある

ということと、教師の働き方で改善すべき点とがはっきり出ている（20ペー

ジ）が、それを明示していく必要があるのではないか。今の曖昧な制度では

なく、学校教育法に位置付けて確実に活用できるようにスクールソーシャル

ワークの制度をつくり込んでいただきたい。現状は、各自治体、各学校によ

って違う非常にアバウトなものになっているのではないかと思っている。 

 教師が抱え込んでしまう原因について（21ページ）。例えば、福祉系や会

社はラインで動いていくのに対し、学校も主任や主幹を置いているが、決裁

権があるわけではなく、先生が一人で抱えている。悪いと言っているのでは

なく、学校の文化、組織が今はそうである。そこで、教師が抱え込まないで、

確実に話をあげる場や仕組みが要るのではないかと考える。 

 文部科学省の「児童生徒の教育相談の充実について」にも入れていただい

たが、子供たち全員を保健所などでスクリーニングをかけて、全ての子供た

ちから危ない子供を発見していくという仕組みが保健所にある。つまり、乳

幼児にはあり、就学後になるとない。そのため、学校の中でもスクリーニン

グリストを活用し、全ての子供たちを確認して、そこから必要な子供をピッ

クアップして、学校で対応を検討できる場が必要である（22～24ページ）。

国の相談体制の充実に書かれたということもあり、大阪府はそれに基づいて

頑張っているが、スクールソーシャルワーカーを中心にやろうとすると、週

１回とか、月に何回かしか来ないワーカー中心では非常に難しいのが現状で

ある。しかし、教員がワーカーを活用して作り込んでいる学校はチームがで

き、早期に支援策につなぎ、結果として不登校や遅刻の減少に成功し始めて

いる。全数から気になる子供を発見でき、それをチームで見ていくという仕

組みをつくっていかないと、就学援助を受けていないような子供たちが見え

てこない。 

 スクリーニングリストから、地域資源を使った支援、専門家を使った支援

に振り分けていき、子供食堂や学習支援につないでいく。 

 生活保護自立支援事業でも、生活保護世帯の子供たちの何％が来ているか

となると、非常に低い値である。子供食堂等はＮＰＯが立ち上げているもの

が多く、どの子供が貧困世帯かが分からないことから、学校と連携し、学校

が紹介したりしない限りは、子供食堂に確実にしんどい子供たちが行くとい

う流れにならない。 

 貧困世帯の子供たちが家に帰ってしまうと、家にこもったきり出て行かず、

家の中にいるという状況が見えてくる。そうすると、ＮＰＯが立ち上げて皆
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さん熱心にやっているのだが、教育と福祉の流れをどうつくるかというのが

ないと、なかなか活用されていないというのが実態かと思う（26ページ）。 

 学校プラットフォームについて。学校で子供食堂をつくった例がある。ス

クールソーシャルワーカーが学校で子供食堂をつくっているのだが、コミュ

ニティ・ソーシャルワーカーや、生活保護担当課等様々な人と手を組んでい

るため、福祉の視点がある。 

 その学校は、就学援助率が50％程の学校である。子供食堂を始めたときは、

25％の子供しか来ていなかったが、学校で実施しているため、先生が気にな

る子供を呼ぶことが可能になり、50％の子供たちが参加するようになった。 

 そんなつくり込みをもう一歩突っ込んで、教育と福祉が連携するようなつ

くり込みや、データを使ってITを活用するといったことが蓄積されると、ど

の取組が良いのかということが見えてくる。そうすると、成果が出る取組を

選択できる。それぞれの自治体の方が選択していけるようなものを評価の中

でつくっていただけないかと思っている。 

 今ばらばらにあるものをつないでいく仕組みが要る。それを期待されてい

るのは、１つはスクールソーシャルワーカーだと思うが、スクールソーシャ

ルワーカーの動き方も非常にばらばらで、自治体によって全然違うため、エ

ビデンスに基づくプログラムを導入していき、そこから、学校へつながるこ

とが必要である。配布の「つなぎびと」にあるように、そうしたプログラム

から、学校で子供食堂をつくるというところに発展した実践例もある。 

 スクールソーシャルワーカーが正職化に向いていくということは打ち出さ

れているのだが、それが実現していかない。支援が届かないところへどう届

けていくかという視点になりにくい。 

 また、教員がそういう視点になるには、教職課程で福祉に関する項目を入

れることが、必要ではないかと思う。 

 本学では、コラボレーションの教育をやっており、私が話した子供食堂を

つくり上げていくようなマニュアルのようなもの作成している。 

 データを見ながら検討をし、どこがまずかったのかということをデータに

基づいて議論するような文化を学校の中につくっていく。 

 それを現場で、教育委員会、教育行政、福祉とが一緒にやっていくような

ことは、現場任せではなかなか難しいため、要綱や規定、法律等のバックア

ップをいただきたいと思う。 

 先の「つなぎびと」にある子供食堂を学校に作った例では、主催者は自治

会であるが、キリン堂が歯ブラシを無料で提供し、近隣の歯医者が参加して、

歯のチェックをしている。また、ＰＴＡの母親がごはんつくりに協力し、父

親がランドセル掛けをつくるというように、地域挙げて、コミュニティ・ス
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クールと地域協働と学校が一体化したようなモデルとなる。（37ページ） 

 そのためには、行政の方が各学校に実施するように言うのは難しくて、こ

れは堺市の例なのだが、堺市全体で横串を刺すようなグッドプラクティスを

みんなで議論する場をつくっている。そこには、生活保護担当課の課長や児

童相談担当の役職の方も参加されていたりで、行政の方やＰＴＡの方、自治

会長、ＮＰＯといった様々な方が横並びで議論をしている。（38ページ） 

 こういった全体化する場があるから、各校区や地域ベースで主体的にどん

どん取組が生まれていく。堺市では、小児科医が協力する学校など８つくら

いの学校で居場所づくり、子供食堂などが生まれている。 

 ここまで話してきたような、全体像をつくり、見える化をし、相互補完し

ていくことを国として評価していく必要があると思う。（40ページ） 

 社会福祉士の養成について。スクールソーシャルワーカーの人数が足りな

いと言われるのだが、潜在社会福祉士と呼ばれる方々が存在しており、スク

ールソーシャルワーカーの希望者は非常に多い。どこの大学でも、それで人

気が盛り返したという話も聞くくらいである。しかし、非常勤雇用や謝金対

応ということを知り、実際に卒業時は就職先として選択していかない。その

あたりも含めて対応が必要である。（41ページ） 

 イギリスの例であるが、絶えず中間組織をつくって、データを評価したり、

分析したりと、国と現場との間に中間組織が入り見ていくということになっ

ている。これも是非検討いただきたく思う。（42～46ページ） 

 

○質疑応答 

（末冨構成員） 

 ７ページ。困窮度別の授業時間と学習理解度の関係について。中央値以上

の所得がある世帯と比べて、特に困窮度が低い子供たちには、学習時間の効

果がほとんどないという結果だと思うのだが、この分析やこの後の大阪府下

の各自治体の分析などで、この理由、あるいは、困窮度Ⅰの子供たちへのア

プローチについて、どうすれば学習時間の効果を上げていくことができるの

かということについては、何か議論が深まったりしているか。 

（山野構成員） 

 他のデータから見て、大人との関係等社会とのつながりが非常に薄くなっ

ているのに加え、家に本がないという割合も高い。そういった周りとの関わ

りの環境や本の環境、健康の環境、体調不良等非常にたくさんの課題がある

中で気を遣ってしまう子供たちがいるという話が、インタビュー調査の中で

も出てきた。 

 例えば家へ帰ってから、居場所へ行く。居場所へ行けば本が置いてある。
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また、家に帰ってしまうと、居場所に行けないということもあるため、学校

プラットフォームとして、学校の中に、地域とつながることができる、本を

読むことができる環境をつくる取組を実施している自治体が何例かある。 

 効果がどうだったかというところまでは、学校における子供食堂を作った

ところなどまだ分析していないため、実際どうだったかということは分から

ない状態である。ただ、沖縄は、先も述べたように事業評価をしているため、

一定の居場所での学習支援の効果が出ていると考えられ、今後効果は出てく

るとは思っている。 

 

（工藤構成員） 

 ４ページ。「世帯別労働状態と制度利用」について。困窮度Ⅰの方のうち、

例えば就学援助を受けたことがない方が14.6％、児童扶養手当を受けたこと

がない方が10.1％いる。これらについて、具体的な理由を、教えていただき

たい。 

（山野構成員） 

 大阪府内で教育委員会と共同で、小学校５年生と中学校２年生の子供たち

を対象に調査をしており、中にはほとんど全数把握の自治体もある。自治体

によっては、受けたことがない方の数値がこれより高い自治体もあり、これ

は現実の結果だろうと思っている。 

 インタビュー調査も併せて実施していたため、学校としては、全ての子供

たちにチラシを配布しているが、子供が親に渡すかどうか分からない。また、

親も渡されても、忙しくて、横へ置いておいて、見ないことも多い。 

例えば、大学院へ社会人入学した方などが制度を初めて知って、申請した

ら申請が通ったという話もあったほど、周知されていない。せっかくいろい

ろな制度ができているため、届けるというところにもっと力を入れることが

重要である。 

 しかし、届けるというのは非常に難しく、沖縄の例で言うと、支援員の調

査から、書類が多く、内容も難しいため、面倒くさいと諦めているというこ

ともあった。そこに支援員が寄り添うことで、就学援助の申請や児童扶養手

当の申請に至っていくという実例がある。 

 

（新保構成員） 

 ７ページ。4.0から0.0まで、何らかの得点でこれを表しているのだと思う

が、この得点が0.1ずれるとどのぐらいの学力の違いが見えるのか。どういう

尺度で分析されたのかを教えていただけると、2.3から1.5までの違いをどう

理解してよいかが分かると思う。 
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（山野構成員） 

 これは、４件法で聞いている。そのため、正確なテストの点数ではない。

そういう意味では正確さは欠けるかもしれないが、データ数が多いというと

ころが大阪調査の強みだと思う。また、お茶の水大学の報告でも同じような

結果を出ているため、決してたまたまではないと思っている。 

 

（渡辺構成員） 

 学校を拠点とする子供の貧困対策は可能性があると思っている。特に小学

校は、数が多いため、学校が拠点になることがキーになると思っている。中

学校でスクールソーシャルワーカーの方がうまくキーマンになるような事例

があれば、教えていただたい。 

（山野構成員） 

 おっしゃるとおり、小学校がやりやすい状況である。なぜ小学校というと

ころに私たちが着目して動いているかというと、小学校は、校区外には出て

はいけないと指導をしているからである。ＮＰＯが自分の校区内になければ、

通う場所はないという現実があることから、小学校が一番効果的で分かりや

すいと思っている。 

 中学校になると、居場所を地域の人と一緒にスクールソーシャルワーカー

が立ち上げることはある。しかし、小学校ほど校区こだわっていない動きに

なっているかと思う。イギリスの結果でも出ているが、中学生になると抱え

ている課題が変わり、進路の課題になっていく。選択肢が増えるとか、生き

方のイメージができるとか、そういう取組が中心になっていくべきかなと思

っている。 

（渡辺構成員） 

 私たちがやっていても、中学生で、学力がすごく低い子だと、考えること

があまりなく、勉強と言っても、教科書を全部写すだけで、毎朝２時間やっ

ても成績が上がらないといったことがある。小学生のうちに学習習慣がつい

ていたり、九九が全部できたり、基礎学力が整うと違うのだろうというのは

日々感じている。そういう意味でも、小学校で校区の子供たちを支援できる

のは、すばらしいことだと思う。 

 

（金子構成員） 

 沖縄県の事業評価について。対象となる世帯、子供の母数を教えていただ

きたい。また、支援員に関することで、教育に関する支援に対するニーズ高

かったというだが、どういう点からこういった評価になったのか。 
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（山野構成員） 

 各自治体において、貧困世帯等の支援が必要な人たちを選択して、支援員

を派遣し回答を得ている。 

 居場所は、ＮＰＯを含めいろいろな団体が立ち上がってやっているため、

選別はせず、居場所に来ている子供たちに調査をしている。 

 教育に関する支援に対するニーズは、いろいろあり、塾に行かせてあげら

れないとか、自分がそういう情報を知らないということから、子供の勉強が

非常に心配だというようなことまで含めている。選択肢と自由記述になって

いる。 

 

（２）武藤構成員プレゼンテーション 資料２－２ 

（武藤構成員） 

 ３ページ。児童を取り巻く情勢、特に私たち社会的養護の現状から見えて

くる課題について、３点。 

 これらが子供の貧困対策の課題ということになると思う。特に私たちの状

況からすると、②児童虐待の増加。児童虐待のひどい状況が全くおさまって

ないということで、全国的に見ると、入所してくる子供のうちの６～７割ぐ

らいが虐待を受けているのだが、東京だと、８～９割ぐらいの子供たちが虐

待という理由で入所することが多い。私が施設長を務める児童養護施設では、

約９割方が虐待を受けて来るというような状況である。東京の場合は、施設

も里親も全く足りないという状況の下で、子供たちはひどい状況になってし

まった後に、ようやく施設にたどり着く。結論を言うと、もっと手前の段階

で何とかしないと、その子供たちの社会的自立が非常に困難になる。18歳で

社会的に自立させるということが不可能に近い子供たちが非常に多くなって

きている。 

 しかし、徐々にではあるが、最近は、様々な形で子供たちの自立を支える

ような制度や財源が整うようにはなってきている。 

 ③の不登校、ひきこもりの実態について、自立援助ホームに来る子供たち

の半分ぐらいが、不登校とひきこもりになっている。大体が16歳、17歳で来

るのだが、自立はなかなか難しく、現実的には相当困難を有しているという

ような状況がある。 

 ４ページ。そんな困難な状況を解決するべく、児童福祉法改正が２年前に

行われ、子供の最善の利益をしっかり担保するために、鋭意様々な取組が実

施されてきた。 

 ５ページ。ここ５、６年ぐらいで様々な事業が展開されている。特に自立

支援で大きかったのが、措置延長規定の見直しである。以前は、例外的な子
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供たちだけとしていたのだが、６年ぐらい前から措置延長規定の見直しがな

され、18歳ではなかなか社会的自立ができない子供たちについては、20歳ぐ

らいまで施設で措置延長をし、支援してよいことになった。 

 また、18歳でもなかなか難しいという子供たちに、22歳までの支援をする、

社会的擁護自立支援事業がある。 

 しかし、22歳まで支援が必要な子供は誰でも大丈夫というニュアンスであ

るが、東京の例などからすると、実際は、限定的に運用されており、都道府

県によっては、社会的擁護自立支援事業がまだまだ活用されていないという

実態もある。 

 今般、18歳で成人するということを法制化し、数年後の実施に向けて動い

ているが、虐待を受けた子供たちなどの状況からすると、18歳で社会的自立

をするのはなかなか困難である。そうすると、もっとしっかりした制度をつ

くらなければいけないのではないかというような問題意識がある。ここ数年

で様々な制度拡充をしながら進めてきているが、まだまだ不十分な状況にあ

る。 

 ６ページ。自立援助ホームの制度改正を幾つか書いてある。特に、シェル

ターへの補助制度が開始されたことや措置費を定員払いにしたことは自立援

助ホームの制度についても大きかったのではないかと思う。 

 ただ、各区市町村１つくらいは自立援助ホームがないとだめなのではない

かと思うのだが、実態からすると、全国的にはまだ150ホームほどであり、箇

所数からすると、まだまだ拡充と呼ぶには至っていない。 

 ７ページ。児童福祉法改正について、「新しい社会的養育ビジョン」が昨

年の夏につくられて、それをどう実現するかについては、①から⑧のうち、

特に⑦自立支援策が重要である。ただ、これから実態調査をする、包括的な

枠組みを構築するための検討に入るという状況であるため、社会的養護の現

状からすると、この自立支援策を国家を挙げてやっていくための青写真、ビ

ジョンがまだまだ十分描かれていないのではないかという問題意識がある。 

 ９ページ。「自立支援に関わる制度の到達点と実践課題」について。実際

に、児童養護施設等ではどういう支援を必要としているかについて、自立支

援に関わる部分だけ14点書いている。①から⑭まで、入所児童については、

それぞれ自立支援計画書をつくり、そこに、一人ひとりの方針を落とし込む。

社会的に自立するためにはこれだけ必要であり、子供とも既にできているこ

とと、まだできていないことを話し合いながら、日常生活の中で、自立をす

る力をつけていくというのが、私たちの仕事である。 

 この中でも特に、③金銭管理、⑤対人関係、⑥自己覚知、⑧生と性、⑨進

路指導、⑬家庭関係調整が重要である。例えば、家庭関係調整について、入
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所児童は親子関係が崩壊したような状況で入所して来るのだが、子供にとっ

ては親の存在は非常に大きく、整理させていかないと、悩んでしまう。在所

している段階から親子関係を調整することが、子供の自立に非常に大事だと

いうことを、私たちの実践からも考えている。 

 アフターケアの重要性について。18歳で自立することはなかなか容易では

ない。しかし、いつまでも施設に子供たちを置いておくというわけにはいか

ないため、実際、社会に出た後の支援が一番重要ということになる。 

 私も、40代とか50代の卒園生から連絡が来て相談に乗ったりする。どこま

でやるかという問題があるかもしれないが、虐待を受けた子供たちを含めて、

社会的養護を出た子供たちには、長期的な支援が必要である。 

 ただ、長期的支援をするシステムを構築したり、本格的に社会的養護の子

供たちの自立支援をするということであれば、担当者や専門スタッフをきち

んと置いてやらないと、長期的支援にはならないのではないかと思う。東京

では、自立支援コーディネーターを各施設に配置しながら、10年後までも視

野に取組を始めているが、アフターケアは最低５年から10年ぐらいまでは関

わりを持つ必要があり、場合によっては、子供が施設を実家的な機能として

考え、何でも相談できるような拠点にしていきたいと思っている。 

 19ページ。東京都で平成22年と平成27年に２回調査した中で、統計で出て

きているところだけ記載している。 

 退所後の進路で、進学をした割合について。これは18歳のみを対象として

いるが、大学等々に行ったというのが37.3％→43.1％であり、東京は割と高

い。なぜ高く出ているかというと、子供に直接アンケートを取るため、関係

を保っている子供たちだけであり、関係を絶った子供たちはアンケートに答

えてもらっていないということから、多少高く出ている。東京は割と高く出

ているが、全国平均からすると、高校進学率は非常に高くなっている一方、

大学等の進学率はまだまだ上がってないという状況である。 

 次に、「進学継続で非常に大変だったこと」について。退所者のアンケー

トの中で大変だったと答えた割合が高かった３つが、アルバイト等との両立、

学費・生活費等の負担、学生や教師との人間関係である。 

 概ね退所後10年以内の子供たちにアンケートをとっているが、退所後大変

だったと答えた割合が高かった４つが、将来への不安、仕事に関すること、

家族親族に関すること、心身の健康に関することである。私どもも、何回か

全国的な調査をしているし、地域的な調査もしているが、共通している。当

事者が退所後困ったことで、孤独感、孤立感、金銭管理、生活費、職場での

人間関係、食事・炊事、身近な相談相手がなかなかいない、ということがあ

る。「現在あなたはどういうことに困っていますか」と聞いたときに、生活
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全般や将来への不安、家族・親族に関すること、生活費や経済的なこと、仕

事に関すること、心身の健康については、ほとんど共通の課題である。昔は

どちらかというと、金銭管理が上位に来たのだが、今はどちらかというと、

人間関係や孤立感といったものが上位に来る。おそらくこれは虐待問題等々

と関係しているのではないかと思う。 

 11ページ。同様に、児童養護施設の進路実態調査について、退所予定の子

供たち及び退所後の子供たちの進路調査を毎年全国児童養護施設協議会とし

てやっている。全国の児童養護施設のうち97.8％から回収しており、中学校

を卒業した子供たち、高校を卒業した子供たち1,683人のデータである。 

 12ページ。ほとんどの子供たちが全日制の高校に行っている。これは、施

設の子供たちの高校進学率が非常に上がっており、一般の子供たちとそんな

に変わらない状況になってきているからである。特徴的なのは、特別支援学

校等とあるが、知的障害や発達障害を抱える子供たちが非常に多く入所して

くるため、特別支援学校に行くという子供たちもだんだん多くなってきてい

る。大学等に行ける子供たちと、何とか頑張れば就職できる子供たちと、就

職できず大学も行けない、医療的なケアや福祉的なケアが必要だろうという

子供たちとの３層に分かれるのではないかなと思う。この３層に対して、十

分な個別的な支援をしていかなければいけないのではないかという問題意識

である。 

 13ページ。卒業後の翌年にどうなっているかについて、措置の状況という

ことで、自活をしている、家庭復帰している、他の施設に行っているという

状況である。障害を抱えた子供たちが、障害者支援施設等に行くということ

になる。 

 14ページ。「卒業後の主たる進路」について、就職をできる子供たちと、

４年制大学や専修学校等に行く子供たち、進学も就職もできない子供たち、

の３層に分かれるのではないかと思う。全国平均では、進学率が29.4％であ

り、一般の子供と比較すると低い。せめて、40～50％程度の進学率を目指し

たいと思っている。 

 15ページ。卒業半年後どうしているかについて、最近、仕事が続く子供た

ちもいるが、学校を退学してしまったり、就職しても転職してしまったりと

いう子供たちもいる。これは、10年前の統計からすると、子供たちが大分定

着をしているという状況であり、就労状況が10年前と今とでは随分違うとい

うことも影響していると思う。 

 16ページ。「修学・生活費の確保方法」について。働きながら学校に通う

のだが、途中でお金が尽きてしまう、貯金を取り崩したと回答した方が38.6％

である。高校時代にアルバイトで貯めたものの、使い果たしてしまって、お
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金が尽きてしまい、退学してしまうというようなことなども中にはある。 

 就労状況について。状況的には良いのだが、問題なのは、進学をしたくて

も断念するケース。これは11％程度の子供たちが該当する。能力があり進学

を希望している子供たちは、大学や専門学校に行き、社会的な自立がしやす

い状態にしたい。 

 最後に、「施設が抱える課題」について、学費等の確保、フォロー体制が

挙げられる。フォロー体制はとても大事であり、大学へ行っても、就職して

も、その後のフォローがしっかりされてないと、途中で挫折してしまったり、

人間関係がうまくいかなかったりというような状況になる。 

 22ページ。「自立支援に関する制度課題」について。 

 １点目は、ひどい状態になって入所して来る子供たちが非常に多いため、

もっと早期に介入をしていかないとならないということ。ひどい状態になっ

てから入所して来ても、なかなか社会的自立ができないことから、子供の貧

困対策や虐待の予防という部分を国は力を入れていかないとならない。ひど

い状態になっている子供は、大人になっても苦しむ状況に陥る人たちが多く、

この子供の総合的な貧困対策は絶対的に国家的にやらなければいけない課題

ということが、私たちの社会的養護の現場からは非常に見えてきている。 

 18歳から成人となる法改正から予定されていることについて。先月、韓国

の施設長から話を聞いたところ、韓国は28歳まで１人当たり最高800万円ほど

の予算を用意するなど自立支援に相当力を入れているそうだ。アメリカやイ

ギリスと比べても日本は非常に遅れているのではないかと考える。そのため、

新しい法律や制度の枠組みを早急につくらないと、この狭間で、貧困の再生

産をしてしまうというようなことを非常に感じている。 

 一昔前からすると、様々な自立支援の制度ができてきているが、細かくは

活用しにくい点もあるため、予算的な障害も含めて、もっと活用しやすい制

度にしていただきたい。何と言っても、子供たちの自立を支える体制を構築

するために、自立支援担当職員を早期に児童養護施設等社会的養護施設に是

非配置していただきたい。 

 

○質疑応答 

（山野辺構成員） 

 就学の状況は、10年前と違うということであるが、具体的に、どのような

状況が違ってきているのか教えていただきたい。 

（武藤構成員） 

 私が出したのは、就職後の状況である。就学の状況は、この２、３年で、

貸付制度や社会的養護自立支援事業といったものができ、これらを活用して
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それなりの進学をする子供たちが、少しずつ出始めてきており、中学生や小

学校高学年ぐらいで、先輩たちの姿を目指して、私たちも行けるのだと希望

を持てる状況に変わりつつある。 

 それから、就労状況が違うというのは、企業の受入側が、現在は人手不足

という中で、アルバイトなど職を選ばなければ、子供たちが選ぶことができ

るというのが実態である。以前だと、ちょっと遅刻したり、挨拶ができなか

ったりと、社会人としてのマナーが十分身についていないと、ぞんざいに子

供たちが扱われていたため、そこで仕事を辞め、そういう子供たちがホーム

レスのような状態になっているというような実態もあった。現在は、非常に

雇用状況が良くなって、以前と比べ企業側が、丁寧に子供たちの支援をして

くれるケースが多くなってきているため、定着性が非常に高まっている。 

 ただ、子供自身の抱えている問題は、だんだんひどくなってきているとは

思う。 

 

（桒原構成員） 

 22ページ。自立支援策の話があった際、韓国では28歳まで支援制度があっ

て、１人当たり800万円ぐらい用意されているとのことだが、具体的に、韓国、

アメリカ、イギリスは、その支援金をどういったことに使っているのか。 

（武藤構成員） 

 「日本はやっと22歳までの社会的自立の支援ができるようになった」とい

うことを、韓国の施設長の前で発表した際に、韓国は28歳まで支援をするこ

とができているという話があった。どういう制度なのか、中身について十分

確認をしているわけではないが、金額について言えば、日本においては、月

額約５万円程度を支援し、進学や住居に関する援助をしているところ、韓国

においては、最大１人800万円程度のお金を予定し、支援をすると聞いた。 

 加えて、アメリカにおいては、当事者から聞くところによると、それぞれ

州で多少違いはあるものの、概ね25、26歳まで支援をする制度があると聞い

ている。イギリスにおいても、リービングケア法という法律のもとで、概ね

25、26歳までの社会的養護の子供たちのうち社会的自立が困難な子供たちの

支援ができるようなシステムがあると聞いている。 

（宮本座長） 

 成人年齢を18歳に下げると同時に、支援の必要な人に対しては、別途、制

度をつくっていかないと、福祉の点では後退するような問題になるため、非

常に重要なポイントだと思う。 
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（渡辺構成員） 

 児童養護施設に虐待された子が入るということは前から聞いており、非常

に心を痛めていた。東京においては８～９割の子供が該当するというのはす

ごく重要な問題だと思っている。 

 その中で、虐待も、年齢によっていろいろあるし、どこでつかまえるか、

どうキャッチしていくかというのはすごく重要だと考えている。大変になっ

た子供たちについて、どの学年の子がどう来るのかを教えていただきたい。

私たちは中学生や高校生を支援しているが、子供たちの話を聞いていて、か

なり大変な家だと思う一方で、「児童相談所には行きたくない」「児童養護

施設には絶対行きたくない」と言うし、それはそうだろうなと思う。例えば、

小学校であれば、その学校の中で見つけられて、早くにキャッチし、また、

違う資源につなげられれば良いと思う。そういう意味で、教員の方々がそう

いう視点を持って、スクールソーシャルワーカーにつなげていくとかはでき

るだろう。また、先日の事件のように、未就学で、家にいる子供は、全戸確

認といったことも出てくると思うため、児童養護施設にどういう状況で入っ

ているのかというのを教えていただきたい。 

（武藤構成員） 

 入所する子供たちの年齢は決まっていない。小さい子供たちも含むし、小

学生、中学生、高校生で入所する子供たちもいる。特徴としては、幼少の子

供は、どちらかというと、親の虐待の中でもネグレクトというケースが非常

に多く、このまま親と一緒にしていると命も危ないということがある。特に

衣食住がきちんと保証されておらず、一日も早く保護をしたほうが良いので

はないかということで、入所してくるケース。これはどちらかというと、親

自身も精神的な病気を抱えていたりすることが多い。 

 また、小学生で来る子供たちの特徴としては、子供自身にも多少なりとも

発達に障害があるなどのいわゆる育てにくい子供たち。言うことを聞かない

から手が出たりしてしまって、身体的な虐待に通じていく。そのため、親も、

小さい頃は何とか育てられたが、第二次反抗期で、子供自身も発達に障害を

持っていて、多動性の障害を持っていたりすることから、叩いたり度を超え

て叱ったりすることで、子供たちの問題を大きくしてしまうというようなケ

ース。そういう子供たちが最近入所してくる。 

 それから、中学生や高校生で来る子供たちは、小さい頃に虐待を受けたが、

何とかくぐり抜けた後に入所するケースが多い。思春期になって、親と一緒

に生活したくないと思うようになる。その中で、家庭内暴力があったり、子

供が家出をして警察に保護されたりして、児童相談所や警察から親のところ

へ連絡をしたら、もう育てる気はないからと言われるなど、親子関係がひど
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い状況になってしまってたどり着く子供たちがいる。 

 全員が全員、今、私が話したような状況ではなくて、ケース・バイ・ケー

スではあるが、そういう特徴がある。そのため、施設にたどり着いたときに、

今までの生育歴や親の関わりがどうだったのかということを、児童相談所が

調査する。しかし、児童相談所は親と十分話ができる状況にない中で子供を

保護することもあるため、入所の段階でも、子供の生育歴等背景がよく分か

らないという状況で入って来る子供たちもいる。そのため、少し時間をかけ

ながら、子供たちの虐待を受けた度合いや期間も十分アセスメントしながら、

子供たちの支援計画を立てていく。 

 現在は、虐待の中でも、ネグレクトが非常に増えてきている。 

  

３．意見交換 

（末冨構成員） 

 子供たちに対しての教育の無償化の議論が進んでいることは大変望ましいこ

とだとは思っている。 

 ただ、６月に、文部科学省の中の会議で出されている無償化の支援の要件が、

恐らく、当事者のニーズとは全然合ってないのではないかということを非常に

危惧している。具体的に、金額の面では、例えば所得要件をなるべく広げよう

という話は大変良かったのだが、高校では本人にレポートや面談というかなり

高いハードルを課すことや、大学では成績や出席が望ましくない場合、警告を

行うと書いてある。 

 最近、文部科学省の高等教育政策であまり言われなくなったと思っているの

だが、学生相談の仕組みの充実があれば、恐らく警告に至る前に予防できる。

現状はあくまで自己的アプローチしか想定されてない。学生をサポートすると

いった視点からの議論が余りされていないのが非常に懸念されている。 

 同様に、大学等の要件も、学生相談の仕組みや学生をサポートする仕組みを、

現在以上に手厚くしていくことが望ましいだろう。 

 資料１の９ページ。専門学校等の支援体制を手厚くしていく方向性が出され

ている。これは非常にすばらしいことだと思うのだが、特に大学や短期大学あ

るいは高等専門学校といった、専門学校以外の進学先に対して、こうした相談

体制とかのサポート体制の拡充について、現在の段階で何か公表されているの

かを教えていただきたい。また、現状の議論では、若者たちにとって本当に必

要なサポートになってないのではないかという懸念があるため、その辺りを検

討いただければと思う。 

（文部科学省） 

 無償化の要件は、６月19日の閣議決定にも載っている。基本的に、無償化の
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対象範囲については広げていくということで、住民税非課税世帯の子供たちに

は、授業料に関して、国立大学は基本的に免除にしているし、私立大学は、国

立大学の授業料相当額に加え、私立大学の平均授業料と国立大学授業料の差分

の２分の１まで加算した額を上限として免除にしている。授業料の無償化の対

象は、充実する方針を打ち出している。 

 給付型奨学金についても、これから、具体的な額については検討するが、こ

れまでの生活実態を踏まえて、就学費や課外活動費、実際の食費等の必要な経

費をカバーできるように内容を充実させる。 

 対象者の要件について、切るための観点というよりは、財政的支援をより効

果的に発揮するために必要な条件設定と捉えていただければと思う。実際に高

校に進学する際に、高校進学前の段階で支援決定をするため、税金で経済的支

援を受けるという観点から、学習意欲をきちんと継続していただくような取組

は、その子供のためにも当然必要になってくる観点だと思う。学生のサポート

という観点も含めて、レポートの提出や面談によって、学生の学習意欲を確認

して、大学に入っても、支援の状況をきめ細かく見ていくというのが、支援対

象者の要件として書かれている。 

 実際に支援対象となる大学の要件のうち、実務家教員の配置の問題は、大学

を選別するというよりは、社会で就労を得て、自立した活動をしていくという

ことが、その子供たちの就学後の事後サポートでもあるという観点から、大学

において実務的な教育、実践的な教育を受けて、自立できるようにするために

は、大学の教育環境を整えていただく必要がある。そのための実務家教員の配

置を政策的に促進していくため、今回、一定の要件を設ける方針としている。 

 ただ、要件が満たすことができないと大学が判断した場合には、大学はその

理由を明らかにして、それに代替する実践的な教育をやることを説明すること

で代え得る形にしているため、実務家教員の配置のみが実践的教育を担保する

わけでは必ずしもないというところも理解いただきたい。取組の狙いとしては、

子供が大学を卒業した後も、実践的な力をつけて自立できるような教育環境を

整えていくというところ。 

（末冨構成員） 

 説明は分かったのだが、例えば大学が判断する前に、相当丁寧な学生相談を

していかないと、例えば、児童養護施設や少年院から進学してくる子供たちは、

自分の経歴が知られるのではないかという不安、それから、困難な家庭環境で

あるがゆえに経済的に不安定、人間関係も気後れしてうまく築けないというこ

ともあり、とりわけ困窮度の高い家庭から頑張って進学して来た子たちはドロ

ップアウトリスクが高い。だからこそ、こうした厳しい要件は、当然、財政投

入の前提だということは理解するが、それと併せて、文部科学省であるからこ
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そ、学生支援が高等教育の政策の柱の１つであればこそ、学生相談を学生支援

の大事なアプローチとして、もう一度大学側に対しても強調していただけない

か。 

（文部科学省） 

 無償化支援だけではなく、今後の大学教育の将来像というところを検討して

いるため、指摘事項は担当当局にもしっかり伝えたい。 

 

（工藤構成員） 

 介護士等を希望している人は結構いるが、待遇が良くないから、実際にはな

る人が少ないという１つの例が示された。また、いまだに自立できない40代の

人たちの話し相手になっているというような話も聞くにつれ、いわゆる支援す

る側の人材養成について、どういう取組をされているのかを伺いたい。 

 また、こういう問題に対して自分の人生をかけて一生懸命見ていこうという

人たちは育ちつつあるのか、また、看護師や介護士の不足は、随分ニュースで

聞くが、こういった子供の支援に関する現場を預かる人たちは育ちつつあるの

か、聞かせていただければありがたい。 

（武藤構成員） 

 今、どの業界もそうだが、人材の確保が難しくなってきている。子供に関わ

る仕事をしたいという学生や社会人の方々は結構多いが、就職して、子供たち

の抱える問題を知り対応しているうちに疲れて、本当にこの仕事がやれるのか

と不安になってしまい、中途で辞めてしまう職員も非常に多い。精神的に不安

定で、親が全く当てにならず、兄弟もいない、社会生活もうまくいかない、学

校の友達からもいじめられてということなども含めて、孤独感に悩んでいるよ

うな子供には、１、２年関わると、その後ずっと関わることになるため、養育

者がずっとそばで伴走をすることが必要なのだが、途中で辞めてしまうことに

なってしまうと、里親でも施設でも、これは子供たちに対して申し訳ないこと

でもあり、また非常に失礼ということになる。そのため、長期的に関われるよ

うな職員の体制や労働条件、給与も含めて保障することが、結果的に子供の養

育、自立支援をしっかり保障することにつながるのではないかと思う。職員の

人材を確保し、育成して、定着させ、長く働いていけるというような条件整備

をするという点では、まだまだ非常に課題が多いため、そこをしっかりしてい

くことが必要である。 

 また、虐待を受けている子供たちとずっと一緒にいると、その試し行動など

により支援者が疲弊してしまうため、メンタルヘルスなども含めて、相談役や

スーパーバイザー、スーパービジョンといったところを十分確立していかなけ

ればならない。気合いと根性で子供たちに対応するという時代ではなくて、伴
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走者であったり、支援者であったり、職員の心の癒しも確立されながら、長く

関わっていけるような条件整備ということが、人材養成についてはとても大事

かと思う。 

（宮本座長） 

 神奈川、東京、埼玉で、生協や労働者協同組合といった幾つかの団体が一緒

になって、社会的養護を出た後の若い人たちの自立支援をやろうとしている。

その資金は、それぞれの団体の組合員から年１回集めており、最初のモデル事

業として、既に、社会的養護あるいは自立援助ホームで非常に熱心に取り組ん

でいる団体の何人かが、伴走者として伴走支援をするという事業を実施するこ

とになった。 

 はじめは、子供に直接、自立のためのお金を提供することを考えたのだが、

今一番重要なことは、支援をする人たちが長期にわたって伴走できる環境を整

備することではないかと思い、始めたもので、今後、末永く続けていこうとし

ている。実際にやり始めてみると、深刻な虐待やネグレクトを受けて大人にな

った人たちの支援が非常に難しくて、良くなっても、また、つまずいてしまう。

これにつき合っていくためには、費用がなければいけない。交通費や食事に来

た時の食費等の費用はどこからも出てこない。その他の様々な費用も含め、伴

走者を支援することが重要だということが、団体の中で認識されて、スタート

しているという状況である。 

 

（山野構成員） 

 大学での授業料の支援の要件のことで言うと、意欲格差の課題がある。お金

を出すからには意欲があるかどうかを見てという話はごもっともであるが、貧

困というものはそもそも意欲格差を幼少期から生んでおり、そのことの理解が

ないまま、大学等を選別していくという流れがある。 

 それから、なり手の話で言っても、学校の教師や保育所の現場などで日常的

に子供と接していると、親に対して批判的になる。家庭の理解に対して、専門

職教育としてしっかり入れると、早期に対応をすることができ、大きな問題に

ならずに済むのだが、なかなか防げないでいる。 

 つまり、人材養成では、教師になる人、日常的に子供や保護者に出会ってい

く人に対しては、まさに、貧困というものは何なのかということを、文部科学

省において研修レベルで浸透をさせるという方向性であるため、養成課程に入

れていくことが必要ではないか。今現在、教員養成課程には社会福祉科目は全

くなく、虐待の理解もなく、生活保護とは何かなど全く知らずに教師になり、

現場で向き合うこととなる。その点について、教員に対する養成として何か今

後の方向性、可能性について、文部科学省に聞きたい。講演会、研修レベルで
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はなく、養成課程の中に貧困という項目をベースにして入れていくことはでき

ないのか。 

（文部科学省） 

 専門的な知識について、最新の検討状況を承知していないため、確認する。 

 ただ、教員養成の場合は、実際に養成を始めてから４年かかる。今いる学校

現場の子供たちの困り事にしっかり対応していくという点では、現職の教員が

どういう意識で対応していくかというところが非常に重要ということもあり、

まず研修、現職教員の取組の改善課題というところに取り組んでいるところ。 

（山野構成員） 

 出来上がった人はなかなか変化が難しい。大阪府立大学では教育学の学生と

福祉学の学生とを一緒に養成していて、実習でも学校に一緒に行くというコラ

ボレーション教育を実施しているが、効果がある。若い人たちの当たり前にす

るということが重要ではないか。その人たちが母親や父親になっていくという

ところにも生きてくると思う。 

 

（渡辺構成員） 

 内閣府・文部科学省・厚生労働省には、精力的に子供の貧困対策を進めてい

ただき御礼を申し上げる。様々な施策が進んでおり、現場でも、子供のことを

応援してくれている、自分たちのことを見てくれていることを感じている。給

付型奨学金についても、学力等様々なハードルはあるものの、子供たちが自ら

働き学費を稼がなくても、学校に行けると思えることは大きい。授業料の減免

に加え、児童扶養手当の限度額が130万円から160万円に引き上げられたのは、

非常に大きなことと思う。是非、引き続き施策を進めて行っていただきたい。 

 １つ目。いろいろな問題が出ているが、根本的に所得が少ないという問題が

あるため、児童手当の増額といった本丸のところに切り込み、子育て世帯の収

入が増えるような仕組みや社会保障費が入るといったことを考えていただきた

い。例えば、児童手当は、中学生で切れるが、実は、高校生が一番お金がかか

る。毎月頼りにしていた１万円がなくなって、手取り10万円の家庭がすごく困

っているという現状がある中で、せめて18歳までは拡充をしていただきたい。

また、多子世帯のような、ひとり親世帯に入らない世帯が大変な中では、全て

の人がもらえる手当が増えていくということが重要と思うため、所得制限とか

をかけない手当に取り組んでいっても良いと思う。国民の中でも、子供が大事

だとか、少子化が進む中で、そこの理解は出てきていると思う。 

 ２つ目。食の支援については本当に重要だと思っており、生活習慣がちゃん

としている子が学力が高いというのもあるが、どこからか整えるのかという問

題がある。食から入って生活習慣を整えていくのが一番やりやすいというのは



27 

 

感じているため、例えば子供食堂を自治体がコーディネートするとか良いので

はないか。江戸川区は、食の支援にも熱心に取り組んでいて、「おうち食堂」

のように、家に料理ボランティアの方を派遣して料理をつくったり、「おなか

いっぱい」のように、ごはんを届けるという取組もやっている。食の支援にも

う少し自治体が取り組んでくれると良いと思う。 

 特に夏休みは、給食がなくなって、いろいろな問題が発生する。給食がライ

フラインの子にとって非常に厳しいため、夏休みだけでも、例えば自治体が子

供食堂に協力をお願いして、月２回ではなくて、週に３回ぐらいはそこへ行っ

たらご飯を食べられるようにするとか、お昼があるとかそういう取組が出てく

ると良いと思っている。 

 ３つ目。生活保護世帯の高等学校の進学率を上げるためにも、世帯分離の廃

止を再度検討していただきたい。 

 ４つ目。社会的養護について。自立支援担当職員との声はすごく重要で、い

ろいろなお金をもらって大学に行っても、中退をしてしまうといった問題が出

てくる中で、なじみのあるところに知っている人がいるということは重要であ

るし、恐らく、政策効果・効率性で言っても、新しい仕組みをつくるよりは、

今の施設の中にちゃんと人を配置して、その人が引き続き見ていくほうが良い

と考える。子供たちにとっても良いと思うので、ちゃんと置けるようになると

良い。 

 ５つ目。少子化対策に入るのかとは思うが、これだけ給付型奨学金が整って

くると、既に、貸与型奨学金をたくさん借りてしまっている若い方たちがすご

く問題になってくる。例えば韓国では、同様の問題があったときに、これに配

慮するような制度を作った。これから貧困状況で育った子供たちが、借金で苦

しむことがないように、例えば利子つきの奨学金を借りている方は、利子の負

担はなくしていく、あるいは、子供が生まれたり、結婚するときに棒引きをす

るなど、何かもう少し若い人たちを応援するような仕組みが出てくると良いと

思っている。 

 

（武藤構成員） 

 参考資料２の５ページ。「社会的養護自立支援事業等」は、支援コーディネ

ーターが県に１人というような配置である。ＮＰＯ等も含めて、社会福祉法人

や児童相談所が自立支援コーディネーター役をやっているのだが、非常に機能

しているところと機能してないところがあるため、２年経ったところで、社会

的養護自立支援事業の効果や欠点などを直しながら拡充していかないと、この

ままでは十分ではないと考える。 

 参考資料２の６ページ。自立支援資金貸付事業は、就職して、５年間就業継
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続で返還免除になるというものだが、生活費等に関しては所得税がかかる。も

う使ったもので、例えば数十万の所得税を払うということになれば、本当の意

味で返還免除にならないのではないかと思うため、検討してほしい。 

（厚生労働省） 

 自立支援資金貸付事業に関する意見について、今の税法を厳密に適用すると、

５年間の就労継続で返還免除としたときに、その額が一定額を超えると、一時

所得として整理されてしまい、課税の問題が生じる可能性がある。 

 税制上の取扱いは何とか整理できないかということで、今後、我々としても、

財務省等とも相談をしていきたい。 

 

（以上） 
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