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「子どもの貧困」と言うけれど、「貧困」って何だろう？

「貧困でないこと」をあらわすことば を考えてみる
（貧困の対概念）



相対的貧困率の国際比較
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（出典） 厚生労働省 「平成28年 国民生活基礎調査の概況」



「ケイパビリティ」という視点からとらえた貧困

・アマルティア・セン（Amartya Sen：1933-）

・貧困とはケイパビリティ(capability)が失われていること
であると理解する理論を提唱。

＝ 潜在能力（生き方の幅、可能性、自由）が奪われていること。

・「自転車で目的地に行く」というケイパビリティの中身について考える。

① 自転車を持っていること（財の有無）
② 乗れる（こげる）こと
③ 目的までの方向や地理がわかっていること
④ 乗ろうという意思があること（主体性）



Ｐ．タウンゼントの貧困研究 （相対的剥奪論）

・「生存ライン」を意識した「絶対的貧困」論では現代の暮らしを反映できない。
そこで、一般的な暮らしの水準からどれだけ乖離しているか で貧困をとらえる。

・文化的な暮らしをふまえた貧困の理解 ＝「相対的剥奪」の視点：

①生活資源（財）： 生活に不可欠な必需品の欠如。
（衣服、住居、家財等の必需品）

②ライフスタイル： 文化的・社会的な生活に不可欠な行動や
活動がおこなえないこと。

（就労、通学、社会参加、娯楽等）

【「剥奪指標」の研究】

休暇、食事、家族との交流、外食、冠婚葬祭など・・・

ライフスタイルにおける「剥奪」の基準をどこに求めるかは困難とされる。



●日本の母子世帯における「子どもの貧困」

・母子世帯（ひとり親世帯）の貧困率 ＝ 50.8 ％ （OECD最下位）

・母子世帯の母の就業率は 80.6 ％
→ 勤労所得の平均は 181万円／年 （厚生労働省「全国母子世帯等調査」）

→ 父親からの養育費（義務）を受け取っているのは約２０％

・母子世帯の生活保護受給率 ＝ 14.4 ％

・高い女性の非正規雇用率 ＝ 56.6 ％

・女性の32.9％にＤＶの被害経験あり （内閣府調査）

＊ＤＶ＝身体的暴力、性的強要、心理的攻撃、経済的暴力

女性の貧困が「社会的」につくられている ＝「社会的排除」の問題



●日本の「子どもの貧困」の背景には何があるか？

→ 「世帯の貧困」、すなわち日本の「貧困」そのもの

＞雇用・賃金に関連する問題
高い非正規雇用率、 低い最低賃金

＞女性の地位に関連する問題
就労女性（とくにシングルマザー）の低所得、雇用における女性排除

＞「自己責任論」と労働倫理
貧困が個人のモラルや自助努力の問題とされる風潮

＞所得再分配と「支援」の両立に失敗する福祉政策

「金銭給付＋支援」という両輪の欠落、不十分な公共サービス



貧困によって社会はどんなダメージを受けるのか？

～貧困がもたらす「社会的損失」の研究～

・日本財団 子どもの貧困対策チーム
「子どもの貧困の社会的損失推計」（2015）

→ 貧困世帯に属する18万人の子どもに対して貧困対策を施さ
なかった場合（65歳になるまでに）：

→ 生涯所得は 総計2.9兆円の減少
→ 税・保険料収入は 1.1兆円の損失

・アメリカの「ペリー就学前教育計画」による長期追跡調査
（1962～現在）

（出典） 日本財団HP： https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty/



貧困によって子どもたち自身はどんなダメージを受けるのか？

食事 健康 障害・依存

ストレス 学力・知性 文化資本

自己肯定感 意欲 コミュニケーション力

犯罪 非行・売春 暴力・虐待被害

不登校・ひきこもり 交友関係 家族形成



【論点】 「社会的損失」をどう考えたらよいか？

貧困・低所得者が増えることによる

社会保障の「給付増」と「税収減」という観点だけでとらえてよいのか？

子どもたち自身の、

・幸福度
・主観的満足度
・健康寿命
・家族形成
・関係性、つながり
・生き方の幅、自由

個人が自由を追求できなくなり、
また支え合い、助けあいが損な
われ、地域・社会が持続できなく
なるという「損失」

・・・が失われるという重大な問題



社会的排除

支援・サービス

「子どもの貧困」の根絶をめざすとしたら、どんな視点が必要か？

経済的貧困

所得保障

＊生活困窮者の生活をささえる直接的な支援・サービスが必要であることは
確かであるが、あらためて忘れてはならないのは「所得保障」である。

＊支援・サービスの整備が低コストで過剰に「民間」や「地域」に委ねられている
ことも、日本の福祉政策の課題である。

＊所得保障と支援・サービスの拡充（所得再分配）に関して、国民がどこまで
それらの必要性を理解し、承認していくかが問われている。



【考察】 低コストで支援を過剰に「民間」や「地域」に委ねる
現代の福祉政策の課題

・事業者間の競争により、「横」の連携や協働が損なわれてしまう。

・事業者は、費用対効果による評価を意識するあまりに、支援しやすく

「成果」があらわれやすい対象ばかりを囲い込もうとしてしまう。

（クリームスキミング）

・事業者の管理・統制・監査が強化され、政府・行政がいっそうの権力を

もってしまう。

・支援者のパターナリズム（上目線の決めつけ主義）を強化してしまい、

当事者の真の必要(needs)が見失われてしまう。
（参考） 金子(2017) p.275-6



「社会的損失」とは何か？

低所得化？ 税収減？

＊日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計：都道府県別推計」2016

「課題対策度」と「課題深刻度」のマトリクス （都道府県別）



「所得保障＋支援」 による十分な再分配はできているか？

雇用

１ 年金・医療・介護・雇用・労災保険

２ 生活困窮者自立支援法 （就労・住居・学習支援）

３ 生活保護法

第２のセーフティネット



「子どもの貧困」の根絶をめざすとしたら、どんな視点が必要か？（その２）

～宮本太郎(2014)「新しい生活保障」（地域包括ケア）の４つの視点から～

①「ささえる側」と「ささえられる側」の関係の転換
支援や負担をしてきた人々（支援者）とそれらを受け取ってきた人々（利用者）

を二分せずに、相互依存関係による社会を構築するのが望ましい。

②生活アプローチ
保護や治療という目標をもつ「医学モデル」から脱却すべきである。

③連携型の「自助・共助・公助」
自助を基礎にしつつも、共に支えあうことと、公的な援助をあわせて追求して

いくべきである。

④サービス供給の準市場
公的な資金を基礎としつつ、多様なサービス供給主体が競合しながら、

当事者が選択できるようにすべきである。



（参考） イギリスの市民活動団体「ＣＰＡＧ」（Child Poverty Action Group）

・貧困者の暮らしの全般にかかわる数多くの直接的支援をおこなう
民間団体。

・独自の「貧困調査」や貧困防止キャンペーンなどを展開し、社会的・
政治的な影響力をもつ。

・貧困の実態をモニターする年次レポートを
公表し、社会保障政策の「見張り番」的な
役割を果たしている。

・市民を巻き込んで、貧困問題の情報発信
と政策提言をおこなうことで、貧困当事者
をエンパワーする「貧困の政治」を展開。

＊CPAG ホームページより http://www.cpag.org.uk/



（参考） 韓国の市民活動団体 「貧困社会連帯」

・韓国の生活保護である「国民基礎生活保障制度」の改正を求めて、
市民運動をまとめる団体として2004年に創設。

・同制度を受給しながら露天商をしていた障害者が、受給額が低すぎて
医療費や住居費を支払えないことを理由に座り込み運動を起こし、
2002年に自殺。この運動を引き継ぐ。

・40団体が参加し、執行委員会を構成。専従5人、後援会員150人の
会費で運営。

・同制度の最低生活基準の改善、勤労能力評価基準の改善、資産・
扶養家族要件の改善、自活事業の問題点の改善等を求めている。

（田中明彦(2011)「韓国における国民基礎生活保障法の現状と課題」『龍谷大学社会学部紀要』39）



「貧困でないこと」をあらわすことば
（貧困の対概念）

金持ち、リッチ、セレブ、富豪、ブルジョア
裕福、富裕、豊か

充実、充足、余裕、
幸福、しあわせ、福祉
満足、安全、安心
自立、自律、健康
包摂、参加、連帯
自由、正義

「状態」 「境遇」 「地位」
において恵まれていること

「ケイパビリティ」があること

これらの理念に根ざした支援・政策こそが
「子どもの貧困を生み出さない社会」をつくる
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