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子供の貧困対策に関する有識者会議（第12回） 

議事要旨 

 

 

日 時：令和元年５月13日（金）9:30～12:30 

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）】 

海野 惠美子、金子 孝之、工藤 長彦、国井 淳一、新保 幸男、末冨 芳、 

菅田 賢治、松村 淳子、水橋 誉、宮本 みち子、武藤 素明、山野 則子、 

渡辺 由美子 

 

 【外部有識者（敬称略）】 

 周 燕飛  独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員 

 駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授 

 

【その他】 

 宮腰 光寛 内閣府特命担当大臣 

 

【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 

牧野 利香 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） 

平野 統三 文部科学省大臣官房審議官（総合教育政策局担当） 

三好 圭  文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 

成松 英範 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

 

≪議 題≫ 

・外部有識者によるプレゼンテーション 

・子供の貧困対策の方向性の検討について 
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≪議 事 要 旨≫ 

 

１．新任構成員挨拶 

矢吹町教育委員会子育て支援課長の国井構成員より挨拶があった。 

 

２．宮腰内閣府特命担当大臣挨拶 

（宮腰内閣府特命担当大臣） 

 委員の皆様方には朝早くからお集まりいただき感謝。 

 特に本日御足労いただいた周主任研究員及び駒村教授におかれては、御研究の分野から

貧困の連鎖解消に向けた保護者の就労支援、経済的支援の在り方などについて御発表いた

だけるとのことで、新たな大綱作成に当たり御示唆を頂ければ幸い。 

 また、これまで様々な分野の御専門の方のお話を伺ってきた。本日で現大綱の柱である

教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援、経済的支援に関して、一通りお話を伺うこ

とになる。本日はこうした貴重な御発表に加え、構成員の皆様に、御知見に基づく、多様

な視点から成る次期大綱に向けた現場の課題や方向性等について、更なる御議論を頂く時

間も設けている。子供たちの誰もがそれぞれの夢に向かって頑張ることができる社会の実

現に向け、どのような方針で子供たちへの支援を充実していくべきか、本日も引き続き忌

憚のない御意見を賜りたい。 

 

３．外部有識者によるプレゼンテーション 

（１）独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員 周燕飛氏によるプレゼンテーショ

ン 資料１ 

（周氏） 

 私は労働政策研究・研修機構（JILPT）で女性就業の研究を主に担当している。JILPTは、

2011年から子育て世帯全国調査を計５回行っており、比較的、長いスパンにわたって子育

て世帯の状況を把握しようとしている。 

 本日は主に就業という視点からの子供の貧困対策について、私の考えをまとめたい。 

 ２ページ。本日お話しする内容は５点ある。 

１点目、子供の貧困に対して日本や海外ではどういう対策を行い、どういう成果が得ら

れているのかについて、簡単に触れたい。 

 ２点目、日本では子育て世帯、特にひとり親世帯に対して、どういう就業支援政策があ

るのかを説明する。 

 ３点目、JILPTがこれまで行った一連のアンケート調査の結果を中心に、ひとり親への就

業支援事業はどういった効果を上げているか、どのような課題が残されているのか、説明

を行いたい。 

 ４点目、子供の貧困の話になると、どうしてもまずひとり親世帯を皆が思い浮かべるが、
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しかしながら、我々の調査によると、実はこの貧困の問題はひとり親世帯だけではなくて、

ふたり親世帯にもある。例えば母親が専業主婦の家庭の中にもやや高い割合で貧困の家庭

がいるということで、ふたり親世帯も含めた議論に少し触れておきたい。 

 ５点目、最後は課題と示唆についてお話をしたい。 

 ３ページ。今、先進国共通の課題になっているのは、やはり所得格差が拡大するととも

に、ワーキングプアの人口が増え、その家庭で育てられている子供たちが貧困の問題に直

面していることである。それから、もう一つ先進国で共通しているのは、家族の形態の変

容とともに、ひとり親世帯の割合が増えていることである。ひとり親は、働き手が１人し

かいないのでどうしても貧困になりやすい。 

 そこで、アメリカ、イギリスは様々な改革を行い、子供の貧困問題の解消に向けて、様々

なトライをした。 

 アメリカは1996年から福祉改革を行い、低所得世帯向けの勤労所得控除制度を拡充した

り、低所得世帯への保育費補助等を拡大したり、連邦最低賃金を引き上げたりするなど、

様々な施策を行い、貧困率に一定の改善が見られた。例えば、改革が始まる時点の1996年

の子供の貧困率は20.5％だったが、2017年では17.5％で、３ポイントの減少があった。そ

の中でも、比較的顕著に改善されたのは母子世帯の貧困率で、８ポイントの減少があった。 

 一方で、イギリスも同じく子供の貧困問題が深刻で、アメリカとほぼ同じ時期に福祉改

革が始まっているが、その時点ではイギリスのほうがアメリカより貧困率が高かった。し

かしながら、イギリスのほうが施策の幅が大きいということもあり、一時期はイギリスの

貧困率がアメリカのそれより低くなったこともあった。 

 イギリスの子供の貧困の特徴は、シングルマザーの割合が増えていることと、シングル

マザーの無業率が非常に高かったこと。半分以上のシングルマザーは働いていないという

現状を踏まえて、イギリスの政策の中心は、そういった働いていないシングルマザーの就

労意欲を喚起して、働いてもペイするような制度を作ることにあった。 

 政策としては、勤労所得税額控除を拡大したり、子供のいる世帯の所得税を減税したり、

最低賃金の引上げであったり、就職活動をしたら奨励金を払ったり、保育費を補助したり

するなどである。そういう政策が功を奏して、イギリスがしばしば子供の貧困対策に成功

した事例として取り上げられるようになった。僅か７年の間に貧困率が半減したからだ。

イギリスの下院資料室のデータによれば、1997年から2016年の間の子供の貧困率は８ポイ

ント改善したことになっているが、「絶対的貧困率」という角度で見ると、イギリスの貧

困率は実に半分以下となっていた。 

 ここでいう「絶対的貧困率」というのは貧困線を2010年という基準に固定した場合の貧

困率である。つまり、これは、貧困の基準を一定の金額で固定した場合に、貧困児童の数

がどのくらい変化したかを見るための指標である。それを見るとイギリスの貧困児童の割

合が半分以下になっているという結果になっている。 

 ここで注意しなければいけないのは、イギリスの貧困線の定義は日本とアメリカとやや
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違っており、日本とアメリカはOECDの基準で、世帯の中位所得の50％を貧困線として定義

しているが、イギリスはより厳しい基準で、60％という貧困ラインを設定している。 

 ４ページ。日本では、2002年に母子及び寡婦福祉法（当時。現母子及び父子並びに寡婦

福祉法）が改正され、2003年４月からひとり親専用の就業支援メニューが幾つか新設され

た。日本では子供の貧困政策というと、どうしてもひとり親の貧困政策の部分がメインに

なっているので、その動きを中心に紹介する。 

 やはり日本も欧米と同じような傾向で、母子世帯の数が増えている。国勢調査を見てみ

ると、2000～2010年の間、母子世帯数は年率換算で2.5％のペースで増加していた。それに

伴って、母子世帯に支出する児童扶養手当や生活保護費といった福祉費用も大きく増加し

ていた。こうした中、就労を通じた経済的自立を目指すという新しい政策の方向性が打ち

出されていた。 

 ただし、ここ数年ではひとり親世帯への経済的支援も強化されている。特に2009年以降

に、生活保護母子加算の復活や、児童扶養手当の第２子と第３子の手当額の増額など、経

済支援の部分の強化も若干見られている。 

 では、日本の子供の貧困率はどうなっているのか。母子及び寡婦福祉法の改正が始まっ

た2003年では13.7％に対して、2015年では13.9％と、ほとんど変わっていない。むしろ0.2

ポイント上昇したことになっている。 

 その内訳を見ると、政策の効果が全くないとも言い切れない。ひとり親世帯は８ポイン

トの改善があったからだ。しかし、ふたり親世帯は余り変わっていない。その結果として、

全体の子供の貧困率が余り変わらないことになっている。 

 ５ページ。本日のプレゼンテーションの主なポイントを先にまとめておこう。 

１点目。日本のシングルマザーの就業率が８割を超えており、ひとり親の就業支援メニ

ューも充実されてきたのに、ひとり親の貧困率が依然として50％を超えている。ひとり親

世帯への就業支援事業の効率性について、更なる検討の余地があるかと思う。後ほど、私

の研究結果に基づいて、この点を詳しく説明する。 

 ２点目。働いても貧困が解消されない世帯があるので、そういった世帯に対してどうい

うセーフティネット事業が必要なのかということも将来的には検討すべき重要な課題かと

思う。 

 それから、３点目として、貧困対策の対象をふたり親世帯にも広げるべきである。貧困

児童の数で見ると、実は貧困児童の７割以上はふたり親世帯が抱えている。先ほどのデー

タを見ても分かるように、2003年以降にはひとり親世帯の貧困率にはある程度の改善が見

られたが、ふたり親世帯が変わらないので、結局、全体的な子供の貧困率は変わらない。

子供全体の貧困率を減らすにはどうしてもふたり親世帯にまで、支援の対象を広げる必要

がある。 

 では、就業の話に移りたいと思う。 

 ６ページ。ひとり親世帯への就業支援メニューは、実は非常に豊富にあり、内容も多岐
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にわたっていて、我々の思い付くようなメニューはほぼそろっていると思う。内容はたく

さんあるが、大きく３つのカテゴリーに分類できる。 

１つ目は就業機会の増大策である。例えば雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、キ

ャリアアップ助成金などがある。 

 ２つ目は職業能力開発策である。後ほど私の実証研究の対象として取り上げられている

高等職業訓練促進給付金制度、自立支援教育訓練給付金制度など、様々な制度がある。 

 ３つ目はジョブサーチの支援策である。仕事を探すときにより良いマッチングを実現す

るために、様々な支援を行うというもの。 

 ７ページ。それぞれのツールにどういう狙いがあるのだろうか。 

１つ目の就業機会の増大策の場合、低所得者の就業機会を改善することが主な目的であ

る。例えば、今まで非常勤で働いている低所得者を常勤で雇用した企業に奨励金を払った

り、あるいは余り技能のない低所得者にOJTや訓練の機会を与える企業に対して奨励金を与

えたりするなどの方法がある。 

 しかし、この政策には持続性の問題がある。企業が奨励金を目当てにその人を一時的に

雇用していても、その後は解雇したりするなど、なかなか政策の効果が長続きしないとい

う研究結果がある。それから、この奨励金を使う対象となっていることは、この人は低技

能であるとか、あるいは余り優秀ではないという指標になってしまい、スティグマの問題

が起きることも先行研究で報告されている。 

 ２つ目の職業能力開発策は、支援対象者の人的資本を高めることが主な目的である。人

的資本が増えたら、その人の労働生産性が高くなり、所得の向上につなげることができる。

また、個人の労働生産性が引き上げられることにより、日本経済全体の潜在的な成長率も

高められ、総合的な政策効果への期待は高い。 

 それから、３つ目のジョブサーチの支援策は、就職のクオリティを高めることが主な目

的である。シングルマザーの場合は、明日の生活費を得なければいけないというせっぱ詰

まった状態の方が多い中で、どうしても手当たり次第、仕事に就いてしまうという問題が

起きやすい。そういった人たちには職のマッチングが向上するような支援が必要。 

 ８ページ。低所得者への職業開発支援の正当性について補足するが、低所得者が資金の

制約であったり、借入れの制約があったり、適切な情報を持っていなかったり、あるいは

本人が近視眼的になって余り中長期的なことを考えないことで、自分への人的資本投資を

過小にしてしまう可能性がある。職業能力への最適な投資が行えるよう、低所得者への職

業開発支援が必要とされる。 

 ９ページ。ひとり親への就業支援の効果について、アンケート調査データを使ったミク

ロの分析結果を紹介する前に、マクロ統計の結果を見ていただきたい。厚生労働省の調べ

によれば、新しい就業支援事業が導入された後に、母子世帯全体の就業状況にやや改善の

傾向が見られる。平均就業年収が上昇したり、正社員の割合が少し増えたりするというこ

とがマクロ統計で確認できる。 
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 10ページ。これはシングルマザー向けの主な就業支援制度の利用状況を示したグラフで

ある。認知されていない事業は依然として多いが、利用率はやや上昇傾向がある。 

 11ページ。これは2003年以降に導入された様々な就業支援事業の効果について、アンケ

ート調査のデータを使った実証分析の結果である。私はこれまでに、様々な時点の調査デ

ータを使って、何本かの実証分析を行ってきた。2012年の研究では、2007年に行った母子

世帯の調査データを用いて、シングルマザー向けの自立支援教育訓練給付金と高等職業訓

練促進給付金の効果を調べた。その結果、いずれの事業も所得を高める効果はなかったも

のの、高等職業訓練促進給付金は、正社員への就業移動確率を高める効果が見られた。 

 それから、2013年の研究では、ひとり親が母子家庭等就業・自立支援センター等が主催

しているパソコンの無料講座でパソコンスキルを身につけることにより、賃金が上がった

かどうかを調べた。その結果、パソコンスキルは賃金には影響がなかったものの、転職や

再就職活動を活発化させていることが分かった。 

 2019年の研究では複数時点の母子世帯の調査データ、それから、同一のシングルマザー

に対して最大４年間の追跡調査を行い、高等職業訓練促進給付金事業の利用がその後の賃

金の上昇に影響を及ぼしたかどうかについて、統計的分析も行った。ここでもやはり賃金

効果は検出できなかったという結果が得られている。 

 データを更に分析すると、実はこの事業を利用した人のほうが確かに資格を持っている

確率が高い。また、全体的には、資格を持っている人は賃金の高い正社員になっている確

率が高い。ではなぜ、事業の利用と賃金との間に、直接的な因果関係が観察されなかった

のか。その間に何が起きているか。幾つかの可能性が考えられる。 

 例えば職業訓練の事業を利用したものの、資格の取得に至らなかったケースが一定割合

で存在する。また、一旦、正社員として就職はしたが、途中で非正社員にまた逆戻りする

ケースや、自分が何に適しているのか、分からないまま訓練を受けたが、やってみたら自

分に合わなかったから結局やめたなどのケースもある。それから、低収益の訓練コースの

選択も影響していると考えられる。この事業を利用して取得される資格の多くが、准看護

師とか保育士など、もともと賃金の高くない資格であることも関係しているかもしれない。 

 このように、就業支援事業の賃金効果が出ない理由を突き止めて、事業の効率性をいか

に改善していくのかが今後の課題である。実は諸外国でも、低所得者向けの就業支援事業

が利用者の収入を高めているという結果を得ている先行研究は多くない。就業支援事業だ

けでは子供の貧困対策を下げることが困難と見られ、児童手当、住宅支援等総合的な支援

パッケージの拡充が必要とされている。 

 12ページ。グレッグ・ダンカン教授（カリフォルニア大学アーバイン校）を始めとする

約20人の研究チームの研究は、様々な施策が子供の貧困率をどの程度削減できるかという

シミュレーションの結果を今年の４月に発表した。日本の職業訓練に相当するWork 

Advanceという施策では0.2ポイントの貧困削減効果が期待できる。効果が最も大きいのは

児童手当施策であり、5.3ポイントの効果がある。 
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 13ページ。JILPTが行った「子育て世帯全国調査」では、これからどういう公的支援を拡

充してほしいかという質問項目がある。その結果では、全ての調査年において、子育て世

帯の期待が最も高いのは児童手当の増額である。将来の希望における自由記述欄に、児童

手当の対象を高校まで延長してほしい、金額を増額してほしいなどの要望がよく挙がって

いる。 

 14ページ。冒頭に言ったように、ひとり親世帯の貧困は大問題であるが、貧困はひとり

親世帯だけの問題ではない。 

 例えば、妻が専業主婦であるふたり親世帯の中に、実は多いときに50万の貧困世帯があ

るという推計結果がある。そのとき、約100万人の子供は専業主婦のいる貧困家庭で育てら

れると推測される。 

15ページ。貧困専業主婦の家庭は食料不足を始めとして、非常に厳しい状況に置かれて

いる。 

 16ページ。今後の課題として、まずは就業支援事業の効率性の改善を再検討する必要が

ある。そして、今までひとり親に適用された就業支援事業をふたり親にも広げていくこと

ができないかという検討も必要かと思う。 

 今までは支援をひとり親に限定しているものが多いが、そうではなくて、「低収入、子

供あり」という枠の中で全ての子供や子供のいる家庭に同等の支援を行うべきではないか。 

 最後に、就業支援だけで貧困問題を大幅に改善することは困難なので、複数の支援パッ

ケージを組み合わせることが重要かと思う。 

  

○質疑応答 

（武藤構成員） 

 冒頭でアメリカ、イギリス等の貧困率の問題について説明いただいたが、多少、国によ

って貧困率の出し方が違うのかどうかを教えていただきたい。 

（周氏） 

 国際比較するときによく使われているのはOECDの相対的貧困という指標だが、この指標

だけでは足りないと考える国もある。例えばイギリスは中位所得の50％を貧困ラインとす

るには低過ぎると考えているので、60％に設定している。 

さらに、住宅コスト控除後の貧困率指標もある。イギリスでは同時に、住宅の価格は住

む地域によっては大きく異なるので、住宅のコストを控除する前と控除した後の貧困率も

公表している。日本の場合、2015年の貧困線は４人世帯で244万円となっているが、これは

地方ではそれほど困らないが、都会では住宅費用を入れると300万円でも足りない。住宅コ

ストを考慮する場合と考慮しない場合の貧困率を共に公開することも検討すべきである。 

それから、持続的貧困の指標がある。例えば貧困が流動的であって、ある年は貧困であ

っても次の年は貧困でなかったなら、それほど深刻な問題ではない。問題の深刻さを測る

には、貧困がどのくらい持続するかをウォッチすることが必要。イギリスでは、過去４年
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のうちに３年間が貧困状態にいる世帯の割合、いわゆる「持続的貧困率」という指標も同

時に見ている。 

最後に、物質的な剥奪度の指標も重要である。御指摘の中にもあったように、相対的貧

困だけでは絶対的にどのぐらい困っているか分からないので、例えば光熱費を滞納するか

どうかとか、そういった生活の困窮度を測る物質的な指標を入れることも考えられる。 

 

（２）慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平氏によるプレゼンテーション 資料２ 

（駒村氏） 

 私はこの社会政策を専門にしている一方で、最近はファイナンシャル・ジェロントロジ

ー研究センターのセンター長も務めている。これは一体どういうものかというと、脳神経

学と経済学、社会政策を組み合わせたような分野である。ジェロントロジーは老年学であ

るが、そこで脳神経学の様々な蓄積を研究していると当然、子供の脳や発達の研究にも当

たることになるので、従来の経済学的な手法に加えて、貧困やストレスが脳神経に与える

影響といったものにも最近注目している。 

 特に脳の機能については、加齢が影響を与える一方で、その成長、特に幼少期の脳の成

長にはストレスが非常に悪影響を与えるということがだんだん明らかになってきている。 

 ２ページ。子供向けの政策というものは、周氏からお話があった労働政策と所得保障政

策、それとは別に、直接よりユニバーサルな子供たちに対して良質な保育サービスを提供

する、あるいは適切な教育を保証する、この４つの政策体系があるかと思う。当然、この

４つにはそれぞれ得意不得意があるので、この４つの政策手段と政策目標がきちんと対応

するような最適な組合せが必要である。政策目標と異なる組合せを、特定の政策だけを拡

充することによって解消しようとすれば、当然、効果は低いことになる。 

 ３ページ。子供の出生数の動向は御案内のとおり、急激に減少している。1975年の国立

社会保障・人口問題研究所の将来日本の人口推計が一番上の青いグラフ。これは合計特殊

出生率が２を超えているということなので、その状態が続けば毎年200万人の子供が生まれ

てきたはずだが、その後、出生率は1.7、1.6と修正され、そのたびに予測値が修正され下

がってくる。1990年代に150万人という推計が出てくるわけだが、そこにとどまらなかった。

結局、実際に起きているのはこの赤いグラフ。 

 それで、2015年以降は推計値が出ており、現在、95万人を下回ったぐらいのところを通

過しているが、出生率が２を長期維持できていた場合に比べると、1975年から2050年にか

けて１年間に生まれてくる子供の数は実に４分の１まで減っている。ここから多少、出生

率が上がったところで、この赤い線がどこまで緩やかになるかという話になるだけであっ

て、親になる世帯の数が減ってきているので、かなり手を施さないと、この人口の維持は

恐らく難しい。ある種、この人口の減少、出生率の減少は所与ということで対応していく

しかないだろう。そういう意味では、少なくなってきた子供たちをいかに大切に育ててい

くのかということが極めて重要になってくると思う。 
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 ４ページ。これはいわゆる貧困の世代間連鎖と言われている研究の分野である。縦軸は、

親とその子供の所得の相関。所得の相関が強い国は、豊かな家に生まれれば豊かな大人に

なれる、貧しい家に生まれれば貧しい大人になるという相関が高い国である。これが低け

れば、そういう相関がなく、親が豊かか豊かでないかは、子供の将来の経済的成功には関

係がないということを意味している。 

 横軸は子供たちが育ったころの世の中の格差指数で、ジニ係数と言われているが、子供

たちが育った時代のジニ係数が大きい国ほど世代間の貧困の連鎖は強くなるということで、

貧困の連鎖が一番強い国としてはアメリカ、イギリスがトップのほうに来る。貧困の連鎖

が弱いのは当然ながら北欧ということになる。要するに、良質でユニバーサルな保育サー

ビスや保健サービスが親の所得に関係なく保証されているということが非常に重要だと思

う。 

 ５ページ。日本の子供の貧困率だが、格差や貧困については、高齢世帯のウエートが広

がっているから、日本全体で格差、貧困が拡大しているように見えるという指摘もあるが、

これは実際に全国消費実態調査のデータを使って年齢別の貧困率を推計したもの。貧困率

の定義は６ページのとおり。 

 それから、国民生活基礎調査と数字が若干違う。これは当然ながらデータの性格上の問

題で、どちらが良いという性質ではないが、この15年間で若い世代と子供の貧困率が上昇

している。それから、子供の住んでいる世帯類型別に見ても、ひとり親世帯が際立って貧

困率が高いのは他の研究でも同じだと思う。これはデータ分析の背景、根拠である。 

 ７ページ。さらに、これを都道府県別に推計する。当然、データ数が減ってくるので、

子供の貧困率については推計誤差があるが、並べていくと、子供の貧困率が一番低いのは

富山になり、この辺りは子供の貧困率が低い。そして、右側のほうは子供の貧困率が高い

傾向があるということがこの分析で分かった。 

 ８ページ。これはアメリカにおける貧困の世代間連鎖に関する研究。15歳未満の時代の

うち８～14年、つまり、ほぼ全ての期間、貧困状態にさらされている人は、大人になった

ときの貧困率が高い傾向がある。つまり、子供のときの貧困というものはかわいそうでは

済まなくて、生涯にわたって影響を与える可能性があるということである。 

 ９ページはダニーディン市で行われた、生まれたときから20歳になるまでの20年間にわ

たる1,000人の追跡調査。子供のときにどういう家庭環境にいたのかということで、経済レ

ベルが高いほど様々な体験が多く、読書量が多い。それから、親の歯と子供の歯の治療や

健康状態の関連性、母親の精神的な課題が子供に与える影響、早過ぎる出産あるいは離別

経験が子供への成長に与える影響といった問題、家族内でのいざこざ、トラブルが子供の

精神疾患に与える影響といったことが分かった。 

 10ページ。また、非行・素行行為が、特に若い男子がそういう悪さをするが、一部の子

供・青年は繰り返し反社会的行動を行うことがある。最初の補導歴がこの辺に集中してい

る子供のほうがリスクが高いとか、ネグレクトが非常に影響を与えてくるとか、こういう
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大量のデータで長期追跡調査を行っている結果、ある程度のパターンとして、子供のとき

にどういう状態の家庭に対応しなければいけないということが分かってきている。 

 11ページ。右側はファインステン・グラフと言われていて、出典は「ライフ・プロジェ

クト」というイギリスの追跡調査である。生まれた直後の脳の子供の知的な発達状態から、

月齢とともにどう変化していくのかを、親の経済社会的地位と、初期の段階の知能点数で

４つにグループ分けしたもの。 

 例えば、①は子供が生まれたときの初期の段階の知能点数が非常に高く、子供のスコア

が良いグループ。③は親の社会的地位は高いが、子供のスコアは余り良くないグループ。

これらのグループで、その後、順位がどうなっていくのかを追ったもの。豊かな親の下で

割と良い状態で生まれてきた子供は時間の系列とともに余り変わらず、トップグループを

形成している。それに対して、親が豊かではない、社会的地位が低い②のグループは、せ

っかく子供が高いスコアで生まれてきても、どんどん下がっていってしまう。 

 逆にスコアが低かったが、親が社会経済的な条件が良い場合にはどんどん上がっていく。

このグラフのように②と③の逆転などが出てくる。つまり、生まれ持った部分よりは環境

の影響が非常に大きいのではないかと考えられる。 

 左側の図で、経済と親子の貧困の連鎖の問題では、従来から教育・就労のルートに着目

している。つまり、進学コストが保証されず、学習環境が不利だから、子供の貧困の連鎖

が続くというものにどうしても着目されてくる。一方で、健康のルートも当然大事なルー

トであり、医療、食事、栄養に対してアクセスが保証されている。栄養調査を見れば、低

所得世帯の子供の栄養状態が余りよろしくないというのは御存じだと思うが、子供のとき

の栄養状態は将来にわたって影響を与えることも分かってきている。 

 それから、その家庭の持った環境といった第３の要因。これはこれまで余り経済学では

注目されてこなかったのだが、ストレス、コミュニティの問題、居住環境の問題、心理的

な問題などの問題が子供の貧困のリスクを上げていく。このルートも大事で、私は最近、

非常に関心を持っている。 

 12ページ。今まで子供の貧困の連鎖が各国で確認されている。親が貧しければ子供も貧

しくなる。そして、その貧しさは生涯続く可能性がある。だから、２世代連鎖ではなくて

３世代連鎖になる可能性も当然ある。このグラフは０歳から19歳までの子供の生活保護率

を表しているが、当然、戦後間もない頃は非常に高くなっていて、時代とともにだんだん

下がってきて、バブルのときの前後に更に下がり、また最近は上昇している。就学児童で

見ると、ほぼ学年別の順に高いということになっている。 

 ただし、子供たち全員が生活保護を受けているわけではないので、もう少し広く子供の

貧困の連鎖を見たいといったときに、残念ながら、先ほどのように大量のデータを連続的

に追跡し、子供の発達をきちんとモニターして、どういう政策が有効であるのか又は有効

でないのかを見ている研究は、日本にはほとんどないと思う。 

 13ページ。生活保護を受けていることは所得保証されたということなので、貧困であっ
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たが、貧困ではなくなったということ。つまり、生活保護によって貧困は解消している。

しかし、これまでの幾つかの関連研究を見ても、生活保護受給者のうち一定の割合で貧困

の連鎖があるのではないかと言われている。特に、道中氏が中心になって集めた被保護母

子世帯のケースワークデータを基にした我々の研究では、32％という数字が出ている。今、

生活保護を受けている母親は子供のときに自分の出身世帯が生活保護を受けていたという

ことで、その連鎖が32％なのである。 

 14ページ。生活保護の世代間連鎖。ここで、生活保護受給世帯の世代間連鎖の問題を見

ると、親が貧困、生育環境が悪化、教育状態の学習意欲、その他の心理的な問題の発生、

それから、その子供が不安定労働者になり、また親になる。このループがあるのではない

か。 

 15ページ。先程の道中氏の被保護母子世帯のデータを共分散分析したところ、子供のと

きに親が生活保護を受けていたことは、その子供が成人になったときの生活保護の受給率

に有意に影響を与えることが分かっている。昔の生活保護では高校進学を制限していた時

期もあるので、高校進学率にマイナスの影響を与えている。 

 この生活保護を受けている母子世帯のもう一つの特徴としては、10代の出産が高校の卒

業率を引き下げるということ。さらに、高校を出ていないので就業確率は下がっていくこ

と、早い出産をした母親や、親の世代が生活保護を受けていた母親は受給期間が延びる傾

向があること、母親自身が持っている精神的疾患が母親自身の就業確率を引き下げること、

子供の病気と母親の病気の間に何らかの相関関係もありそうだということなどが、このケ

ーススタディ、ケースワーク記録の分析によって見えてくる。これは現場で働いている、

又は支援されている方にとってみれば、ある種当然の結果だと思うかもしれないが、デー

タできちんと確認できたということ。 

 今、生活保護を貧困の代理変数に使っている。注意してほしいのは間違えて解釈して、

「生活保護を受けると貧困が連鎖するのだから、生活保護を我慢して受けない」と考えて

しまう方がいるが、そういう主張ではない。生活に困ったらもちろん生活保護を受けてい

ただきたい。問題は、生活保護を受けている世帯の中にある様々なストレスである。これ

は生活保護を受けていないような世帯にもあり得るが、これが子供の成長に深刻な影響を

与えているのではないかということ。 

 16ページ。これは10万人ほどのデータで、子供のときに生活保護を受けたことがあるか

という質問と、成人した後に、自分自身で生活保護を受けているかということを聞いた結

果。子供のときに生活保護を受けたことがない人が成人になってから生活保護を受ける割

合は極めて少ない。そして、子供のときに生活保護を受けた経験がある人は、いずれも生

活保護の受給率が高いということなので、何らかの課題がその世帯の中にあるということ

が分かる。 

 17ページ。生活保護を大人になってから受けたことがない人たちと、大人になってから

受けたことがある人たちが今、どういう問題を抱えているのかを見たもの。進学率やDV経
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験等に関しては生活保護の受給の有無により大きな差があることが分かる。 

 18ページ。さらに、その人たちに対して生活保護を子供のときに受けたことがあるグル

ープとないグループで、子供のときにどんなつらい思い出があったか、子供時代の困難経

験を聞いた。これはパットナムの毒性ストレスと言われるものに近いが、押しなべて、生

活保護を受けている子供たちは子供のときに非常に大きなストレスに囲まれて生きてきた

ということである。 

 19ページ。親の価値観も、生活保護を受けている世帯や貧困世帯においてかなり見方が

違うということが言える。 

 20ページ。貧困が子供の成長にどういう影響を与えるのかを見たもの。左のグラフでは

ストレスホルモンを縦軸にとり、横軸に貧困にさらされた期間をとっているが、それは右

上がりの関係にある。それから、貧困にさらされた期間が長い子供たちほどワーキングメ

モリの能力が落ちてくるので、ストレスにさらされると学習能力も下がってくるというこ

と。 

 21ページ。3000万語の格差と言われている問題。家庭内で貧困世帯とそうでない世帯で、

親子間での言葉の数、語彙数がどのくらい違うのかという研究がある。これも実は3200万

語の格差が出ているのではないか。 

 22ページ。子供が学ぶ語彙数も随分違う。それから、子供に対して、どういう言葉遣い

をしているのか、例えば、肯定的・応援的な言葉遣いで過ごしているのか、否定的・禁止

的な、又は命令的な言葉遣いで過ごしているのかは、所得階層によってかなり状況が違う。

これが将来へ与える影響も明らかになってきていて、子供の脳の発達、言語能力の発達、

あるいは対人関係や倫理観といったものにも影響を与えることが分かってきている。 

 23～25ページ。虐待の問題で、児童養護施設等に入所する子供の多くが虐待を経験して

いることは知られているが、友田氏の関連研究によると、アメリカの性的虐待の研究結果

で、虐待が子供の脳の海馬、脳梁、前頭前野の部分にそれぞれ深刻な影響を与えることや、

その他の研究で、虐待全般が子供の脳の発達に深刻な影響を与えることが分かってきてい

る。 

 26～27ページ。最後に、社会的養護の子供たちが一番深刻な状態だと思うが、フォロー

アップがどうなっているかについて。東京都が行っているフォローアップ調査では、正社

員になっている方は45.2％であるが、驚くべきことに、生活保護を受けている方が10.7％

となっている。これは同世代の約10倍で、非常に高い。 

 28ページ。その施設の子供たちが世の中に対してどういう見方をしているかというと、

人を信用できないということ。子供のときに親との関係が非常に失われた子供たちは愛着

や人間との関係性を作ることが難しい。当然ながら、倫理観とか、人間との関係性とか、

愛着とか、信頼感というものは人生の成功を左右することになるから、非常にこの部分へ

の支援が必要になってくると思う。 

 29ページ。まとめると、一点豪華主義の政策ではなくて、政策目標に対応した政策の組
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合せが必要である。子供の数が減る中で、全ての子供を大切に育てる必要がある。貧困の

世代間連鎖を食い止めるためには、子供に直接届くような支援が重要になってくるのでは

ないか。子供と親、双方を対象にした言語プログラムを実験していて、これが非常に有効

であったという結果も出ている。 

 それから、精神的課題のある親子に対する支援の拡充も今後ますます必要になる。これ

は貧困世帯だけではないようで、最近、学生にも親子の関係が非常に難しい世代が増えて

きている。20歳を超えてしまった子供なので、親との関係が非常に難しいといっても、児

童相談所に相談するわけにもいかない。本当は早い時点で親子双方に対してカウンセリン

グをきちんとやればこういう問題は出てこないと思うが、精神的な課題を抱えた子供、成

長した課題、そして、親自身が精神的な課題を持ったまま過ごしてしまったケースも大変

多く、こういったものに関しては、現金政策よりは現物政策、有効なプログラム開発をし

ていく必要があるだろう。そういう意味でも、きちんとした長期追跡データでプログラム

開発をするという科学的な見方が、まだまだ日本の社会福祉政策の部分では弱いのではな

いかと思う。 

 31ページ。アダム・スミスの時代から、貧困は世の中に何をもたらすのかというと、社

会全体の協調性・不安定性を高めると言われていることを最後に報告して、私の報告とさ

せていただく。 

 

○質疑応答 

（松村構成員） 

 20ページの貧困期間について、アロスタティック負荷との関係性の部分の横軸の単位が

分からないが、貧困にさらされた期間の０から1.2までというのはどういう単位になってい

るのか、教えていただきたい。 

（駒村氏） 

 手元に原著論文を持っていないが、標準化をして単位化したものだと記憶している。 

（末冨構成員） 

 29ページで先生が用いている一点豪華主義の政策がどのようなものを想定しているのか

をお教えいただきたい。 

（駒村氏） 

 個人的見解だが、予算制約があって、政策のプライオリティが高い中で、例えば教育の

自己負担分だけを軽減するような形の、現実的には現金給付政策のような政策のみの拡充

ではいけないということを意味している。 

 

３．意見交換 

（末冨構成員） 

 資料３の一つ目に私の意見があるが、まず就労支援については、ひとり親、ふたり親を
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限定しないこと。ひとり親世帯が非常に厳しい状況にあることは分かっているが、周氏が

示したデータや、この間、進んできた地方自治体の実態調査でも、例えば香川県の貧困世

帯の構成を見ると、ふたり親世帯の比率が一番高くなっている。そのため、ふたり親につ

いても、周氏がおっしゃるように、低収入で生活が困難な状態にあって、子供がいる家庭

に対しての支援を広げていくのが、就労支援でも大切なことであると確認できたことは意

義が大きいと思う。 

（宮本座長） 

 関連して、子供の虐待、ネグレクト等はひとり親というよりも両親がそろっている家庭

の中で起こっている。子供の貧困問題と虐待問題は密接に関わっているということも重要

なことではないかと思う。 

（渡辺構成員） 

 周氏の報告に関連して３つある。まず１つはひとり親の就労支援に関して、高等職業訓

練促進給付金等の事業を受けることで、正職員になって生活状況が改善するというお話だ

ったが、現場では、この支援があってもどうしても踏み切れないという方々がいる。例え

ば、「実は私は高卒資格がないので高卒認定を取得するための勉強を見てほしい。子供も

いるので、子供を連れてきても良いか」という事例があった。こういうケースの場合、子

供を預かりながら母親に勉強を教え、高卒認定を取得してもらい、その後看護師等専門職

の資格を取得してようやく働くことができる。 

 また、家庭環境が非常に厳しい、３人のお子さんがいる家庭の事例で、お子さんについ

ては居場所型学習支援に中学生以降毎日来てもらい、御飯も食べさせて、学校の勉強や受

験勉強も見るという手厚い支援を行った結果、一番上の子は、工業高校を卒業して働くこ

とに、母親については高等職業訓練促進給付金の制度を利用して看護師の資格を取得して

就職することになった。このように、単発の支援メニューだと非常に苦しいが、様々なメ

ニューを組み合わせることで家庭状況が良くなると思う。そのような支援メニューを組み

合わせた支援を上手く各自治体において行えれば良い。 

 ２つ目。拡充してほしい公的支援として児童手当の増額が１位であるように、本当にお

金がないということは感じる。後にも出てくるように、食の支援の対象になる、実は食に

も困っているという家庭が多くある中、児童手当の増額のようなことは非常に重要である

と思う。私どもの団体では昨年度から、中学校を卒業した後の貧困家庭の子供たちが非常

に苦労しているので、高校生世代の支援をしている。児童手当が中学校卒業時に終わって

しまい、一番お金がかかる高校生になってから非常に苦労するので、中退リスクが高まる。

高校は義務教育ではないが、高校に進学して、実態としては家庭の扶養の中で生活をして

いくため、児童手当も高校卒業時まで延ばしていく必要があるのではないかと感じた。 

 ３つ目。ふたり親の支援は非常に重要である。ふたり親の非正規雇用労働者がおそらく

非常に苦しんでいて、いわゆる就職氷河期世代、人生再設計第一世代と言われるこの世代

が、やはり本人の事情ではなく、社会的な経済事情の中で正社員になれず非常に苦労して
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おり、どうしていくかということは国としても考えていかなければならないことだと思う。 

 ふたり親がいる中で主生計の方、父か母かは分からないが、その方たちが何か新しい仕

事に踏み出すための支援もあるかと思うが、そこまでリスクをとらなくても、例えば、低

所得世帯の専業主婦は何らかの就労支援メニューが受けられることになれば、家庭を維持

しながら就労を目指せるので、非常に効率が良いのではないか。経済ニーズとしても、よ

く人手不足と言われている中で、家庭の中で働いていなかった方が就労支援を受けて働け

るようになるのは非常に良いこと。 

 また、駒村氏の資料で、生活保護受給家庭の子供がいじめを経験している割合が非常に

高い。家庭にも学校にも安心できる場所がないということは、私たちの学習会や居場所に

来ている子供たちを見ていても非常に感じるので、こういう子供たちが安心して過ごせる

居場所をどう安定的に作っていくかということが非常に重要である。 

（宮本座長） 

 周氏の資料１の15ページで、「貧困専業主婦世帯」の６分の１は子供の病気や障害があ

る状況で働けないという御指摘も非常に重要な事実。 

 また、ひとり親ではなく、ふたり親世帯の問題というものはワーキングプア問題だが、

過去20年間ワーキングプア層の問題については様々な研究が出ている。日本社会での下層

世帯、これをアンダークラスという言い方もするが、この層が肥大化、拡大していく問題

と子供の貧困は関わっているので、やはりひとり親世帯の問題だけでなく、ふたり親世帯

のワーキングプア問題と子供の貧困問題をきちんと結びつけることが重要だと思う。 

（渡辺構成員） 

低所得家庭にはそもそもパソコンがなかったり、インターネット環境がなかったりする

ので、そういう理由で職探しができない、履歴書を書くのも気遅れしてしまうことがある。

ワードやエクセルといったパソコンのトレーニングなど手軽にできるメニューでも、専業

主婦の方はなかなかお金を払って習いに行けないので、そういう専業主婦の方の就労支援

メニューは特別なものではなくても非常に効果があるかもしれないと現場では感じている。 

（菅田構成員） 

 私は、ひとり親家庭、母子家庭への支援を行っている立場だが、周氏が説明した資料１

の14ページの「貧困はひとり親世帯だけの問題ではない」という問題提起はとても大きな

ことだと思ってお話を伺った。 

 あと、一点豪華主義のことで一言言うと、今回、保育料が無料になるらしいが、実際、

ほとんどの母子家庭は住民税非課税世帯なので、既に保育料が無料であり、貧困対策とし

ての効果を疑問に思う。 

（山野構成員） 

 ２点ある。資料３で私が出した意見は２ページ目の３つ目で、本日の話と関連して補足

させていただくと、やはり生活保護に頼らない社会保障制度をどう充実するのかも非常に

重要だと思っているが、例えばここに書いているような、医療扶助はお金を立て替えても
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らって後で返還するということではなくて、現物給付にできないか。例えば、学校で事故

があれば学校の保健の関係でできるのかもしれないが、学童保育の先生や保育園や幼稚園

の先生が、病院に連れていくことができるという試みが沖縄のある市で大きな効果を見せ

て、子育て世帯が大きく増大した。500円均一にされるという自治体があるなど、医療費の

問題は子供を持つ世帯にとって大きい。 

 また、駒村氏のデータでも都市別に見て沖縄県の貧困の問題は一番厳しいということが

出ていたが、例えば生活保護受給率はそんなに高くない。貧困度合いは非常に高いのだが、

生活保護の申請に至っていない。それは生活保護の条件として、車を持っていると申請で

きないということが広まっていることによる。その辺りは考えていく必要があるのではな

いか。 

 それから、私が第７回会議で報告した大阪の調査では、困窮度１が50%ライン以下で、困

窮度２が60%ラインで、両方出している。困窮度２はかなり厳しい状況にある。そこにはも

ちろん、本日話題に出ているふたり親世帯が入っていて、学力とか、大人との関わりとか、

社会関係の薄さとか、それから、駒村氏の発表にあった虫歯、親の不健康等の健康度合い

なども、困窮度２のほうが厳しい。 

 そういう意味では、大きく見ればこの50％ラインでいいのか、あるいは本日はふたり親

世帯も支援が必要であり、貧困の状況が子供に大きく影響しているというデータが出てい

るので、その視点が要るのではないか。それを、再分配の中で社会保障をどう充実するか

ということを経済的支援という意味ではしっかり考えないといけないのではないかと思う。 

（海野構成員） 

 生活保護受給者が低所得という感覚もまた違う。私たちは全国的な組織で、奨学金の審

査もやっている。その奨学金への申請をする条件の１つは、世帯一人当たりの平均収入額

が90万円未満となっているが、収入から家賃を引くことを考えると、家賃は都会では最低

でも10万円前後で、地方だと１～２万円で済むため、実質的に貧困なのは都会の人のほう

が多い。また、生活保護基準はそのレベル以上の収入となるため、結果として奨学金を受

けられない。そのため、はっきり言うと、母子家庭でも働いている人の方が貧困である。

こうしたことを踏まえ、様々な要望はずっと出している。 

それ以外にふたり親であっても若いうちに結婚すると、やはり貧困に陥りやすい。その

ため、私たちは必ず要望するときに、ひとり親家庭として要望するのではなくて、低所得

の人には公平に教育を受ける権利を与えてほしいという要望をしている。 

 やはり実生活を見ていると分かる。母子家庭は、金銭的にはどうなのか分からないが、

精神的には子供を豊かにしているので、貧困というものは、金銭的な面だけの問題ではな

く、精神的な貧困もあると思う。幾らお金持ちでも、放り出しっぱなしでは貧困な子供が

育つということもこれから考えていかなければいけない問題である。 

（宮本座長） 

 生活保護を受給している母子家庭よりも、働いているほうが貧困という問題については、
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駒村氏の御専門だと思うので、一言頂きたい。 

（駒村氏） 

 生活保護基準を家計データと照合して、生活保護基準を下回っているにもかかわらず生

活保護を受けていない人たちがどのくらいいるのかという方法で分析する。生活保護には

資産要件、住宅保有要件、車の保有要件などがあるので、そういうものを考慮するとまた

少し数字は違ってくるが、これまでの私の研究では大体20～25％。つまり、生活保護の定

める貧困ラインを下回っているにもかかわらず生活保護を受けている方はその５分の１か

４分の１程度であろう。残り４分の３程の方は貧困世帯であるが、生活保護を受けていな

い。これは一体、何が原因なのかというと、本人側のプライドの問題もあれば、先程言っ

た制度上の制約の問題もあるだろうと思う。 

 統計的にはこの割合を捕捉率という。本人が望む望まないにかかわらず、全員が生活保

護を受けるべきだとは思わないが、生活保護制度は貧困世帯の一部をカバーしているに過

ぎない。逆に言うと、生活保護世帯は生活保護を受給することで貧困から脱しているとも

言えるので、取り残された人は割と多いと思う。 

（海野構成員） 

 昔から「親の背中を見て子は育つ」という言葉があるように、一生懸命働いている人の

子供は一生懸命働くようになるので、親として見本を見せていきたいという精神あって、

生活保護を受けなさいと言っても、受けずに頑張る人が多いことは確かである。 

 今、働かない20代の人が結構増えてきているが、そういう人たちは多分、家が裕福だか

ら働かなくても済んでいるのだと思う。でも、親が必死になって、生活を抱えてやってき

た人の子供は、やはり働かなければいけないという精神は育ってきていると思う。その子

供が成長したら、必ず一生懸命働いているように思う。 

今は親の背中を見る機会があまりなくなった。企業によっては夏休みに、子供に会社見

学をさせていると聞いたので、やはり親がこうやって一生懸命働いて私たちを支えてくれ

ているのだという思いがあれば、しっかり働くような子供が育つと思う。 

 今、振り込め詐欺だとか、結局、働いて、税金を納めて、しっかり生活しなさいという

教育が根本からなされていないので、義務と権利を間違えている。生活保護でも何でもも

らわなければ損だと考える人と、もらわないで一生懸命やっていこうという精神の人と、

２通りに分かれているので、その精神の違いがどこから出てくるのかと思う。 

（金子構成員） 

 先ほどの駒村氏の発表と今の海野構成員の発言から考えてみたが、やはり子供時代の愛

着形成が子供の将来にとって非常に大きな要素であろうと思う。 

 ただ、現状として、家庭や子供の生まれ育った環境によっては、子供が将来、自分はこ

うありたいというモデルとなるような大人と接する機会が、不足している部分があるかと

思う。 

 先ほどお話のあった健康の問題、健康の重要性等を親がなかなか認識できなくて、子供
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が小さいときから虫歯があるなど、健康上の問題を抱えた状態が続くとか、あるいは体験

機会の問題でいくと、放課後等の孤立の問題があって、放課後も一人ぼっちで、また感受

性が豊かな時代に様々な体験ができない子供もいるのだろうと思う。 

 そういったことから、行政として何ができるかというのは非常に難しい部分があるが、

例えば信頼できる人との出会いの場を作る。先ほど居場所というお話もあったが、そうい

った適切な愛着形成ができるような場の形成は非常に重要である。 

 また、子供に多様な機会を与えるという観点では、体験機会をどう担保していくか。芸

術やスポーツなど、感受性が育つ子供時代に多様な体験機会をそういう子供たちにもきち

んと提供していく仕組みがあったら良いと感じた。 

（松村構成員） 

親への就労支援を中心に意見を述べたい。 

 今、皆様から指摘があったように、就労支援イコールひとり親だけではなくて、やはり

子供や世帯全体を見たときの経済的支援が必要かと思うが、都道府県として考えるのは対

象者が明確にできるかどうか。生活保護世帯については、ケースワーカーがきちんと一人

一人の世帯に対応しているので、その世帯の課題や支援メニューについても、ある程度明

確に把握できる。また、ひとり親についても、やはりひとり親というものが把握できるの

で、児童扶養手当を含めた対象者としては明確に把握できていると思う。 

 一方、一部明確にならないのが生活困窮世帯と言われる、生活保護を受給していない困

窮世帯の把握が非常に難しいのが現実。 

 そのため、その世帯に応じて、支援メニューをきめ細かに提供することがなかなか難し

い。そういう意味で、市町村を含めた行政の中で、ケースワーカー、コーディネーター、

あるいはファイナンシャルプランナーといった人材が充実していかないと、様々な手立て

があったとしても、なかなか支援につながっていかないと思っているのが１点。 

 特に、生活困窮者については、すぐ就労に行けるわけではないので、今の国の施策にも

あるように、中間就労からという形でステップアップをしていく、きめ細かな、一人一人

に応じた支援、プログラミング等が必要であるが、これは大体、どこが担っているかとい

うと、地域のNPO等である。労働局と一緒になって支援できるという環境がなかなか整って

いないというのは現実として感じているところ。 

 様々な就労に結びつく支援があると思うが、できるだけきめ細かに展開できるようにす

ることが、保護者、親の就労支援ということでは必要かと思う。 

 また、精神障害まではいかないものの、世の中の就労の場で、対応障害、適応障害の親

が非常に増えているのが現実であり、保護者の中でそういう疾病を抱えている方に対して

どういう支援をしていくのかは大変大きな要素かと思う。 

（宮本座長） 

 生活困窮世帯の把握がなかなか難しいというお話について、例えば生活困窮者自立支援

制度は何らかの有効性がないのか。 
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（松村構成員） 

 もちろん有効性はある。生活困窮者自立支援も生活保護も、政令指定都市も含めた市域

と町村域でどちらの行政が関わるかというと、いわゆる福祉事務所を持っているのが市域

なので、それぞれの市域は市域で支援を行い、それ以外のところは都道府県が支援を行う

のが基本的な形かと思っている。 

 ただ、都市部では支援団体等、きめ細かな支援は割と多くあり、逆に農村部に行くと、

就労の場として農林などの一次産業のところに入りやすい部分があるが、その中間にある、

中核市とまではいかないが、俗にいう田舎と旧都市部の間にあたる地域はなかなか難しい

ところかと思う。 

 法律ができたことによって行政の役割が明確になったので、効果としては前に比べると

出ているが、まだ不十分だと感じている。 

（金子構成員） 

 今のお話に関連して、例えば生活保護世帯や生活困窮世帯に対する支援の件で、今回、

生活困窮者自立支援法が改正されたこともあって、生活保護の部局である福祉事務所に行

くと、ハローワークや労働局と連携が取れていて、就労に結び付く機会がある。 

 しかし、市町村によっては、例えばひとり親の家庭も含めて、一旦、就労支援やひとり

親家庭の支援について相談しに行ったとしても、一元的に対応できずに、場合によっては

別の窓口を案内するなどの現象により時間のロスが生じて、非常にお忙しい方が多いので、

結果的に相談に至らない、あるいは支援につながらない部分もあるのではないかと思う。 

（宮本座長） 

 それはとても重要な指摘である。就労に関してきめ細かに全ての自治体が対応できない

体制という問題があって、その穴を埋めているのが民間団体であったりするわけだが、民

間団体がきちんと制度の中に位置づけられているわけではなく、自主的に行っているのが

実態だと思う。 

（渡辺構成員） 

 私たちが行政の委託を受けている中で思うのが、例えば足立区では、くらしとしごとの

相談センターを窓口にして、お困りになっている方に来てもらって、そこで事情を聞いて、

本当に大変であれば生活保護にもつなげるのだが、そこまではいかないものの、就労だと

か、子供がいるのだったら、こういうところも利用できると言われて紹介されて来るとか、

現状、とても困っていて、精神疾患になってしまうような母親たちをどう支援していくか

も重要。 

 駒村氏の資料２の18ページで、子供のストレスは両親の離婚が非常に大きく影響してい

ることもあり、本当に子供にとっては親の失業とか両親の離婚等は大きなストレスで、こ

ういったことがあると不登校になることもある。不登校の子供の話を聞いていくと、その

背景に親の離婚があり、学校へ行くのが嫌になったということもあるので、そういうつら

い時期に何らかのサポートが入ることが必要だと思う。 
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 本当に少し手前のところで母親に対して何らかのサポートができれば、それほど重篤に

ならずにやっていける可能性があるので、生活困窮者自立支援法の趣旨としても予防的観

点を非常に重視されている中で、地域の中でそういう方たちを早めにうまくキャッチでき

る仕組みがあると良いと思う。江戸川区のように、ひとり親の相談に来たところで全部聞

いて様々な支援メニューにつなげていくなど、多くのやり方が考えられる。 

（末冨構成員） 

 資料３の２ページの下の３つが私の意見。基本的に就労支援と経済的支援については、

親の側の状況を何とかするという支援政策であるが、子供自身のケアとかウェルビーイン

グの質の改善にも結び付かないと意味がない。 

 駒村氏の資料２の26～27ページに東京都の調査があるが、自治体調査で分かっているの

は衣食住のベーシックニーズが満たされていない子供がいるということ。特に就労の問題

と関連すると、低賃金・長時間労働が現在のひとり親、ひとり親に限らないが、日本の労

働者を取り巻く状況として、特にひとり親の方が無理して働いた結果、体を壊されて大変

な状況になるケースが非常に多いと感じる。 

 そうしたことにならないように、２つ目として大事なのは、日本のシングルマザーの就

業率はずっと高いままで、イギリスでも、何故日本はそんなに就労率がひとり親でも高い

のかと聞かれるほど注目されている。ただ、その労働の質がかなり大変な状況である。な

ので、先進国の中でも貧困率が高いのである。 

 しかし、周氏が携ったJILPTの研究でも、ワーク・ライフ・バランス型の経済的自立が提

案されているが、就労支援の場合にも日本全体の働き方改革と連動して、貧困世帯でもワ

ーク・ライフ・バランスを崩さずに元気で働き続けるのが日本人の素晴らしいところでは

あるが、元気に働き続けられる環境にそろそろステップアップするような大綱の記載が必

要かと考える。現行の生活保護世帯支援制度を否定するものではなく、両立しながらの支

援が大事であると思う。 

 もう一点、駒村氏の資料２の11ページに関連して、教育の専門家として、教育と養育環

境、それから健康、子供のウェルビーイングは大体、それらが主要な要素になるけれども、

子供自身の育つ環境そのものを改善していくことについても、是非アプローチをしていた

だきたい。 

（駒村氏） 

 生活困窮自立支援にも関わっている。今回の法律改正で、現に貧困であることを超えて、

将来、貧困になる世帯も意識することになってきている。そういう意味で、間口を広げて、

きちんとアセスメントをしていく。そして、適切なプログラムを提供していく。このアセ

スメントからプログラムのところがどのぐらい制度を準備しても自治体側や委託された団

体ができるかということが少し問題になってくると思う。 

 子供たちは大抵、将来のモデル像がない。有効性のあるプログラムを開発しなければい

けないと思っている。単に子供に学習を教えるというよりは、親子双方を対象にするとか、
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あるいは大学生のボランティアが指導することで子供にモデル像を見せる、子供の将来の

展望を作るという意味で、学習支援事業が大事なので、自治体が民間業者やNPOに委託する

ときに、それができるのか、きちんと見たほうが良いと思うし、国には有効なプログラム

を是非開発いただきたい。 

 先ほど3000万語の格差の話をしたが、貧困世帯の親が時間に追われ、仕事に追われてい

く。そして、外から持って帰ったストレスを子供に当ててしまう。そうすると、子供の学

習意欲が下がってしまう。あるいは子供と親がゆっくり会話をする時間がなくなってしま

う。このことがまた子供の成長にマイナスの影響を与えるということは、先ほど紹介した

研究で、きちんとデータで確認されてきているので、そういう意味で親と子供がきちんと

向き合う時間をいかに確保するか。その確保する時間の質を上げるためにどういうアドバ

イスを親にしてあげられるのかという観点も大事ではないかと思う。 

（新保構成員） 

 周氏と駒村氏に１点ずつ教えていただきたい。 

 １点目は、周氏の資料１の16ページ、最後のまとめのところに、複数の支援パッケージ

で対応していくことが必要ではないかという提案がある。私もそれに同感である。周氏は

どういうことをイメージされているのか、そのイメージしている内容について教えていた

だければありがたい。 

 ２点目は、駒村氏の資料２の22ページで、肯定的な話と否定的な話が子供の成長に与え

る影響についてについて、とても貴重なデータを教えていただいた。現状でこの差を補う

場はどこなのかと、先ほどから考えている。多分、認定こども園、保育所、幼稚園、乳児

院や母子生活支援施設が考えられるほか、様々な社会的養育もしくは子育て支援の仕組み

の中で行うと思うが、駒村氏がこういう方法をとったら良いと思う方法があったら、是非

教えていただきたい。 

（周氏） 

 御質問いただいた複数種類の支援パッケージの具体的なイメージについて、私の考えは

次のとおりである。先ほど言ったように、就業支援だけでは貧困から脱出できない母親も

大勢いるので、就業支援に経済支援をプラスする必要がある。具体的には、児童手当の増

額や、勤労所得付き税額控除制度の創設を是非検討していただきたいと思う。 

 構成員や駒村氏から指摘があったように、生活保護の捕捉率は４分の１しかないという

中で、残りの４分の３の人たち全員に生活保護を受けさせるのは現実的に不可能である。

そうすると、どうすれば就労のインセンティブを低下させないと同時に、困窮している人

たちの経済支援を充実させるかが肝心である。一番有効な方法は負の所得税とも言われる

勤労所得税額控除制度であるが、それを日本で合理的な制度設計としてどうやって導入し

ていけるのかを検討すべきである。この制度があれば、自然にひとり親、ふたり親という

区別をせずに「子供あり・低所得」という枠内で支援を行うことができる。 

 それから、子供の視点は絶対欠かせないので、親への就業支援と同時に子供への支援を
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組み合わせることは非常に重要。子育てというものはお金だけの問題ではない。私自身も、

１人で海外で１年間子育てをした経験はあるが、お金の問題ではなく、教育やしつけの問

題も重要であると感じた。ひとり親家庭で父親が不在という場合は、社会がその役割を担

っていくという制度を作ることで、貧困の世代間連鎖を有効に減らすことができるのでは

ないかと考える。 

（駒村氏） 

 肯定的な話をいかに子供たちにするかというお話について、親にどう介入していくのか

というのは非常に大きなハードルになっていくのではないかと思う。この研究でも低所得

世帯の親は、発想が固定的になっていることを確認している。つまり、生まれ持った能力

は変わらないのだと思っている。しかしながら、中間所得層のほうの親には接し方によっ

て子供の可能性は幾らでもあると思っている親が多いということだと思う。 

 そういう意味で、子供の可能性を親に信じさせるためのプログラムがある。これはアメ

リカでも実験があったようで、家族内でそういう会話をしているのか、その会話の機会の

提供とサポートを行う。実はこれをずっと録音するシステムを作って、どういう会話をし

て、時間を確保するとどういう会話になっていくのかというのを見て、非常に肯定的な話

が増えて、会話自体も増えていくということも確認されている。そのことが実際に子供の

発育に非常に大きな影響を与えている。 

 一方で、ある研究では、親が非常に長い間、外でストレスにさらされていれば子供にも

影響を与える。管制塔の管制業務をやっている父親が極めて難しい管制業務をやって家に

帰ってきたときと楽な日とで子供にどう接しているのかという研究があるが、当然、外に

ストレスにさらされている親は家に帰って、子供に命令調、否定的な言葉をかける機会が

増えてくるということも言われている。 

 そういったことを、まずそういうプログラム、サポート知識を親側にいかに伝えていく

のかというのも大事だと思う。先ほど説明を割愛したが、自分の学歴が低い親は、学歴な

どは意味がないと思い込んでいる可能性がある。そうではなく、子供は伸びるという可能

性を信じさせる親にするというのが大事だと思う。 

 親ではない第三者の保護者、保育士の方あるいは施設の方については、つい否定的・禁

止的・命令的な言葉をかけてしまっている可能性もある。これは、実態は明らかではない

かもしれないが、そこについて、きちんと否定的・禁止的な言葉遣いは子供の生育にはよ

ろしくないということを理解していただくような研修の場が必要。全てのことが分かって

いるわけではないにせよ、最新の科学研究の知見をきちんと昇華して、この分野において

は理化学研究所の黒田研究員等、多くの方が素晴らしい研究を行っているので、そういう

中で明らかになった知見については、日本で実験できない、研究できていないとしても、

ある程度、専門職の方と情報共有をしていく。 

 それから、人員配置基準もプログラムもアップデートしなければいけない。私が先ほど

言った一点豪華主義というものは家計に対しての所得保障政策、しかも見方によっては菅
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田構成員も指摘したとおり逆進的だと思っているが、そういう親に対して分かりやすい現

金型の給付は、親の時間に余裕を持たせる意味で有効な部分もあるかもしれないが、やは

りもう一方、供給サイドに対しての支援も必要である。施設等に対して、子供と十分、余

裕を持って向き合えるだけの資源を保証してあげる必要があるのではないかと思う。 

（宮本座長） 

 2000年代に入ってイギリスで貧困への取組が広がっていたときにシュア・スタート・プ

ログラムというものが各地で行われていて、乳幼児を持っている母親と子供が昼間、ファ

ミリーセンターに来て、支援をしながら母親が子供に本を読むという習慣をつけていくと

いうことをやっている現場を見た。その手の母と子を対にしたプログラムが様々な形で行

われていたが、まさにそういうものが必要ではないかと思う。 

 それから、「学習支援事業が混乱」という報道があったと渡辺構成員から伺った。各地

で行われていた、民間団体を中心とした学習支援事業が１年単位で、かつ競争入札の中で

民間企業が次第にその機会を奪っていくというか、教えるだけで良いと、教えるスキルだ

けに特化していくという傾向が見られて、学習支援の中に含まれている多面的な意味が置

き去りになっていく可能性があるということなのだろうと思う。 

（海野構成員） 

 ひとり親家庭の就業率が高いとの説明があったが、就業といってもほとんどがパート、

アルバイト、派遣である。正規雇用ではなく、派遣法ができたために５年しか勤務できな

いので、５年に１回、不安を抱えるのである。 

 全国的に厚生労働省の指導のもとに就業支援とか生活相談とかプログラム策定員を置く

とか、そういう仕組みができた。だが、相談につながっても、正規雇用はまずないので、

結局、アルバイトとかパートでつないでいくしか仕方ないというのが現状。幾らパソコン

の講座を受けようが、就労の場に正規雇用がない現実が起きているということを御理解い

ただきたい。 

（水橋構成員） 

 先ほど駒村氏が指摘した、働き方がそのまま子供への関わり方に影響するという部分に

ついて、自分自身は何か悪い影響を受けたというわけではないが、親の仕事に対する疲れ

というものは子供からするとよく見えるものであって、やはり親が孤立感を感じているこ

とは、子供が教育を受けて、自分の進路を選択する上で大きな制約になる部分だと思う。

親のそばにいなければいけないと考えている子供は非常に多いというのが、実際に私の身

の回りで感じている現状。 

 そういう親こそ今の社会の教育について考えるべきだと思っていて、これから子供たち

に求められる力等々を親が認識して、それを支えていくという意識を持てば、関わり方も

変わるかと思う。 

 また、親は子供にとって一番近くにいる大人であることを認識しなければならないと思

うので、働き方についてはこれからも考えるべきである。 
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（武藤構成員） 

 先ほど駒村氏から、特に社会的養護の子供たちへの施策の充実が必要であるという指摘

があったとおり、虐待経験がある子供たちはなかなか社会的自立ができないという傾向が

ある。 

 御承知のとおり、３月に厚生労働省と文部科学省で緊急点検として、約20万人の学校を

長期欠席している子供たちへの調査をしたところ、全国で約１万3000人の子供たちに虐待

の疑いがあったという報告がある。その中で、すぐに保護が必要な子供たちは約3000人い

る。結果的にはそういう子供たちが今、社会に放置されているという状況で、親子ともど

も頑張ってはいると思うのだが、子供の権利保障や発達保障の観点からすると、そういう

子供たちが結果的には放置されている実態が明らかになった。 

 そういう子供たちをどうするのか。すぐにでも保護が必要な子供たちはすぐ保護しなけ

ればいけないが、受入れの枠がない。施設なども都市部では満床状態に近い。里親もどん

どん増やしていこうと、国全体としても努力しているが、まだまだ追いついていない。児

童福祉法改正をして、新しい社会的養育ビジョンなどを出しながら、本日出席している厚

生労働省が中心になって非常に頑張っていただいているものの、実態としては追いついて

おらず、子供たちが放置されて、この子供たちが大人になっていくわけだから、子供の貧

困対策の点でも、特に社会的養護が必要でありながら放置されている子供たちに、今すぐ

にでも手をつけなければいけないと思う。それが１点目。 

 それから、実際に子供たちの状況を見ていると、早期に介入・保護をしないと、特に都

市部の子供たちも非常にひどい状況で施設にやってくるので、社会的自立をするため私た

ちは必死になって子供たちの支援をするが、結果的には追い付いていなくて、18歳や20歳

で外に出さなければいけないという実態だから、施策が後手後手になってしまっているこ

とが特に社会的養護の子供たちの貧困の連鎖を起こしているような気がするので、国を挙

げて子供の貧困対策、それから、社会的養護の充実策を待ったなしでやらなければいけな

いということを現場で痛感している。 

 それから、退所者の後の状況。そういう子供たちが社会に出てどうしているのかという

追跡調査が、駒村氏の説明では、諸外国ではされているけれども、なかなか日本ではされ

ていないということだった。こういった調査を日本でも行う必要があるのではないか。今、

私がアフターケアで面倒を見ている子供たちが大体40代、50代になっている。そういうこ

とで、社会的養護をくぐった子供たちは30代、40代、50代になっても非常に社会から孤立

をしていて、それでも必死になって頑張っている実態がある。 

 だから、３年後、５年後、10年後、社会的養護をくぐった子供たちがどうしているのか

ということを、国を挙げて調査すべきなのではないか。アンケート調査を行うことはある

が、対象は連絡がつく子供たちだけなので、なかなか全件調査にはなっていないように思

う。連絡が取れていない人が何人いるのかとか、そういうことも含めて調査しないと、結

局、貧困の連鎖は断ち切れないのではないかと感じている。 
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（宮本座長） 

 ひどい状況になってから子供たちが施設に来るという指摘は本当にそのとおりで、中学

生や高校生になって本当にひどくなってから来て、その子が安定した良い状態になるのは

とても難しいということをよく聞く。全て対応が後手に回っているということだと思う。 

（山野構成員） 

 今の話はその通りで、経済支援と就労支援というテーマに限定をしたとしても、この把

握という問題と、支援メニューという問題の２つに課題があると思う。生活困窮者自立支

援法の話も先ほどあったが、把握というところでは、申請主義が中心なので、メニューが

あったとしても、なかなか必要な人に届けられないことがある。 

 １つは様々な把握の仕方があると思う。資料としてスクリーニングシートとスクリーニ

ングの活用ガイドを配布したが、全ての子供たちが通う学校の中で家庭状況を把握する。

今から教師が無理に追加的に何かを行うという意味ではなく、遅刻や欠席などの把握にス

クリーニングシートを使う。保健室での健診命令として、例えば歯医者に行ってきなさい

と夏休みに言われても、その受診結果の戻りがない子供たちが大阪では１校に20人、30人

といる。つまり、夏休みに歯医者さんに行けない子である。その理由は拒否であったり、

親が連れていけなかったりと様々あると思うが、そういう段階の支援をどうするのか。そ

こが本当に後手後手になって、末期になってからしか生活保護や困窮者支援につながって

いかない。 

 それゆえ、児童養護施設の問題も含め、早期に発見して、早期に手を打っていくために

は、これが全てという意味ではなくて、様々な把握の仕方のツールを準備しておくことが

必要ではないか。 

一方で、支援メニューも非常に不足している。先ほど宮本座長はイギリスの例で、シュ

ア・スタートで親子が集うところを挙げたが、エクステンデッド・スクールといって、日

本では学校というと教師が何かやると思われるが、教師ではない人が学校の一室で就労支

援をやっている。その他、親子教室も行っているし、学校という場をプラットフォームと

言ったのはそういう意味だが、学校は親子が一緒に見える場所で支援を受けられる一つの

場として考えられるのではないか。 

 生活保護の捕捉率が４分の１であるというところに２つの課題があることが見て取れる

が、生活保護を受けられるほどの状況の苦しさがあるにもかかわらず生活保護を受けてい

ない方が４分の３いることを考えると、今の把握の仕方では足りないのではないかと思う。 

 

（休  憩） 

 

４．新大綱の基本的な方向性に関する意見交換 

（宮本座長） 

 これまで12月に御示唆いただいた、新たな大綱に向けて特に重要と思われる事項を中心
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にして、外部の有識者をお招きしてヒアリングを実施してきた。教育の支援、生活の支援、

保護者の就労支援、経済的支援という現大綱の４本の柱をベースにしながら、ヒアリング

を深掘りする形で様々な御意見を頂いてきたところ。 

 今回は、本日を含めた３回のヒアリングを踏まえながら、新しい大綱の基本的な方向性

として、更に議論を進めてまいりたい。 

 まだ議論に出ていない課題や御意見もあるかと思う。第10回と第11回で皆様から頂いた

御意見については、資料４に簡単にまとめている。また、これまで十分に意見が出なかっ

た事項などについて、事前に皆様から頂いた御意見については、資料５にまとめている。 

 更に深掘りすべき事項、改めて強調したい事項や資料には記載されていないものの、必

要と思われる事項などについて、これから是非御発言を頂きたい。 

（末冨構成員） 

 既に資料４と資料５に記載いただいた事項もあるが、子供の貧困対策に関する大綱に関

する事項全般と、特に私は教育支援分野の専門家として、教育分野について説明させてい

ただく。 

 まず、この５年間、子供の貧困について、当事者に対してアプローチしてくださる自治

体・団体が非常に増えてきて、子供の声、若者の声が出てきている。 

 参考資料２の２ページ。ただ、その中で陥りがちなのが、困窮層の子供たちがこれだけ

厳しいのだという話はされるが、私は下関市の調査を見て担当者にも申し上げたが、困窮

層の子供たちも「人のために力を尽くしたい」というところは一般層と違わないのである。

逆に言えば、子供の貧困対策を考えるときに、大変だから支援するというのも大切だが、

子供たちや若者たちはそれでも前向きに伸びようとしている。そういうことをもう一回思

い出していただきたい。 

 ３ページ。５年経って、多分、今、成長期に来ている。それで成長期のときに、特に現

在から将来に対して、先ほどから強調しているように、生活の基盤を支えつつ教育の支援

を、ということが駒村氏の方向性とも一致していると考える。また、個人的には乳幼児期

の指標や対策はもっと充実されるべきだと思う。ライフステージに沿って、国－都道府県

－自治体の役割であるとか協力体制も一層明確化していくとより有効なアプローチができ

る。 

 また、駒村氏の資料にもあったが、検証体制の構築が恐らくかなり重要な、成長期を支

える政策になっていくと思う。 

 第１期の５年間で進んだことについては、本当に関係省庁の皆様には感謝を申し上げる。

その進展があればこその提言である。 

 ５ページ。その進展を踏まえて、まず、とにかく現在の生活の基盤を支えていただきた

い。現行大綱では教育支援が先になっているが、やはり衣食住の不安をなくして初めて勉

強に集中できていくので、それをお願いしたい。 

 12ページ。私は教育支援分野の専門家として、ここに書いていることがもっと充実する
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と良いと思っているが、やはり家庭・子供・若者の生活基盤保障と、妊娠期からの支援、

そして若者の進学や就労に対する支援とつないでいくことが大事だと思う。 

 13ページ。特に文部科学省にお願いしたいのが教育支援分野。学校に関する家庭の負担

がそもそも重過ぎて、困窮世帯も直撃している。先ほどから話に出ているように、生活保

護や就学援助につながっていない低所得家庭が一番苦しいということになっているので、

学校に関する経費の軽減もお考えいただければと思う。 

 14ページ。なぜ乳幼児期を強調するかというと、阿部彩教授が行った国民生活基礎調査

を用いた分析では、乳幼児期である０～２歳と３～５歳だけ、子供の貧困率が再分配後に

悪化している。最も小さくて、最も弱い時期の育ちを支えるためには、この再分配の改善

が不可欠である。 

 15ページ。幼児教育の無償化について、私も大いに疑問ではあるが、ただし、それと同

時に行われた幼児教育の質の話は非常に大事であると思っていて、どのデータでも効果が

あるとされており、特に困窮世帯ほど効果がある。逆に、就学前教育を保証しないことの

ほうが大変なことになることも分かっているので、乳幼児期に行って欲しい。 

 16ページ。乳幼児期も含めて、子供・若者世代への再分配の拡充をということ。 

 18ページ。ふたり親の話を今回の大綱見直しに向けた議論の中で強調しているが、国民

生活基礎調査の分析だけではなくて、公益財団法人あすのばで私も携わった分析で、住民

税非課税世帯や生活保護世帯の方が利用される給付金の利用者がどういう家庭かを分析し

たところ、ふたり親もいるし、一生懸命働いているワーキングプアのひとり親もいるし、

体調が良くなくて働けないという最も困窮度が高い方もいて、困窮層も多様である。この

多様性をきちんと新しい大綱に反映させていくことが重要。 

 21ページ。どうやって困っている世帯につながるのかというときに、前回御報告いただ

いた箕面市型のシステムは非常に大事であると思う。 

 特に、この箕面市型のシステムのようなものを広げていくときに２つの切れ目がある。

１つが、高校進学のときに基礎自治体から情報が切れる。この共有の仕組みを是非とも関

係省庁にお願いしたい。特に高校からは基礎自治体に情報が来ないので、高校スクールソ

ーシャルワーカーのような仕組みを国公私立問わず整備・支援していただければ切れ目が

つながっていくだろうと思う。 

 もう１つが、これは既に関係省庁に問題提起したが、個人情報保護によって情報が切れ

ている。例えば高校無償化の手続をしていて、事務職員は知っているのだけれども、県の

情報保護条例で禁止されているので、担任に伝わらない。それでどうやって高等教育の無

償化につなぐのか、誰が対象者か分からなくて支援ができるのかということは、この場で

も強く申し上げたい。 

 22～24ページ。やはり国と都道府県、基礎自治体がより良い協力体制を作っていくこと

についても明記いただきたい。例えば自治体の調査や、長期的な検証については、国が主

導性をとりながら、特に小規模自治体の支援というものをお考えいただきたい。 



28 

 

 25ページ。子供のウェルビーイングを重視して政策検証してほしいと書いた。駒村氏の

説明にもあったが、結局、貧困の連鎖を防いでいくためには勉強だけではなくて、まず健

康であるとか栄養が保証されていく必要がある。その上で生活保護世帯ほどいじめ経験率

が高いとあったが、安心して過ごせる子供時代がないと大人になったときに非常にもろく

なっていくということは、いじめ研究からも分かっているので、いわゆる相対的貧困率に

限定しない多様な指標、特に現在、物質的剥奪指標については、まだ日本では導入されて

いないが、先ほど周氏もおっしゃられていたとおり、相対的貧困率だけでは捉え切れない、

本当の生活のリアルな困窮を捉えるのが物質的剥奪指標なので、是非次期大綱でも御検討

いただければと思う。 

 27ページ。文部科学省にお願いしたいが、家庭の背景による子供の学力格差は、日本は

縮まっていない。そのことは教育振興基本計画にも書かれていない。 

 31ページ。少し厳しいことを申し上げるようだが、特に貧困対策において参照される国

の一つであるイギリスを研究していて日本と違うと思う。PISAで世界トップであるといっ

た、平均点主義やランキング主義は大事かもしれないが、それだけでは立ち行かない貧困

対策については、やはりOECDで用いられているように、ギャップスコアだけでも検討いた

だければと思う。特に困窮層ほど授業が分からないし、学校が面白くないし、進路でも劣

位に立たされていく。この状況を放置しないためにも、平均点主義だけではなく、格差や

貧困の子供たちがきちんと学力を上げられているかという面にも注目していただきたい。 

 32ページ。先ほどから申し上げているように、長期縦断調査、あるいは政府統計や公的

調査などを活用しながら、国と地方のデータをつなげていくと相当に有効な分析ができる

段階に来ていると思う。 

 最後に、これは現実に大綱に入るかどうか分からないが、個人としての希望だが、この

大綱では書かれていない、見えない子供たちが、”invisible children and youth”と英

語で言われるが、この見えない人々が最も困難である。貧困問題とも密接につながってい

る、自分では声を上げられない子供・若者に対しての調査、あるいは何らかの形でのアド

ボカシーの在り方も含めて、少しでも何らか記述いただきたい。子供・若者支援の最前線

で取り組んでいる人たちはこういった子供たちを相手にしている。 

 例えば、乳幼児はもちろん声を上げられないし、外国につながる子供・若者たちも非常

に困窮度が高い。それで、我が国の公的支援から漏れ落ちている。それから、障害を持っ

た子供・若者たち。貧困主婦世帯の一定数が、このような子供・若者たちがいる世帯。そ

れから、住居不安定の子供・若者たち、あるいは特殊詐欺の受け子やセックスワークに陥

っていく子供たちは、バックグラウンドに貧困がある。 

 これは沖縄の若者調査などでも明らかになっているが、こういった触法の境界にいる子

供・若者たちほど声を上げられない一方で、このままではいけないと思っている。この人

たちが貧困のリスク、あるいは貧困世帯出身であるという確率が高いことを考えると、大

綱の中で少しでも多くの見えない子供たちに手を差し伸べていけるような内容を記載いた
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だけると、成長期の子供の貧困対策につながると思う。 

（山野構成員） 

 私も、今、末冨構成員が指摘した、ここには見えていない子供たちをどう把握するのか

ということをしっかり視野に入れて、大綱の中に記述していただきたいと思う。 

 その方法の１つとして、先ほどスクリーニングシートというものを出させてもらったが、

保健師が乳幼児で、乳児健診や１歳半健診でピックアップされた子供たちに対して様々な

方策を決めていく。母子保健ではなく、親子の支援なのだと言われているところでもある。

日本の母子保健の仕組みがとても優れていると評価されている。気になる事例が予防的に

早期にピックアップできることは素晴らしいと思うが、そういう仕組みがあっても事件に

至ることはある。就学後になるとこういった仕組みが全くなくなって、スクリーニングの

仕組みがあっても事件は起きるのであり、ないとなると最低限のことができていないこと

になる。今、末冨構成員がおっしゃった見えない子供たちを本当に様々なところでNPOが苦

労してつかんでくださっている、何とか引っ張ってくださっているという実態だと思う。

そのため、こういった全ての子供たちを拾い上げるような仕組みをやはり本気で考えてい

かないといけないのではないかと思っている。 

 このスクリーニングを少し説明すると、学校で遅刻や欠席や保健の健診命令が出ていな

いとか、要保護・準要保護とかの情報は、普通に学校が把握しているデータである。文部

科学省でも今、ビッグデータを有効活用できなくて、把握しているだけだという話があち

こちであるが、学校にはこれほど大量のデータがあり、先生は非常に時間をとられながら

こういったデータを出しているにもかかわらず、それを活用して次にどうしていくと良い

のかということにはつながっていない。このシートを使うことで働き方改革にもなるし、

貧困の子供たちも見えてくる。 

 配布資料のスクリーニング活用ガイドは、私が能勢町の委託を受けて作成した。関西で

幾つかの自治体でも活用している。このガイドについて説明する。 

３ページ。学年会議などにより、全ての学校の先生で全ての子供たちから、たった10分

から30分で気になる子供を洗い出す。 

 ４ページ。チーム会議。学年会議等に入れると良いが、このチーム会議で初めてスクー

ルソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーが入って検討していく。そのときに、Ａ

教職員の関与、Ｂ地域資源の活用、Ｃ専門機関の活用の３つの方向性があるが、ほとんど

の学校は児童相談所、警察、少年サポートセンターといった専門機関を活用するというＣ

のイメージしかなく、学校の教師の中でチームを作るというＡも何となくやっていて、何

か方針を決めてやっているわけではない。きちんと洗い出したスクリーンデータから、こ

うやってチームでやろうと決めていくことが必要。学校の中ではそれが必要だし、何度も

言っているように、子供食堂や学習支援をNPOがとても頑張ってやってくださっているが、

学校からリファーされない。学校から紹介するということがない。 

 このスクリーニングシートにこういうメニューが書いてあると、先生方も分かる。今は
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全然分からないから紹介もできない状況なのである。こういったスクリーニングをするこ

とで資源に紹介しようとなって、つなぎができていくのではないかと思う。 

 実際に学校でこれを行っていって、能勢町は箕面市とある種一緒で、箕面市より優れて

いるというか、箕面市は危ない子供のデータを突合しているが、能勢町は全てのデータを

突合している。それが一番後ろに載っている教育と福祉のデータ突合の審議会を、審査会

を通してやっている。 

 これも今回、私も調べてみたが、実は個人情報保護法第23条１項３号に、公衆衛生の向

上または児童の健全育成に特に必要な場合、除外という項目がある。そんな中で箕面市や、

能勢町であるとか、様々な自治体が取り組んでいるので、不可能ではない。突合していく

ことで、先ほどから出ている、乳幼児期にどんな支援がなされていたかということが分か

る。もちろん見る人を制限する必要はあるので、きちんと権限と責任の持てる人が見てい

くことになると思うが、突合をすればつながっていく。 

 ７ページ。大阪や沖縄の調査で明らかになってきたのは、早くに就学援助につながって

いくことで不登校にならなかったりすること。予防なので、その結果は後でしか分からな

い。場合によっては、事件になったケースとか最悪の状況になったケースから遡ることし

かできないが、早くに手を打つことが重要。このスクリーニングシートを活用し、チーム

会議に上げるだけで、遅刻や早退が70％改善している。 

 保健室からの受診命令の紙に戻りがないという、つまり病院に行ったという用紙の返却

がないのも教師間がチームを組むことで64％改善しているし、諸費滞納になるとスクール

ソーシャルワーカーがかかわって84％の改善。友人関係のいじめ問題なども早期に解決し

ていっている。 

 リスクを予測できるスクリーニングシートとして、欠席や授業中の様子等を簡単なシー

トでいじめ、虐待、経済的リスクを把握し、それらがある程度蓄積していくことで予測で

きるので、これは検定の結果有意差があったもので、先生方にこういう項目がつくと気を

つけたら良い、早くアプローチしようということがエビデンスに基づいて出ている。そう

いうシステムを作っていくべきではないか。 

 配布資料の「つなぎびと」（※構成員のみ配布）にあるが、能勢町とは別の自治体でも、

学校でこのスクリーニングシートをしただけで、児童相談所やスクールソーシャルワーカ

ーが敢えてたくさん関わったわけではないのに、欠席日数105日だった子の欠席日数が２日

になり、92日だった子は３日になりというように、長欠児童の報告数が減り、その報告書

が１年で３分の１、90枚から30枚になったという。このグレーゾーンである30％の層に手

を打っていくのが私は貧困対策であると思う。 

 子供の生活実態調査の結果では、児童養護施設入所中の子供、10代の妊娠の子供の状況

が厳しかった。絶対、予防という意味では、このスクリーニングとか、何らかの把握でき

る仕組みを作って、この30％の人たちに手を打っていくのが貧困対策ではないかと思うの

で、その内容を大綱に入れられないか。 
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 先日も、これについての説明会を行ったら、約50名が参加してくださった。何とかした

いが、国のバックアップが欲しいといった意見を皆お持ちだった。是非、こういう仕組み

づくりに後押しをしていただけたらと思う。 

（宮本座長） 

 非常に具体的な御提案を頂いた。 

 私の経験では、学校の関係で、専門機関との関係については、公的機関であるので、あ

る程度はできていくが、実際に、先ほどの末冨構成員が指摘された見えない子供たちのよ

うな、こういう情報はほとんどが民間の小さな団体が持っていて、そこを見ない限りは問

題解決しないのだが、そういう団体に対して学校は警戒心を持っていて、個人情報保護法

の誤った解釈のもとに関係を持たない傾向が非常に強くある。そういった学校文化と個人

情報保護の問題の解決が非常に重要である。 

（水橋構成員） 

 生活の支援、就労の支援、そして、最終的に教育につながると思うが、用意されている

制度と、それが実際に届くまでの過程の中で気になるところを指摘させていただく。 

 実際、制度の用意がされていて、それを貧困家庭に伝える。その先で手続などを簡略化

していって、より支援を受けやすい形にしていく過程であると思うが、貧困家庭への伝え

方がとても難しいのだろうと感じている。そういう情報を伝えづらい部分と、そういう情

報が貧困家庭の身近にない部分とがあると思う。家庭が困窮している状況をオープンにし

ないことも要因にあると思っており、オープンにしないところは何かしづらいという考え

方もできるのかと思う。 

 というのも、果たして子供を育てている親たちに考える余裕があるのかということを感

じており、それがすなわち、恐らく子供たちが中高生になって、手がだんだん離れていっ

たときに初めて家庭がなかなか厳しいことに気付くという、先ほどの中高生になってから

対応することになる部分にもつながるのだと思うが、オープンにしないというのが問題か

と思っている。 

 もう一つが就労の部分で、実際、親が何をやるべき努力として持たなければいけないの

かということも考えなければいけない。職の選び方の部分で、努力の仕方や働き方を考え

る仕組み、ともに考えることが非常に大切だと思っている。 

 先ほどの孤立感にもつながる話だが、親自身の働き方について、ともに考えられる団体

等との連携があればやはり親も考えられるし、それこそ親もスマートフォンを持ち始めて

いる中で、コミュニティの作り方はそれぞれ多様化していくと思うので、コミュニティを

いかに作っていくかで、最終的には孤立感をいかになくしていくかが非常に大切かと思う。 

 先ほどの話に戻るが、孤立感が子供の教育の部分に大きく影響を与えていると思う。分

かりやすく言うと、自分の国際性を広げていくために海外に行きたいという子供も、自分

の家を離れていかなければいけないので、そのときにやはり親のことが気になってなかな

かチャレンジに踏み出せない現状は、私の友人の例を見ていても、あしなが育英会の中で
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活動していく中でも、よく感じる。お金のところと親に対する不安は、子供はとても大き

なものを持っている。 

 そのため、具体的には、親自身がいかに努力するかということを考えられるサポートが

必要かと思っている。もちろん、支援を届けることも必要だが、親がいかに努力していく

か。それで、どういう努力の形が親にとってベストなのかを考えられるサポートができれ

ば、最終的には子供の貧困対策ということで、本気で目指す子供の姿も同時に明確にして

いくことで、親の努力のモチベーションにもなるし、オープンにしていきたい、本気で子

供を応援するためにオープンにしなければならないというところにつながるかと思う。 

（宮本座長） 

 当事者世代からの大変貴重な御意見を頂いた。 

 これに関連して、親が様々なことを考える余裕がないということは、もっと突き詰める

と、親のメンタルヘルスが非常に悪いという問題と関わっていると思う。ひとり親家庭の

母親の抑うつ傾向が非常に高率であるなど、その他、これはメンタルヘルスの指標にした

ほうが良いと思うくらいに精神的な問題が非常に大きくあって、それが子供やその他に影

響を及ぼすわけである。そういう意味でも、もう少し抑うつ傾向に陥っている貧困家庭の

親たちという視点を入れたほうが良いと思う。 

（工藤構成員） 

 メンタルという点で、長年、親を亡くした子たち、あるいは親が障害を持っている家庭

の子供たちの様子を見ていると、母親は働くのだが、もちろん、正社員になれるのは半分

以下、三十何％ぐらいしか正社員になれない。とにかく子育てをしながら仕事もしないと、

収入がないと生きていけないから無理をして働く。そうすると、病気になる。薬を飲んで

いることを会社には言えない。 

 子供たち自身もそういう親の姿を見ていると、親と同様に精神的に弱くなっていく。つ

まり、貧困であると子供自身もコミュニケーションの場を失っていく。友達と同じような

ものを持てず、会話に入れない。お小遣いはもらえないから携帯電話も持てないとか、子

供にとっては傷つくようなことが起きている。しかし、親にも相談できない。私は、この

大綱においては、とにかく親の就業支援云々はとても大事だと思うが、子供の視点に立っ

て、例えば以前あった子供電話相談室のように、自分で電話代を払わなくて良く、子供が

一本電話して気楽に相談できる、そういう子供の声を把握する何かが欲しい。今、振り込

め詐欺とか何かで、こちらが電話をしていく、あるいは家庭訪問するのも大変困難になっ

ている。できたら、本人から何とか声を上げてほしいというところに力を入れないと、い

つまでも光が当てられない。 

 非常に簡単な言い方をすると、是非子供の視点に立って、子供が自ら手を挙げる、ある

いは声を発するような機会を作ってもらえればと思う。親には余り頼れない子供が現にい

る。これからどんどん子供が少なくなっていって、国の財産だから、国が子供を育てるの

だという視点をもう少し強く打ち出して、向こう何百年ぐらいのビジョンで取り組んでい
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くことも必要だと思う。 

（宮本座長） 

 様々な子供相談があるが、貧困や困窮といった視点に立った相談体制がほとんどない。

相談員にその姿勢がない限り、子供にとって頼りになる電話相談事業にならないところが

ある。 

 有効だと思うのは、よりそいホットラインという電話相談事業。これは子供の利用率が

低く、大体、10代の後半から60代までが対象で、電話相談で来る方が一番多いのが40代、

それから、30代と50代だと言われているが、そこでの相談内容がまさに困窮世帯の問題で

ある。年々、改革をして優れた体制を作りながら支援をしているが、その子供版が必要で

はないかと思う。 

（松村構成員） 

 何点かお願いしたい。 

 資料４資料５で、今までも御意見が出ているように、子供の貧困というものを考えたと

きに、どうしても乳幼児、胎児も含めて、そこからの施策をきちんと明確に位置付けてほ

しい。先ほどから様々な御意見が出ているように、子供の成長を考えたときに、連鎖云々

ではなくて、今の環境の中からどういう力を子供自身が持っていくかを考えると、乳幼児

からの支援が必要だと思っていて、とかく乳幼児となると、保育所や認定こども園だけを

思い浮かべがちであるが、実際、田舎のほうに行くと、保育園よりも公立の幼稚園で見て

いることもたくさんあるので、そういう意味では教育の連携を含めたものが必要かと思っ

ている。 

 今までもよく言われているように、保幼小の連携というか、小学校１年生の壁というか、

就学前から学校教育、義務教育への連携、これが今までの中で余り議論されている状態で

はないので、やはりそこの連携、情報のつなぎというものが必要なのかと考えている。 

 また、先ほどの義務教育の中で、山野構成員から説明があった、いわゆるスクリーニン

グのシステムで子供自身が声を出せるかというと、なかなか声を出せない子供たちもいる

のが事実かと思っており、私は児童虐待等も担当させていただいているが、そういう子供

たちを見ていると、やはり周りがいかに気が付いていくかという視点が必要であると思っ

ている。 

 そういう意味では、スクリーニングというものは改めて情報を把握するのではなくて、

今あるものを、学校現場で様々な形で関わっている大人たちという意味の多職種、それか

ら、特に貧困世帯の子供は放課後児童クラブに行くので、そういう意味で、今度は福祉分

野を含めた連携、例えばチーム会議など、そういうことをするのが学校のプラットフォー

ムにつながっていく一歩かと思っている。それが子供の視点の部分である。 

 もう一つは体制という観点で、京都府では、他の都道府県に比べて割と頑張って子供の

貧困対策に取り組んでいるところかと自負しているが、なかなか市町村がついてこられな

いのが現実としてある。 
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 それで、今の大綱の部分で、やはり市町村、いわゆる基礎自治体としているところかと

思うが、それぞれの役割を明確にしていただく必要があるかと思う。明確と言うとおかし

いにしても、ある程度、市町村を巻き込めるような形が必要だと思う。 

 先ほど来出ているひとり親対策、生活保護対策、生活困窮者対策など、いわゆる保護者

に対しての就労支援について、これは先ほども言ったように、福祉事務所がある市域は市

域で行うので、就労支援は子供の貧困対策につながっている。ついては、就労支援を行う

中で教育分野における支援と一体的に支援を行うことを認識していく必要があるのか。逆

に、教育分野における支援を福祉分野における支援にきちんとつなげていこうと思うと、

そういう意味で、基礎自治体の役割について大綱における明記が必要ではないかと思って

いる。 

 京都府は居場所をベースに補助事業を持っているところであるが、やはり支援のしやす

さという点では、市町村がどれだけ本気で取り組むかによって支援団体をどれだけ巻き込

んでいけるかが決まってくるところかと思う。市町村で１カ所、例えば居場所や子供食堂

があったらそれで満足というわけではないので、きめ細かな支援をしようと思うと、どう

しても市町村の記載は必要かと思う。 

（渡辺構成員） 

 私からは４つある。資料５の３ページの一番上に書いたが、まず１つ目が食の支援、経

済的な支援ということで、食についても非常に厳しい現状が様々な調査から分かってきて、

本当に食費を削っていたり、食べられていなかったり、食の質の点でも非常に貧しい中で、

それが将来の健康に影響していくと考えると、食の支援は非常に重要であると思う。 

 私たちは文京区と一緒にこども宅食ということで、文京区内のひとり親家庭とか児童扶

養手当を受けている方で御希望するところに食品を配っているのだが、例えば東京近郊で

一番喜ばれるのはお米である。このお米余りの時代でいかにお米を食べさせようといった

ことを片や政府がやっている中で、子供にお米を食べさせたくても食べられない家庭が非

常に多くあるのが分かってきた。お米を集めて配るのはとてもコストがかかるが、例えば

お米券を支給するなら、児童扶養手当の受給証と一緒にお米券を入れれば済むので、そん

なことを含め、政府全体として様々なリソースの中でできることがあるのではないかと思

う。周氏も、給付つき税額控除などを挙げていたが、どう把握して、どう支援をしていく

かという中で、今の子供たち、今の貧困家庭をどう支えていくかということが重要かと思

っている。 

 ２番目に、貧困にも多様性があるということで、先ほどから様々な議論があるように、

児童養護施設などに入って、現在も大変であるとか、保護者の方もメンタルヘルスが悪い

ということで、そういうところもやらなければいけない。また、今、何とか家庭は持って

いるのだけれども、子供が将来に夢や希望が持てないという状態で、教育無償化のような

施策は、自分たちはそこまで貧困ではないと思っている子供たちにとっては非常に明るい

ニュースなので、私たちの学習会に通っているような子供たちも、これで大学に行きやす
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くなるようなことを言うと非常に喜ぶし、私たちも高校生の支援などを10年ぐらいやって

きて、最初の頃はいかに高校を中退させないかとか、そういうことが課題であったが、最

近は大分、皆が上を目指すようになって、本当に国公立大学に入る子も出てきたりしてい

る。それを見ていると、また次の世代や税の再分配を考えると、様々な貧困層がいる中で

重層的な支援をやっていただけるといいのかなと思う。 

 ３つ目が、公教育の経済的負担の軽減ということで、学校内に優良な塾を入れるという

ことも少しずつ出てきていて、公立の中高に教育業者が例えば月に１万円の授業料を取っ

て塾をやるというときに、これはやはり学校現場で、行きたいけれども行けない子が絶対

的に出てくる中で、そこの問題をどうするのか。子供の貧困対策をやっていると、よくス

ティグマといったことも言われる中で、本当にこういう取組が広まってしまうと、勉強が

できないけれども、お金がないから、この１万円の塾にも行けないような子のやる気がど

んどん下がっていき、一生懸命やっていることが全く無になっていくような可能性がある

ということにも非常に不安を感じているし、それも含めて、日本の学校はお金がかかるの

で、先ほどの山野構成員のスクリーニングシートでも本当にそういったことが浮き出てく

るのだと思うが、経済的に大変なところで学校へ行きづらくなっている子がいる中で、そ

こをどうするか。 

 私はたまたま、イギリスの公立小学校に息子を１年間だけ通わせたことがあるが、ブレ

ア首相の頃だったから今は少し変わっているかもしれないが、１年間通って本当に学校か

ら一回も集金はなかった。副教材費とか遠足費とか、そういうことも含めて、やはり必要

なものはきちんと学校でバザーをするなり、寄附をもらうなり、様々なことをして費用を

集めるので、子供も家庭も学校に通わせるためにお金を用意しなければいけないという不

安感が全くない中で通えた。一方、日本では本当にランドセル問題から始まり、非常にお

金がかかる今の子育てをどう支援していくのかということがあると思う。 

 ４つ目が、保護者の関わり方で、例えば学習支援で子供の学習をしていると、その先に

いる保護者の方と連絡を取り合う中で、実は保護者の方にとっても、子供の相談相手にな

っていて安心するとか、メンタルケアのようなことができているのかなと思う。 

 何が言いたいかというと、例えば子供の学習支援ということで、先ほど宮本座長にも御

紹介いただいたように、学習支援事業は多様な主体が担うようになってきて、NPOが行って

いるところもあれば、教育産業が行っているところもある。どこが行っても良いとは思う

が、その中で何を大事にするのかというところで、せっかく作ってきた子供や保護者との

信頼関係がいわゆる価格競争でぷつんと切れてしまうのは残念。大手教育企業と違ってNPO

というものは体力がないので、自治体の委託を切られた団体が多くの職員を結局解雇せざ

るを得ないとか、そういう状況があり、例えば新しい委託先がだめだったら、次の年、も

う一回、同じ団体に戻そうとしても、その団体がまた職員を雇用できるかどうか分からな

いとか、様々なことを考えると非常に負担が大きい。自治体が委託で学習支援事業を行う

場合には、当該事業で大事なことは一体何で、どういう視点で事業者を選ぶのかといった
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ことを是非お考えいただきたい。 

 私たちも学習支援事業をやっていて、例えば中３のときに関わっていた子供が今、３年

経って高校３年生になっているが、進路のことで悩んでいるから相談したいと来たりする。

そういうつながりのようなところをどう維持していくのか、そこを今は本当に、各NPOの手

弁当で頑張っているところだが、そこをもう少しバックアップしていただけると、各地域

の中で子供や保護者を支える担い手というものができていくのではないかと思う。 

（末冨構成員） 

 教育分野の支援だけではなく、ひとり親の就業制度についての支援を知らない人もそも

そも多い。文部科学省の高校就学支援制度の検証のときに一番大きな問題の一つになった

のが、情報ギャップが非常にあるということ。これは教育分野に限ったことではない。 

 周氏の資料１の10ページで、そもそも支援のメニューを用意しても、それを知らないか

ら使わないのが大体半数いるということなので、大綱に明記するとすれば、情報のギャッ

プというものを丁寧に埋め合わせていく。文部科学省の場合には今、中３時に高校就学支

援制度の案内チラシを全員に配付していると思う。そういう御努力も頂いているので、例

えば、母子手帳取得時に、子供を育てるときにこれだけ支援があるのだと分かると良い。

私も子供を生んだときにたくさん情報があり過ぎて、困るのは困るのだけれども、それで

も例えば、今、自治体で一番進んでいるところはＬＩＮＥで相談できる。ここのＬＩＮＥ

に、何か困ったことがあったらつぶやいて、といったことだけでも構わないので、例えば

より多くの子供や保護者が捕捉できる母子手帳取得時あるいは中学校卒業時のようなタイ

ミングで少しでも情報ギャップを埋めていただける努力があると多分、全然効果が違って

くるだろうと思う。 

 また、言い忘れていたが、生活保護制度も就学援助制度も、利用できる全ての人には届

いていない。これは確か、先ほど山野構成員もおっしゃっていたが、長期的には、申請主

義ではなく、自治体が持っているデータからアプローチする必要がある。受給基準を満た

している世帯がそれを知らない。あるいは自治体側が財政難である場合にはわざと知らせ

ない。そういうことで支援ができず、将来が閉ざされていく子供、若者がいる事態だけは

避けたいので、申請主義ではなくて自治体が持っているデータの活用ということも含め、

少し記述いただけると、今、全部できることではないにしても、この成長期、この５年間

において、グッドプラクティスを育てていくこともできるかと考えている。 

（菅田構成員） 

 末冨構成員が先ほどおっしゃった見えない子供への支援には、私も大賛成である。宮本

座長もおっしゃったとおり、この見えない子供たちを発見して、関わりを持つことが非常

に難しいということであるが、これは何かやっていかないといけないと思っている。 

 ５年前の「“消えた”子どもたち」というNHKの番組にて、大阪府富田林市の虐待死事件

を契機に厚生労働省で全国調査をしたら、出生届は出されているが学校に通えていない、

居場所が分からない子供が全国で2,908人いたと放送されていた。その後、精力的に調査を
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して、次々に子供たちが発見されているのだが、今もきっとそういう子供たちがいると思

う。 

 それで、番組に出ていた中学生の男の子は、父親が借金をして、父親と一緒に車で車上

生活をしていて、中学校に通いたいと言ってもだめだと言われ、学校にも通えなかった。

最終的に、その子は措置されて児童養護施設に入るのだけれども、インタビューで、もっ

と早く見つけてほしかったと言っているのである。そんなこともあり、私はこの見えない

子供への、または若者への支援というものは非常に重要なことであると思って末冨構成員

の話を聞いていた。 

 また、指標について、現大綱では25あるが、物質的剥奪であるとか、座長がおっしゃっ

たメンタルヘルスの指標であるとか、そういうものも、この次回の会議で検討すると思う

が、やはり積極的に議論していきたい。 

（金子構成員） 

 今まで各構成員からお話があったことでもあるが、ライフステージを通じた切れ目のな

い支援の関係で若干話をさせていただく。 

 学齢期においては学校を中心とした支援が行われているし、また、いわゆる要保護児童

対策地域協議会での支援も実際にきちんと行われているが、学齢期、義務教育が終了した

後については、再三指摘があったとおり、支援や見守りが必要な子供について追跡ができ

ない状況にある。 

 また一方で、高校卒業後や児童相談所が関わっていた子供が対象から外れる時期の18歳

とか、あるいは未成年を対象とした施策が切れる時期、20歳ぐらいにこういった支援が切

れるタイミングで、どう次につないでいくかが非常に重要だと思っている。 

 そういうことから、いわゆる支援の受け皿の確保や、支援体制の構築など、個人情報保

護の観点も十分考慮した上で必要な支援につなげていく仕組みについてはきちんと整理を

する必要があると思っている。 

 また、中退、失業、ひきこもり、無業者の問題が最近大きくクローズアップされている

が、仮にこういった方々が貧困に起因することでそういった問題を抱えているのであれば、

やはりライフステージを通じた支援という観点からすると、早い時期に支援を開始して解

消すべきであろうと思う。貧困の連鎖を断ち切るためにも、この若者が自立して社会生活

を営んでいくということについては、社会全体で支えていくのだという再認識が必要であ

る。 

 一方で、現に福祉とか教育とか医療の関係で支援が届いていればいいが、何らかの事情

で挫折した子供とか、孤立している子供、あるいは相談しに行けない子供、そういった把

握できない子供たちを、どのように発見してアクセスしていくかというのが非常に大きな

課題である。 

 それを発見して必要な支援につなげていく仕組みづくりは非常に重要だと思うが、一方

で現実問題として、資源が限られているので、これをどう有効に活用してやっていくかに
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ついては、かなりクリアにしていかなければいけないと思う。 

 それから、役割分担の話があった。自治体においては、貧困対策大綱に基づいて各施策

事業については、地域の自主性に応じてきちんとやっていると思うが、やはり自治体の状

況によっては、自治体の規模や人員体制の問題、又は予算規模、財源の状況からすると、

やりたくてもやれない施策・事業はあるかもしれない。そういった財政基盤等の拡充ある

いは人員体制の整備について、是非国に支援をお願いしたい。 

 また一方で、各地域レベルで担当できない、広域に取り組んだほうが効率的、効果的な

事業はあると思う。それについては、都道府県の支援を頂きながら、関係機関等への調整

であるとか、様々な支援についても、是非ともお願いしたい。 

 いずれにしても、役割分担を明確にしても、やれなければ意味がないので、市町村がき

ちんと施策を遂行できるように支援いただければと思う。 

（宮本座長） 

 １つ、まだ御意見が出ていないと思うのが、エンパワーメントとかレジリエンスという

言葉があるが、貧困の状況など、どんなに厳しい状況や苦境にあっても何とか生きていこ

うという子供自身の力がどこから出てくるのかの検討は必要だと思う。もちろん、学習支

援とか、あるいは働くことを見せるとか、そういうものの効果はあるが、もう少し幅広く

できることはないだろうか。子供の貧困に対しても助成を出す団体に幾つか関わっていて

感じるが、ほとんどが学習支援、子供食堂で、あとは若干の経済的な支援があるが、そう

いうものに偏っていて、普通の子供であれば一番喜び、楽しみ、夢になるような、例えば

音楽、スポーツ、アート、その他の分野が民間の助成事業の中でもほとんど見られない。 

 例えば、韓国では、大きな企業がそういう子供たちのために本当に良い楽器を提供して、

更に一流の指導者をつけてオーケストラをやるという活動を行っていて、企業にその経験

を聞くと、家庭がどんなに厳しい状態でも、その音楽という１点においてこの子供たちは

生きていくことができると言っていた。そういう子供をエンパワーメントする積極的な方

策もこれからは何か考えていく必要があるのではないか。これは一つの流れができてくれ

ば、民間の企業等が助成することがあり得るテーマのように思う。 

 また、社会的養護を出た後の自立援助ホームを利用している若い人たちは、場所によっ

て異なるが、半分は社会的養護出身ではなく、家庭出身の子供である。社会的養護に入る

ほうがまだ守られる。厳しいのは社会的養護の中にいて守られることなく、家庭と言われ

るところにいながら非常に大変な思いをして、最後の段階で自立援助ホームにたどり着い

た人たち。この人たちはお金を全く持っていない上、親は頼りにならないどころか、親に

見つかったら大変だという例も少なくない。そういう意味でも、まだまだ潜在している、

様々な状況の人たちのことも大綱の中に入れる必要があるのではないかと思う。 

（海野構成員） 

 私たちは、企業から支援を受けて、全国400人に給付型の奨学金を出している。これは賢

い人だけが大学へ行けるのではなくて、音楽、スポーツ、その他の夢がある人たちを応援
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しようという奨学金である。今回、文部科学省にもお願いしたが、賢い人だけが世の中の

役に立っているわけではないので、給付型の奨学金も考えていただけないかと言ったら、

審査方法として、試験以外にレポートが追加された。それならまた夢が応援されるのかな

と希望を持っている。 

 

５．事務局報告 

（内閣府） 資料６ 

昨年度、内閣府で「子供の貧困に関する支援活動を行う団体に関する調査」を行った。

調査結果報告書は参考資料４のとおり。この場では結果の概要を報告させていただき、後

日、内閣府ホームページでも公表する。 

 子供の貧困対策に関する支援活動を行う団体517団体からアンケートへの回答があった。

ヒアリングも別途行っているが、アンケート結果のみ説明させていただく。 

 まず、主な活動内容について、回答いただいた中では、居場所づくり、食の支援、学習

支援が多くなっている。 

 事業費については、約半数が年間100万円未満で活動しているという零細な団体が多いこ

とが分かった。 

 また、地方公共団体、企業、他の市民活動団体との連携状況を聞いたところ、現在連携

している関係機関としてはNPO、ボランティア団体というところが多くなっているが、今後

連携したい関係機関としては地方公共団体や学校との連携を希望する団体が多く見られた。 

 最後に、活動に当たって現在抱えている課題としては、資金の不足を掲げる団体が一番

多く、また、スタッフやボランティアの不足も意見が多くあった。 

 団体種別ごとの分析など、詳しくは参考資料４を御覧いただきたい。 
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