○

行

（ 傍線 部分は 改正 部分）

子 どもの 貧困 対策の 推進 に関す る法律 第八 条第二 項第 二号の 子ど もの貧 困率 及び 生活保 護世 帯に属 する 子ども の高 等学校 等進 学率の 定義 を定

現

子ど もの貧 困対 策の推 進に 関す る法律 第八 条第二 項第 二号の 子

正

子ど もの 貧困対 策の 推進に 関す る法律 第八 条第二 項第 二号の 子

八条 第二項 第二 号の「 子ど もの貧 困率 」とは 、相 対的に 貧困 の状況

にある 十八 歳未満 の者 の数と して 厚生労 働大 臣が定 める ところ によ

八 条第 二項第 二号 の「子 ども の貧困 率」と は、 相対的 に貧 困の状 況

子ど もの 貧困対 策の推 進に 関する 法律 （以下 「法」 とい う。） 第

学 率の定 義を 定める 政令

ど もの 貧困率 及び生 活保 護世帯 に属 する子 ども の高等 学校 等進

１

に ある十 八歳 未満の 者の 数とし て厚生 労働 大臣が 定め ると ころに よ

２

校等進 学率」 とは 、生活 保護 法（ 昭和二 十五 年法律 第百 四十四 号）

法第 八条 第二項 第二 号の「 生活 保護世 帯に 属する 子ど もの高 等学

（新 設）

り 算定し た数 が十八 歳未 満の者 の総 数のう ちに 占める 割合 をいう 。

法 第八 条第二 項第 二号の 「生 活保護 世帯 に属す る子 どもの 高等学

る 割合を いう 。

ころ により 算定 した数 が一 人親世 帯に 属する 者の 総数の うち に占め

項 におい て同 じ。） に属 する者 の数 とし て厚生 労働 大臣が 定め ると

及び 十八 歳未満 の者 が少な くと も一人 属す る世帯 をい う。以 下この

貧 困の 状況に ある 一人親 世帯 （十八 歳以 上六十 五歳 未満の 者が 一人

法第八 条第 二項第 二号 の「 一人親 世帯 の貧困 率」 とは、 相対 的に

り算定 した 数が十 八歳 未満の 者の 総数の うち に占め る割 合をい う。

子ど もの 貧困対 策の 推進に 関す る法律 （以 下「法 」と いう。 ）第

どもの 貧困 率等の 定義 を定め る政 令

改

める 政令（ 平成 二十六 年政 令第五 号） （抄）

１

２

３

校 等進学 率」 とは、 生活 保護法 （昭和 二十 五年法 律第 百四十 四号 ）

４

後 期課程 及び 特別支 援学 校の高 等部 を含む 。次 項にお いて 同じ。 ）

た者 の総 数のう ちに その年 度の 翌年度 に高 等学校 （中 等教育 学校の

教 育学 校の前 期課 程及び 特別 支援学 校の 中学部 を含 む。） を卒 業し

う 。）で あっ てその 年度 に中学 校（義 務教 育学校 の後 期課程 、中等

第六条 第一 項に規 定す る被保 護者 （次項 にお いて「 被保 護者」 とい

占 める 割合を いう 。

む。 ）、高 等専 門学校 又は 専修学 校の 高等課 程に 入学し た者 の数の

高 等学 校（中 等教 育学校 の後 期課程 及び特 別支 援学校 の高 等部を 含

中学 部を 含む。 ）を 卒業し た者 の総数 のう ちにそ の年 度の翌 年度 に

教育学 校の後 期課 程、中 等教 育学校 の前 期課程 及び 特別支 援学 校の

第六 条第 一項 に規定 する 被保護 者で あって その 年度に 中学 校（義 務

（ 新設）

、高 等専門 学校 又は専 修学 校の高 等課 程に入 学し た者の 数の 占める
割 合をい う。
法 第八 条第二 項第 二号の 「生 活保護 世帯 に属す る子 どもの 大学等
進 学率」 とは 、被保 護者 であっ てその 年度 に高等 学校 、高等 専門学
校 又は 専修学 校の 高等課 程を 卒業し た者 及びこ れに 相当す る者 とし
て厚 生労 働大臣 が定 めるも のの 総数の うち にその 年度 の翌年 度に大
学 又は専 修学 校の専 門課 程に入 学し た者及 びこ れに相 当す る者と し
て厚 生労働 大臣 が定め るも のの数 の占 める割 合を いう。

