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子どもを取り巻く背景と関係指標
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1 子どもを取り巻く社会経済的背景

就学援助全国平均 15.6% (平成24年度)
生活保護率全国平均 16.4‰ (平成25年1月)
母子家庭全国平均全世帯の 3% (平成22年度)
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■ 子どもの貧困率

18歳未満の子どもの貧困率 15.7％（2010年OECD加盟34カ国中25位）

■ ひとり親世帯での貧困率 50.8％（2010年OECD加盟34カ国中33位）

■ 保護世帯の高校等進学率 89.9％（全体98.4％）

■ 保護母子世帯の母学歴(中卒) 54.7％（道中2010）

■ 保護世帯の高校中退率 28.8％（道中2010）

■ 世代を超えた「貧困の連鎖」 25.0％ (道中2007)

【貧困の連鎖】

大人の貧困 子どもの貧困 大人の貧困 子どもの貧困

親の世代 2世代 3世代・・・ 《負のスパイラル》

※貧困の連鎖のデータは存在しない(二世代のエビデンス) 



2 格差と不安社会
(1)格差社会における世襲の実態

政治家(40 %), タレント, 医師など高度専門職等・・・世襲は暗黙知

対極「貧困層の世襲」 大人の貧困 ⇒ 子どもの貧困

格差の拡大 + 貧困の固定化 = 不安社会・あきらめ社会

「すべり台 社会」⇒ 「漏斗(構造)型 社会」閉塞感の漂う社会は損失

湯浅誠(2008)   ※p5(3)参照

(2) 「新しい貧困層」Working poor の顕在化

①格差が小さく固定的な社会
②格差が大きく固定的な社会
③格差が大きく流動的な社会
④格差が小さく流動的な社会

【４つのタイプ 】
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(3)「漏斗(構造)型 社会」

絶望・あきらめ社会

社会の階層化

貧困の固定化

一旦落ちるとそ
こからなかなか
抜け出せない

貧困の世代連鎖

親の世代 2世代 3世代

筆者作成



④
格差が小さく流動的

①
格差が 小さく固定的

格差小

固定的

流動的

格差大

(4)格差はなぜ悪いのか ?

【working poor】

Source ; 財務省財務総合政策研究所ランチタイム講演会資料 (2012年9月21日)

「生活保護の今日的状況と課題-ファイナルセーフティネットと政策的

インプリケーション」

③

格差が大きく流動的

6(筆者作成)

②格差が大きく固定的

あきらめ社会



3 社会保障をめぐる政策動向
●子どもの貧困対策推進法(2013年法律第64号
●生活困窮者の就労支援・自立支援のための新法
● 2012年8月社会保障と税の一体改革関連 8 法が成立

○消費税関連2法 :   ①消費税法改正 ②地方税・地方交付税改正法
○こども・子育て :  ③子ども・子育て支援法 ④同関係法律整備法
関連3法 ⑤認定こども園法改正

○年金関連2法 :   ⑥年金機能強化法 ⑦被用者年金一元法
○社会保障推進法 :   ⑧社会保障制度改革推進法

●改正生活保護法
受給者の就労・自立の促進(就労自立給付金の創設等)

● 社会保障制度改革国民会議が「報告書」(2013年8月) 
(1)自助・共助・公助の最適な組み合わせ
(2)社会保障の機能の充実と給付の重点化・効率化、負担増大の抑制
(3)社会保険方式の意義、税と社会保険料の役割分担
(4)給付と負担の両面にわたる世代間の公平

1 生活訓練や社会訓練等を含む就労支援策の創設

2 離職により住まいを失った人等に対して家賃相当額の有期支給
3 利用者の状況に応じて最適な支援策を提供する相談支援事業の創設
4 生活困窮家庭の子どもへの学習支援等の実施等 7



4 子どもの貧困連鎖 を断つ
就労の前に健康回復が先・教育支援

親の貧困

親の不安定
就労等収入
が少ない

十分な教育
が受けられ
ない

ライフ
チョイス

進学・就職
で不利限定的な

職業

安定した収入
が得られる職
につけない

子ども
世代の
貧困

低位学歴
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貧困の
連鎖
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貧困脱却!
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5 子どもを取り巻く不利な環境
(1)社会的不利益を被る子どもたち
・生活保護受給世帯の子ども

・ひとり親家庭の子ども さまざまな要因

・乳児院・児童養護施設入所中の子ども

(高校進学率80.2% 一般家庭全国97.0%)  

・児童自立支援施設入所中の子ども 貧困リスク
・母子自立支援施設入所中の子ども

・義務教育の網の目からこぼれ落ちた子ども

不登校、さまざまな国籍の子どもの不就学 子ども自身の努力の

及ばない諸要因

これらの事象はしばしば重なり合い負の相乗効果

による貧困リスクを高める

ライフチョイス 負のスバイラル

「子どもの貧困」 世代間連鎖 「大人の貧困」
限定的職業 9



(2)子どもの貧困の現状

■保護受給層の大学進学率 15.6% (H25年3月厚労省調) 

■保護受給層の高校進学

子どもの高校進学率 89.9% (全国98.4%) 

■要保護世帯出身の

高校中退率 5.3% (H24年度全国中退率1.5%)※

■就学援助

子どもの就学援助 15.6% (H24年度全国6人に1人) 

■貧困の連鎖

世代間連鎖率 25.0% (2世代データのエビデンス)

■離職率の状況(1年目離職率) 大卒の3.3倍 高卒の2.2倍

中学卒離職率 43.0%
※ H24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」報告書

全国中退率1.5%
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6 新規学卒者の離職率の状況

中学卒 高校卒 短大等卒 大学卒

1年目離職率 43.0 19.6 18.6 13.0

2年目離職率 12.3 11.2 11.6 10.1

3年目離職率 7.6 8.4 10.4 8.5

1)離職率は、一般的には、ある時点で働いていた人たちのうち、その後退職した人の割合. ここでは事
業所からハローワークに対して、新規学卒者として雇用保険の加入届が提出された新規被保険者資格取
得者の生年月日、資格取得加入日等から各学歴ごとに新規学校卒業者と推定される就職者数を算出し、
その就職日から離職率を算定
2)離職率は、直近の24年を起点とした経年3カ年を算定しているため1年目から3年目までの離職率の合計
は推計値
出典:内閣府第2回子どもの貧困対策検討会資料10に基づき筆者作成,厚生労働省集計 ( 1年目離職率=24
年3月、2年目離職率=23年3月、3年目離職率=22年3月)
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