内閣府：子供の貧困対策フォーラム in 東京

参考資料

日本における子どもの貧困問題と私たちにできること
立教大学コミュニティ福祉学部
子どもの貧困研究プロジェクト
http://project.childpoverty.jp/
湯澤直美
１．子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行と「子供の貧困対策大綱」の閣議決定
◆「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 64 号）の制定と施行
「子供の貧困対策に関する大綱」の閣議決定

領域

「子供の貧困対策に関する大綱」（2014年8月29日閣議決定）の体系
大項目
中項目
学校教育による学力保障
（１）「学校」をプラットフォームとした総合的 学校を窓口とした福祉関連機関等との連携
な子供の貧困対策の展開
地域による学習支援
高等学校等における就学継続のための支援
（２）貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の
無償化の推進及び幼児教育の質の向上

義務教育段階の就学支援の充実
「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）制度」等による経済的負担の軽減
特別支援教育に関する支援の充実
高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実
（４）大学等進学に対する教育機会の提供
国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援
（５）生活困窮世帯等への学習支援
学生のネットワークの構築
夜間中学校の設置促進
（６）その他の教育支援
子供の食事・栄養状態の確保
多様な体験活動の機会の提供
保護者の自立支援
保育等の確保
（１）保護者の生活支援
保護者の健康確保
母子生活支援施設等の活用
児童養護施設等の退所児童等の支援
（２）子供の生活支援
食育の推進に関する支援
ひとり親家庭や生活困窮世帯の子供の居場所づくりに関する支援
（３）包括的な支援体制の整備
関係機関の連携
生活の支援
ひとり親家庭の子供や児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援
親の支援のない子供等への就労支援
（４）子供の就労支援
定時制高校に通学する子供の就労支援
高校中退者等への就労支援
社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化
（５）支援する人員の確保等
相談職員の資質向上
妊娠期からの切れ目ない支援等
（６）その他の生活支援
住宅支援
親の就労支援
保護者に対する
親の学び直しの支援
就労の支援
就労機会の確保
教育の支援 （３）就学支援の充実

児童扶養手当の公的年金との併給調整に関する見直し
経済的支援

その他
「子供の貧困対策に関する大綱」をもとに湯澤作成

出典：子どもの貧困研究プロジェクト

ひとり親家庭支援施策の調査・研究の実施の検討
母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大
教育扶助の支給方法
生活保護世帯の子供の進学時の支援
養育費の確保に関する支援
国際化社会への対応
http://project.childpoverty.jp/outline/outline-approach.html

２．日本における子どもの貧困の現代的態様
（１）子どもの貧困率の公表
＜相対的貧困率の現状＞

出典：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp151218-01_1.pdf
「相対的貧困率に関する調査分析結果について」（内閣府・総務省・厚生労働省）2015 年を基に湯澤作成
注：国民生活基礎調査の貧困線は 122 万円、全国消費実態調査の貧困線は 135 万 円。
18 歳未満の子どもに限 って「子ども」と定義している。
国 民 生 活基 礎 調査 の貧 困率 は 、 比較 の ため 通 常厚 生労働 省 が 公表 し てい る 集計 とは異 な っ た区 分 を用 い てい る。

＜相対的貧困率の推移＞

「国民生活基礎調査」より湯澤作成

（２）突出するひとり親世帯の相対的貧困率
＜子どものいる世帯の貧困率：世帯類型・就労状況別（OECD 諸国・2008 年）＞
単位：％

諸外国では、「非就労
のひとり親世帯」の貧
困率はおのずと高く
OECD 平均でも
61.1％だが、「就労す
るひとり親世帯」では
平均 21.3％となり、
39.8 ポイントも低
減。これに対し、日本
では「就労するひとり
親世帯」の方が「非就
労のひとり親世帯」よ
りも 2.1 ポイント高
く、34 か国のうち最
も高い数値。
「 非 就 労の ひ とり 親 世帯 」
52.5％
「 就 労 する ひ とり 親 世帯 」
54.6％

※日本と同様に女性の就
労パターンがいまだ U
字型に近い韓国でも、
「非
就労のひとり親世帯」の
貧困率(23.1％ )よりも
「就労するひとり親世
帯」の貧困率(19.7％ )の
方が低い。

Source:

OECD

Income

distribution
questionnaire,

version

January 2012
http://www.oecd.org/soci
al/family/oecdfamilydata
注：日本のデータは 2006 年、デンマークとハンガリーは 2007 年、チリは 2009 年 base.htm をもとに筆者作
貧困率は、総人口の可処分所得の中央値の 50％で設定
成

ふたり親世帯であっても、就労による貧困緩和の効果が低い点に留意が必要。
⇒「1 人が就労している世帯」＝日本は貧困率が低いほうから 11 番目
「2 人以上が就労している世帯」＝高いほうから３番目
※OECD 平均でみると、「1 人が就労している世帯」の貧困率 17.1％に比べ、
「２人以上が就労している世帯」では貧困率は 13.4 ポイント減じ 3.7％にま
で低減しているのに対し、日本では 1.5 ポイントしか減じていない。
⇒日本では女性の就労が貧困をほとんど緩和しない
＜母子世帯の母・両親世帯の母の就業率：15−64 歳（2008 年）＞

注：日本のふたり親世帯の母の欄の数値は、原票には記載がなく、労働力調査(総務省)より 15−64 歳の女性
の就業率を加筆したものである。
出所：http://www.oecd.org/social/family/oecdfamilydatabase.htm より湯澤作成
『教育と医学』2014 年 1 月号

湯澤直美「母子 世帯の貧困と社会政策」に掲載

※比較可能な 29 か国中、母子世帯の母の就労率が 5 割に満たない国が２か国、「5
割台」３か国、
「6 割台」9 か国、
「7 割台」12 か国であり、8 割以上の国はわずか 3
か国である。
※日本の特徴
母子世帯の就業率の高さ × 有子世帯の女性の就業率よりもはるかに高い
女性ワーキングプア問題の深刻さ

３．子どもにとっての「貧困」：子ども期の貧困と社会的不利

「平成 14 年

就業構造基本調査」より湯澤作成

＜貧困が子どもの暮らしに与える影響の一例：義務教育期＞

食事・栄養

住居
生活リズム
医療

生活環境
購入の制限

親子関係

十分な量のある食事や栄養のある食事を摂れない
長期休暇中の給食がない期間に体重が減る
学校給食がないためにお弁当だが、お弁当を用意
できない、手がかかる内容のものは用意できない
家が狭く自分の机がなく、騒音もあり、勉強に集中
できない
保護者の就労時間が不規則なため、生活リズムが
乱れがちになる
医療費の負担ができず、症状があっても通院がで
きない、通院を控える
足が大きくなってきたのに新しい靴が買えない。校
内履きの靴もかかとを踏んではいている
同じ服を何度も着ている
新しい制服や教材を購入できず、兄姉の古い物を
使いまわす
修学旅行の準備品を揃えることができない
卒業アルバムを購入できない
保護者の疾病や就労等により、家事や年下の弟・
妹の世話を担う
親子間のコミュニケーションの機会が十分にとれな
い
ネグレクト状態など虐待環境におかれた場合には、
親子の愛着関係が損なわれる

自尊感情
自己肯定感
自己有用感

友だち同士で電車や自転車で遊びに行くことになっ
たが、電車賃がない、自転車がないために参加で
きない
誕生日会に招待されたが、持っていくプレゼントを買
うお金がない、親に買うためのお金が欲しいと言え
ず、参加を断る
遊び・交流の機会 友だち同士でコンビニや駄菓子屋、おもちゃ屋に
行って買い物をする時にお金がなくて買えない。次
第に付き合いを遠ざけるようになる
放課後に友達の多くが塾や習い事に行っていて、
遊び相手がいない。

友人関係

みんなが持っているゲームを買うことができず、一
緒に遊べない
流行のゲームやマンガを買えず、その話題に入っ
ていけない
長期休暇があけると旅行や遊園地の話などで盛り
上がっているが、どこにも行ってないので話題に困
コミュニケーション る
ひとり親家庭であることついて、友人から過度に敏
感になられ、父親の話題になると「あっ、ごめんね」
と言われてしまう。あるいは、家庭の話を聞いては
いけないと思われてしまう
衣類の汚れなどをもとに、いじめ行為に巻き込まれ
孤立・いじめ
る

学力

潜在能力
文化的体験

進路選択

授業に集中できず、学習についていけない
「九九」「割り算」「分数」など初期段階でのつまずき
が克服できていない
受験のために学習塾など校外学習に通うことがで
きない
習い事やスポーツなど、子どもの興味や関心を引き
出し伸ばす体験が出来ない
遊園地や子ども向け施設、映画鑑賞や旅行などに
行く機会がない
高校受験で私立は避けるなど選択肢が制約される
高校卒業後の進学機会も制約される
夢を持つということを考えられない

作成：湯澤直美

他者や社会への
基本的信頼感

４．保護者の理解のために
◆生活保護バッシングと生活保護受給者への「誤解」
ある自治体の生活保護廃止世帯（2005 年度）の調査結果からの検討
＜保護開始時の世帯主の学歴（世帯類型別・男女別）＞（2005 年度，A 自治体）

出典：湯澤直美・藤原千沙「生活保護世帯の世帯構造と個人指標」『社会福祉学』50 巻 1 号、2009 年

↓

保護開始時の世帯主の学歴（2005 年度，A 自治体）
N=482

・生活保護世帯における「中学校卒」層の比率の高さ
・子ども期の貧困の世代的再生産の態様として認識する必要性

