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子供の貧困対策に関する有識者会議（第13回） 

議事要旨 

 

 

日 時：令和元年６月25日（火）16:00～18:55 

場 所：内閣府合同庁舎８号館623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、 

伊達 直利、水橋 誉、宮本 みち子、山野 則子、渡辺 由美子 

 

 【関係者（仮名、敬称略）】 

 木村 由美子、野島 純子、藤木 大星 

 

【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 

藤原 朋子  内閣官房内閣審議官（厚生労働省子ども家庭局併任） 

佐々木 淳也 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課課長補佐 

 

≪議 題≫ 

・子供の貧困の現状及び今後の子供の貧困対策について 

・子供の貧困に関する指標について 

・関係者等からのヒアリング 

・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 

 全国児童養護施設協議会制度政策部長の伊達構成員より挨拶があった。 

 

２．政府報告 資料１ 

（１）子供の貧困の現状及び今後の子供の貧困対策について 

（内閣府） 

 資料全体の概略を御説明させていただく。資料は子どもの貧困対策の推進に関する法律

第７条に基づく公表を行うために、子供の貧困に関する指標の動向と、平成29年度、30年

度の施策の実施状況について取りまとめたもの。 

 一番上のＡ４の１枚の資料は、後で詳しく説明するが、施策の実施状況のうち、新規あ

るいは拡充があった施策をピックアップして整理したもの。 

 Ａ３の１枚目の資料がいわゆる大綱に記載された指標の動向。この中で色づけされた数

字が、いわゆる25の指標で、教育の支援が緑色、生活の支援が黄色、保護者に対する就労

の支援が紫色、経済的支援が水色で色づけされている。施策も同様の色づけになっている。

色づけされていないものは参考の指標である。 

 ２ページ以降では、各施策について、実施状況を取りまとめた。ここからは、各府省か

ら施策の実施状況をかいつまんで説明させていただく。主に「30年度実施状況」を見てい

ただきたい。 

 まず、内閣府から20ページの施策の推進体制について説明させていただく。 

 「１．国における推進体制」では、皆様にこの会議に御参画いただいているとおり、大

綱の見直しに向けた議論を開始したことを記載している。 

 「２．地域における施策推進への支援」では、「地域子供の未来応援交付金」について、

30年度は初めて当初予算化を果たしたので、その旨を記載している。 

 「３．官公民の連携・協働プロジェクトの推進」では、「子供の未来応援基金」につい

て、30年度は71団体の支援を決定した旨を記載している。なお、寄付金の総額は、30年度

末時点で累計10億7,600万円となっている。 

（文部科学省） 

 資料１の１枚目。文部科学省の取組としては、一番上の「教育の支援」の１つ目の○。

幼児教育・保育及び高等教育の無償化を一気に加速ということで、こちらについては「子

ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」、それから、「大学等における就学の支援

に関する法律案」というものを198回国会に提出しており、今年の５月10日に可決成立して、

17日に公布がされた。 

 これにより、幼児教育については、今年の10月から、高等教育の無償化については、実

際の学生の支援開始というのは来年の４月からとなるが、円滑な新制度実施に向けて、準
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備を進めていきたい。 

 続いて、Ａ３の資料の２ページ。「１．教育の支援」に関する取組状況。まず(１)学校

をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の展開。学校教育による学力保障の一

環として、１つ目の行で、家庭環境などによる教育格差の解消に向けた教職員定数の加配

措置を実施している。平成30年度予算につきましては、前年度プラス50人で、250人の加配

措置を実施している。 

 次に、学校を窓口とした福祉関連機関等との連携の１つ目。スクールソーシャルワーカ

ーの活用事業、そして、その次のスクールカウンセラーの配置の充実を行っており、こう

いった方々の配置・拡充による教育相談体制の充実を図っている。 

 ３ページ。地域による学習支援については、上から２行目の「地域未来塾」の取組をや

っている。経済的な理由あるいは家庭の事情で、家庭での学習が困難な中学生、高校生を

対象に実施しており、平成30年度は、2,995カ所、全国約3,000カ所で実施された。 

 ５ページ。(３)就学支援の充実。教育費の負担の軽減施策で、先ほど幼児教育と高等教

育の無償化を申し上げたが、それに加えて、義務教育段階の就学支援の充実、それから、

高校段階における授業料支援の仕組みである、高等学校等就学支援金の支給、あるいは授

業料以外の教育費に充てるための高校生等奨学給付金の充実を、引き続き行っている。 

 さらに、資料には記載はないが、来年４月からは、年収590万円未満世帯を対象とした私

立高校の授業料の実質無償化も実現することにしている。 

（厚生労働省） 

 資料１の概要。厚生労働省の施策は多岐にわたるので、ここでは主要な項目だけ説明し

たい。 

 まず「教育の支援」の２つ目、「子どもの学習・生活支援事業」を強化とある。これは

生活困窮者自立支援の関係で、法律を改正し、今まで学習支援事業として実施してきたが、

学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善に関する助言、これも事業として取り組むと

いうことで、強化をしていくということ。 

 次の「生活の支援」。１つ目が虐待の関係で、「児童虐待防止対策の強化を図るための

児童福祉法等の一部を改正する法律案」を今国会に提出した。内容としては、体罰禁止の

法定化、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、一時保護等を行う「介入」の担当者

と「保護者支援」の担当者の分離、また、児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対

策との連携強化などを盛り込んだ。これは６月19日に可決成立、公布という流れになって

いる。 

 生活保護の関係で、「被保護者健康管理支援事業」を創設した。データに基づき生活習

慣病の発生予防や重症化予防を行うということで、保護を受けている方々の健康増進を行

うということ。 

 次、「保護者に対する就労支援」では、「高等職業訓練促進給付金事業」の拡充を行っ

た。これはもともとひとり親家庭の親が、よりスキルを身につけて、所得もより高くなる
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ような資格、就労できるような資格を取ることを支援する事業。これまでは一度准看護師

を取ってしまうとそこで終わりだったのだが、准看護師を取った後、引き続き正看護師資

格取得を目指し就学をされる方々の生活費を支援するということで、拡充している。 

 次に「経済的支援」では、ひとり親家庭へ支給する児童扶養手当について、２点、見直

しを行った。１つは、法律改正。昨年成立した法律だが、支払回数を今まで４月、８月、

12月の年３回であったものを、奇数月の年６回にし、今まで４カ月分をまとめて払ってい

たものを２カ月分に分けることで、より家計管理がしやすくなり、利便性を向上させると

いうことで、支払いの回数を見直した。 

 支給額についても、今、所得制限というものがあるが、全額支給ではなくなるラインが

あり、年収ベースで130万円を超えたら減額を始めるということだったのだがそれを160万

円に引き上げ、年収160万円までの方は、児童扶養手当を満額もらえるという扱いにした。

これも予算措置として実施している。ちなみに、130万円から160万円というのは、親１人、

子供１人の世帯の場合の水準。 

 次に、生活保護世帯の子供の進学支援。１つは、大学へ進学する生活保護世帯の子供に

対し、進学準備のための一時金（進学準備給付金）を支給する。また、大学就学中に住宅

扶助を減額しない措置を実施する。もう１つは、高校等の入学考査料の支給回数を原則２

回までに増加、やむを得ない理由がある場合には、必要最小限度の回数の給付を認めたと

いうことで改善を図っている。 

○質疑応答 

 特段の質疑はなく、公表について了承。 

 

（２）子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律について 資料２ 

（宮本座長） 

 今国会で子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が提出され、去る

６月12日に全会一致で可決成立し、６月19日に公布された。今般の改正の概要について、

事務局より説明をお願いする。 

（内閣府） 

 今、座長から紹介があったとおり、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正

する法律が成立した。もともと法律の中に５年後の見直し規定があったことから、議員立

法により改正案が提出されたものである。 

 主な改正内容について、概要に沿って説明させていただく。 

まず、目的・基本理念の充実が図られた。（１）①子供の「将来」だけでなく「現在」

に向けた対策であること、②貧困解消に向けて、児童の権利条約の精神にのっとり推進す

るということが目的として明示された。 

 また、基本理念として、（２）①子供の年齢等に応じて、その意見が尊重され、その最

善の利益が優先考慮され、健やかに育成されること、②各施策を子供の状況に応じ包括的
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かつ早期に講ずること、③貧困の背景にさまざまな社会的要因があることを踏まえること

が明記された。 

 次に、大綱の記載事項についての法律の規定が拡充された。１つ目として、大綱に記載

すべき指標として、「子どもの貧困率」と「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進

学率」に、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」

が追加された。検証評価等の施策の推進体制についても、大綱に記載することが明記され

た。 

 ２点目として、総理を会長とする子どもの貧困対策会議が大綱案を作成・変更する場合

に、関係者の意見反映のための措置を講ずる旨が規定された。この関係者の例示として、

貧困の状況にある子供やその保護者が挙げられている。 

 ３点目として、市町村による貧困対策計画の策定ということで、今までは都道府県に対

してのみ計画策定の努力義務があったが、今回の改正により、市町村に対する計画策定の

努力義務が新たに追加された。 

 ４点目として、具体的施策の趣旨の明確化等ということで、各施策について記載が充実

された。まず、教育支援については、教育の機会均等が図られるべき趣旨が書き込まれた。

生活支援については、子供への直接的な支援以外の支援、親への支援等も含む旨が強調さ

れた。就労支援については、就労後の職業生活も支援対象となることが書き込まれた。調

査研究については、指標に関する研究を行うことが追記された。 

 検討規定として、施行後５年を目途に見直す検討条項も規定された。 

（宮本座長） 

 改正法が全会一致で可決されたということで、現行の法律よりも様々な意味で大きく前

進したのではないかと思う。今後策定される新しい大綱については、今回の法改正の趣旨

を十分に踏まえていただきたい。 

 

３．宮腰内閣府特命担当大臣挨拶 

（宮腰内閣府特命担当大臣） 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただき感謝。衆議院の本会議が長引き到着が遅れれた

ことを、まずお詫び申し上げたい。 

 ６月12日、子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正が、全会一致で可決され、改正

子どもの貧困対策推進法成立ということになた。 

 改正に当たっては、子供の貧困対策をより一層推進していくため、超党派から成る子ど

もの貧困対策推進議員連盟を始め、各党、各会派において、精力的な議論が行われたと承

知している。詳細は事務方より説明したとおりだが、市町村に対する子供の貧困対策につ

いての計画策定の努力義務化など、これまでの有識者会議における御指摘とも関連が深い

内容となっている。 

 本日は、この後、子供の貧困に関する指標について御議論をいただくことになっている。
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国会審議においても、指標の改善・充実などについて、様々な御意見を頂いているが、貧

困の状況にある子供の実態をしっかりと把握することは非常に重要であり、構成員の皆様

から御提案、御意見を頂きたい。 

 また、会議の後半には、ひとり親の方々や児童養護施設に入所している高校生にもお越

しいただき、御意見を頂くことにしている。私自身は、所用により後半は出席できないの

が残念だが、こうした方々の声も幅広くお伺いしながら、大綱の策定に向けて検討を進め

てまいりたい。 

 これまでも活発な御議論を頂いているが、法改正や本日のヒアリング等も踏まえ、引き

続き、忌憚のない御議論をお願いしたい。 

 

４．次期大綱に盛り込む指標について 

（宮本座長） 

 当会議では、これまで構成員の皆様から、新たな大綱策定に向けた大きな方向性につい

て御意見を頂き、その後、外部有識者の方にもお越しいただき、幅広い分野についての方

向性や施策を中心に議論を進めてきた。 

 今回は、大綱において定めることとされている、子供の貧困に関する指標について、議

論を行いたい。 

（１）政府報告 資料３－１ 資料３－２ 資料３－３ 

（内閣府） 

 資料３－１。現大綱に記載されている25の指標。昨年12月の第９回会議に提出したとき

から変更があった数値については、赤字で記載している。基本的にはこれをベースに、ど

こを見直すか、追加すべきかを御議論いただくことになる。 

 資料３－２。これは平成28年度に内閣府で新たな指標の開発についての調査研究を行い、

方向性として一度まとめたもの。６ページの現行指標に追加すべき新たな指標の例として、

黒字が25の指標であるが、赤字の部分について、追加の提案をしたという経緯がある。参

考で、これらの指標のバックデータを、次のページ以降に付けている。 

 また、今回、指標の議論に当たり、あらかじめ構成員の皆様に御提出いただいた意見を

資料３－３にまとめている。これらをベースに御議論いただければと思う。 

 今回の見直しに当たっては、全国的な調査が継続して行われている公的統計により算出

されるもので、子供の貧困関連施策の実施状況、対策の効果等を検証評価することができ

ると認められる指標を前提として、御議論いただくようお願いしたい。 

（宮本座長） 

 指標については数も多く、様々な御意見があることが予想されたことから、これまでの

議論での御発言等も踏まえて、事前に構成員の皆様から御意見を頂いている。資料３－３

に意見を寄せた構成員から、必要に応じて簡単に御意見の内容を御紹介いただきたい。 

（新保構成員） 
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 資料３－３の５ページ。３点お話ししたい。 

 １つ目。この有識者会議においてとても重要な指標である相対的貧困率については、今

のところ「国民生活基礎調査」を用いて算定していた。その他に「全国消費実態調査」で

も相対的貧困率が算定可能な仕組みになっている。そのため、この２つの統計を活用する

ことが望ましいのではないかと考えている。 

 今まで大綱の指標としては、国民生活基礎調査のみを扱っており、この継続性はとても

大事なものだと思うので、継続性を尊重した上で、全国消費実態調査については、調査が

行われている時期がずれていたり、間隔がずれていたりするところがあるので、その両方

の調査の数値の変化に注目して、数値の移動の傾向を見ていくことがとても大事ではない

かと思う。 

 ２つ目。25の指標の中に、子供の就職率について、児童養護施設、生活保護世帯、ひと

り親世帯についての就職率が入っている。この指標を見るときに、進学率とバーターの関

係にある数値でもあるので、就職率が上がったら良いのか、下がったら良いのか、25の指

標の中に入っていることによって分かりにくくなるところがあるのではないかと感じた。

このため、案としては、指標からこれらを外してもいいのではないかと考える。ただし、

この結果、子供の就職に関する指標が無くなってしまう。子供の就職はとても大事なこと

でもあるので、その点については留意が必要。 

 ３つ目。25の指標、幾つか数を限定して数値の変化を見ることはとても大事なことだが、

これからの時代、若しくは子供の貧困対策というテーマについて検討する際には、個々別々

に行われている調査が多々ある。そして、人工知能（AI）や、多変量解析についての技術

がかなり進んできている。内閣府は、この手の大量のデータを扱うことが得意な官庁であ

ると認識している。今後、AIについて、我が国としても力を入れて進めていく必要がある

と思うので、AI技術を用いて、幅広く関連の調査解析を行うことを試みる、そういう時期

に来ているのではないか。 

 この会議に比較的近い会議体が内閣府において既に設置されており、例えば子ども・子

育て支援に関する会議、子供・若者育成支援推進に関する会議がある。それぞれの有識者

会議などの基礎データも総合的に活用して、相互のデータを生かして、それぞれの会議に

おける検討の際に活用していくことが、今後有効であり、活用すべきことなのではないか

と考える。 

（末冨構成員） 

 宮腰大臣、内閣府を始めとする関係官庁には、改正法の成立に際しては、多大な御尽力

を頂き感謝。 

 改正法の第14条に、大綱、特に指標について、子供の貧困に関する指標は研究等の施策

を講じていくと位置づけられたことも、大綱指標の作成に際しては非常に重要かと思う。 

 資料３－３の７ページ。まず、総論としては、相矛盾する２つの思いがある。１つは、

大綱指標は余り数を増やし過ぎると複雑性が増してしまうということであり、もう１つは、
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子供の貧困自体は多元的な指標で捉えていこうということ。OECDやUNICEF等で用いられて

いる基本方針でもあるので、今時改定に際しては、バランスの問題もあるが、多目の指標

になるという挑戦をしていくのも、改正法14条の趣旨を踏まえると重要だろうと思う。 

 また、相対的貧困率については、先ほど新保構成員から２つの統計の重要性は御指摘い

ただいたが、もう１つ、子供の貧困の連鎖を防ぐという観点から、現在では18歳までが対

象となっている相対的貧困率を、18歳から24歳までの若者期までを踏まえて追跡してはど

うかと思う。若者期に、きちんと就労への移行が行われていれば、この指標は悪くならな

いはずで、ある程度社会として貧困の連鎖が若者期において良くなっているということを

立証をする上でも大事なことではないかと考え、提案する。 

 ８ページ。現行の大綱指標から削除してもいいと思われる指標もある。１つは、現行の

日本学生支援機構の貸与奨学金の採用率で、毎回100％となっている。文部科学省や日本学

生支援機構の努力が実を結んでいるということだと思う。ただ、特に来年４月から本格化

する、給付型奨学金、授業料免除の制度の導入を考えると、既に第二種の貸与は十分に機

能しているということであれば、除いてもいいと思う。その代わり、特に厳しい世帯の若

者たちの進学を支える給付型奨学金について注目していくほうが良いのではないかと考え

る。 

 あわせて、就学援助制度、これは私自身も計量分析を行い、例えば、毎年度就学援助の

案内をする、入学時に案内をするだけではなく、幾つもの手段を組み合わせて案内をして

いる自治体のほうが、制度利用へのアクセスが高まるので、削除する代わりに、複数の手

段を組み合わせて就学援助の案内をしている自治体の数を示してはどうかということを提

案させていただく。 

 それから、先ほど新保構成員もおっしゃったが、就職率については、かなり悩ましいこ

とではあるが、私も教育学分野の専門家として懸念しているのが、どうしてもこれまでの

高校生の指導というのは、厳しい世帯の高校生については、就職バイアスがかかる。本当

は本人は専門学校に行って資格を取りたいとか、大学に行って学びたいことがあると思っ

ていても、高校の先生が就職したら、と、進学ではなくて就職の指導をしてしまいがちで

あるという現状もある。今回の法改正の趣旨は、子供・若者の夢や希望を大事に、という

ことであるはずなので、もちろん就職を希望する若者もいるが、若者たちが、現実に進学

したいのだが、高校の先生が言うからだとか、周りの大人が言うからということで進学を

断念することがないようにという思いを込めて、就職については少し慎重な判断をされて

はどうだろうかという提案をさせていただく。 

 ９ページ以降は、大綱に追加すべき指標。前回会議でも言ったとおり、再分配前後の子

供・若者の貧困率を追加していただけないか。特に、乳幼児期において再分配後の貧困率

のほうが高いという状況は前回指摘させていただいたと思うが、これが改善できれば、特

に小さくて支援が必要な段階の子供たちに十分に支援が行き届くようになったと言えるの

で、指標として追加していただきたい。 
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 24歳までの貧困率は、先ほど申し上げた、若者期まで捕捉するほうが、子供の貧困の連

鎖が防げているかどうかを追跡するために大事なのではないかということ。 

 こちらも前回の会議で指摘したが、この間の子供の貧困への各自治体の取組の中で分か

ってきたことは、衣食住のベーシックニーズすら満たされていない子供が一定数日本には

存在しているということ。これについても国立社会保障・人口問題研究所が行っている調

査で明らかになっているので、大綱指標に追加されてはどうか。 

 10ページ。現行指標の最大の問題点の１つが、乳幼児期と就学前段階に関しての指標が

不足していること。教育支援分野については、基本的には就学前教育の就園率、できれば、

現在はひとり親世帯のみの就園率というものが出ているが、特に、例えば所得階層別や生

活保護世帯等の世帯属性別に就園率を出すことが重要かと思われる。これについては、近

年、様々な実証も追加されているので、大綱指標として、幼児教育の無償化とあわせて、

それが本当に厳しい子供たちに届いているのかどうかを検証できるための指標を導入して

いただければと思う。 

 あわせて、教育について、現在は、高校中退率が指標になっているが、実数で出してい

ただきたい。これは既に文部科学省の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査で出ているが、中退率自体は全体で1.3％しかなくて、生活保護世帯では４％しかないが、

実数としては年４～５万人の高校生が中退している。１％と言われると低いように思うが、

４～５万人の中退者がいるという現実を捉えることが支援につながっていくので、こちら

も御検討いただければと思う。 

 11ページ。学習習熟度についても何度も申し上げているが、まず、全体の学習習熟度自

体は非常に大事である。ただ、これを子供の属性別に見ていくことが国際的なスタンダー

ドなので、最後に要望事項として述べさせていただく。 

 12ページ。就学援助指標については、既に現在の大綱の中でも周知状況について指標化

されているが、文部科学省で取り組んでいる、入学前の実施状況の調査を、是非指標に追

加していただきたい。特に切れ目のない支援という意味では、入学前に新入学の子供たち

のための就学援助が行われていることが極めて重要なことである。 

 また、先ほども申し上げたとおり、給付型奨学金については、利用者数を出していただ

きたい。これは採用率も考えたが、まだ制度の導入期に当たるということで、どの程度の

応募者数になるか、あるいはどの程度の適格者の応募があるかについて、見通しが分から

ないということなので、次期大綱においては、まず利用者数を示していただくことが、必

要な若者がアクセスできているかを検証するために大事ではないかと思う。なお、こちら

にはないが、できれば学年別、大学１年生あるいは専門学校２年生といった学年別で出し

ていただけると大変良いと思う。 

 13ページ。朝食欠食率については、既に内閣府の調査研究でも提言を頂いているので、

説明を割愛する。 

 保護者の相談相手に関する指標については、こちらも幾つか使える調査はあるが、特に
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厳しい保護者の社会的孤立を防ぐという意味では、厚生労働省の「生活と支え合いに関す

る調査」を利用されてはどうか。その調査では、世帯属性別、例えばひとり親だとか低所

得といった様々な厳しい方々の状況が分かる。 

 14ページ。保護者の就労指標について、今回の法改正において、就労の支援が、職業生

活の安定と向上に資するための支援に変わっている。この法改正の趣旨を踏まえる上でも、

特に正規職の保護者比率をひとり親について示していくことが、重要かと思う。可能であ

れば、より多くの世帯をカバーできる国勢調査の利用を要望したい。もちろん現行のひと

り親世帯等調査でも分かるが、全世帯の動向との比較が不可欠になると思う。 

 養育費の取決めについても、内閣府の調査研究でも御指摘いただいているとおり、重要

な指標だと思う。 

 最後に、指標に関する要望事項として、特に２つある。まず、乳幼児期指標がやはり少

ないということ。例えば乳幼児健診の未受診率は、実際に貧困対策に熱心な市区町村では

指標として使われている。国の指標として、次の大綱の改定、もしくは将来的に大綱に入

れていくことが、早期からの包括的な支援というものに対して不可欠であろうと思うので、

是非、この点での充実を期待したい。文部科学省関係では、未就園の動向も極めて重要か

と思う。 

 ２点目は、学習習熟度については、PISAテストを使うことが一般的だが、PISAテストは

15歳時点でのテストにすぎない。できれば小６段階から学習習熟度について測定をしてい

る全国学力・学習状況調査を用いて、保護者の状態やSES、社会経済的な指標を用いて、特

に生活困窮度が高い世帯とそうではない世帯のギャップを測るというやり方が、OECDなど

の先進国の中では一般的なので、現行の都道府県別平均正答率を使うやり方に加えて、全

国値で構わないので、厳しい世帯の子供たちが置き去りにされていないのかどうかという

ことに、この国の学力調査を使っていただきたい。 

（山野構成員） 

 資料３－３の17ページ。まず、現大綱の指標として、スクールソーシャルワーカーの配

置数のような施策に関する指標と、子供の実態を表す指標の２つがあるのではないかと思

う。 

 上から２つ目の実態を表す指標としては、生活保護の捕捉率。捕捉率はなかなか測れな

いが、例えば厚生労働省の生活保護基準未満の低所得世帯数の推計についての中で、国民

生活基礎調査で、低所得者の中で生活扶助プラス教育扶助という被保護世帯の割合が何％

あるかを出している。資産も考慮すると、平成19年に32.1％だったのが、平成28年は43.3％

と伸びている。捕捉率と言われると出せないかもしれないが、例えばこういった指標が出

せないのか。 

 実態という意味では、下から６つ目に、学校健診後の未受診率ということも挙げている。

これもこの会議で何度か紹介した、大阪の10万人の貧困調査で見えてきた具体的なことを

挙げているものだが、健診の未受診が高くなっている。この数値が取れないのかというこ
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と。 

 それから、親の健康という意味で、自治体における子供のいる成人の健診受診率といっ

たことも何か考えられないか。これも沖縄と大阪の例を挙げているが、貧困世帯の親ほど

健康状態が悪い傾向にあることが明確になっている。こういったことについて警鐘を鳴ら

す意味でも、指標として出せないか。 

 施策に関する指標としては、上から３つ目の、生活保護ケースワーカーの担当ケース数。

これを挙げたのは、生活保護のケースワーカーが担当しているケース数が非常に多くて、

高齢者世帯等に手が回って、子供のいる世帯になかなか丁寧に手が回っていないという実

態がある。そのため、例えば貧困対策の中で、子供のいる世帯に対しての対応件数を明確

化するなど、何かできないかということを含めた意見。 

 児童扶養手当や就学援助率を挙げたのは、大阪の調査で紹介したように、貧困ラインの

122万円以下であるのに、児童扶養手当や就学援助を受給していない世帯が14.8％あったと

いうところから挙げさせてもらった。これについては、数値の算出が難しいという意見も

頂いている。 

 スクールソーシャルワーカーの対応実績という点では、今までスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーの配置数が25の指標として設定されているが、派遣した実数

といった実績だけではなく、学校の校務分掌の中にきちんと位置づけられている数だとか、

何か実態として把握できるような実績値といったことを考えられないか。 

 子どもの医療費助成の問題。これも沖縄や大阪の調査から挙げているが、対象年齢と書

いたのは、地域によっては、対象年齢が就学前のみであるとか、小学校までであるという

限定があるという実態があるので、実態を表す指標というよりは、施策に関する指標にな

ると思う。その下の居場所の数も施策に関する指標になるが、小学校の数だけあるのかと

いう問題提起の意味で、あえて書かせていただいた。 

 たくさん挙げているが、算出が可能、不可能な数値もあるということも、全国統計の中

で実際に言われている。このような指標というイメージとしてお伝えしたい。 

（宮本座長） 

 挙げていただいた項目は多岐に及んでいるので、大綱の子供の貧困に関する指標として、

できるだけ多くを盛り込むのか、それとも、これだけは欠かせないものだけを厳選して取

り入れるのかという点と関わってくると思う。 

（内閣府） 

 事務局から補足させていただく。 

 今、３名の構成員から意見を頂いたが、その中に、現在、公的統計として継続的に把握

できていないものがあり、そうしたものについては、次期大綱に反映することは現実的に

困難なので、事務局としては、将来に向けた統計の在り方も含めた意見として受け止めさ

せていただきたい。 

 さらに、公的統計が存在するものに関する意見について、事務局としては、できるだけ
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構成員の意見を尊重したいと考えているが、今後の検証評価の有用性という観点から、今

一度、提案した構成員以外の構成員の意見も伺えると大変ありがたい。 

 特に事務局として懸念しているのは、子供全体や国民全体を対象としたデータは、子供

の貧困に関する指標として有効に機能するかという観点である。資料３－２の９ページに

ある、内閣府の調査研究でも示した朝食欠食率を例として挙げると、末冨構成員からも御

提案いただいた全国学力・学習状況調査の数値データの推移は全児童に占める朝食を食べ

ていない子供の割合であり、必ずしも経済的理由による欠食なのか分からないという性格

がある。また、全体の推移としては、平成26年以降、上がっており、経済が良くなってい

る中で欠食率が上がっている動向があり、これが貧困対策として今後検証していけるのか

どうかという観点もあるかと思う。 

 これ以外にも、子供全体を対象にしたデータは幾つかあると思うが、似たような観点か

ら御意見を頂けるとありがたい。 

（厚生労働省） 

 新保構成員、末冨構成員、山野構成員から多くの御指摘を頂いているので、大ぐくりで

厚生労働省の状況を説明する。 

 まず、新保構成員から、相対的貧困率について、国民生活基礎調査と全国消費実態調査

の両調査の指標を使うべきであるという御指摘があった。こちらについて、我々もどちら

か一方だけを重視するという考えには立っておらず、それぞれの数値の傾向を見ていくこ

とが重要かと考えている。 

 それから、新保構成員と末冨構成員の両構成員から共通だったと思うが、生活保護世帯

や児童養護施設、ひとり親家庭の子供の就職率を削除すべきという御意見を頂戴した。就

職の指標と進学の指標、双方を見ていくことも重要と考えていたが、構成員の方々の御意

見をよく伺いながら、検討していきたい。 

 新保構成員の御指摘に戻るが、AIの活用、これは様々な行政分野でこれから大きな課題

になっていくと考えている。ただ、AIを用いた分析をどのような形で活用することができ

るのか、行政のほうもまだ知見がないので、よく御指導いただきたいと考えている。 

 続いて、末冨構成員からはたくさんの御指摘を頂いたので、主なものについて申し上げ

たい。 

 まず、相対的貧困率の対象年齢の拡大の部分であるが、確かに機械的に数値を出すこと

はできるが、18歳から24歳となるとどうしてもサンプル数が少なくなってしまうので、こ

の辺の誤差をどう考えるのか留意する必要があるということと、細かい話になるが、同じ

世帯を追って調査して算出するものではないため、貧困の連鎖を断ち切れたかどうか直截

的に評価をすることには必ずしも直結しない点をどう考えるのかということは、検討の課

題だと思っている。 

 それから、再分配前後の指標についてどう考えるかということ、これは多くの有識者か

ら、以前から御指摘を頂くことの多い課題だが、どうしても高齢化の進展により、社会保
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険料の負担の増加という子供の貧困対策とは別の要素が絡まってしまうので、再分配前後

の子供の貧困率を貧困の大綱の中に入れ込むことについては、よくよく慎重に考えていく

必要があると思う。 

 また、衣食住のベーシックニーズについては、生活と支え合いに関する調査の特別集計

で算出することが可能であると考えているので、どのような指標で見ていくのかというこ

とについてなど、構成員の皆様の御意見を伺いながら、検討していきたい。 

 また、相談相手についても、同じく生活と支え合いに関する調査が活用できると考えて

いるので、よく御意見を伺いながら調整していきたい。 

 ひとり親の就労指標については、国勢調査を用いて、正規の職員の割合を指標に追加す

ることも検討すべきであるという御指摘があった。国勢調査は、平成22年以降はひとり親

世帯の就業率の算定が可能になっているということだと思うので、ひとり親世帯等調査の

結果の扱いと合わせて、どのような取扱いをしたらいいか、御指導いただきながら検討さ

せていただければと思う。養育費については、ひとり親世帯等調査の中で指標をとってい

るので、これを使うことは可能かと思っている。 

 なお、末冨構成員の最後のほうの御指摘の地域保健の関係は、早期の支援につなげると

いうことで、特にこの有識者会議でも、母子保健の重要性を以前から御指摘いただいてい

る。私どもも早期からの支援介入は非常に重要だと思っている。ただ、妊産婦健診につき

ましては、未受診率の分母について、統計上、把握していないということもあり、正確な

数字が出しにくいという問題がある。 

 また、乳幼児健診については、母子保健法上は、１歳６カ月健診と３歳児健診が市町村

の実施義務となっているが、そもそもこの健診の受診率がもともと95％以上と高いので、

これを指標に入れることでうまく推移が見られるのかということは、検討すべき点かと思

う。 

 山野構成員からも多くの御意見を頂戴した。まず、難しいと思っているのは、山野構成

員も難しいかもしれないとおっしゃっていたが、生活保護の捕捉率。捕捉率となると、生

活保護は御承知のとおり、申請があったときに保有する資産の状況や、親族の扶養の可否

等を見極めた上で判定をすることになるので、捕捉率そのものを正確に把握することがそ

もそも困難である。捕捉率とは別に、厚生労働省では、生活保護基準未満相当の低所得世

帯数の推計を行って、割合を算出しているが、国民生活基礎調査を使うか、全国消費実態

調査を使うかによって相当数字の開きがあるので、この数値も、厚生労働省の見解として

は、評価が難しいという課題があり、かなり難しいと思っている。 

 それ以外の生活保護のケースワーカーの担当ケースを見ていくということは、生活保護

行政として、しっかり福祉事務所で丁寧に生活保護の対応を行うという意味で非常に重要

な観点かと思う。一方で、子供の貧困の状況改善との関係で言うと、どの程度関係性が強

いのかどうかということがあるので、ここはよくよく検討させていただきたい。 

（厚生労働省） 
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 山野構成員の御指摘について補足する。成人の健診受診率について、健診の実施主体は

医療保険者が見たり、事業主が見たり、実際には様々であると承知している。山野構成員

は、非正規の方々は、事業主の労働安全衛生法の義務になるところが、常用ではないので

外れることが問題だという意識をお持ちだと思うが、現状は自治体単位で把握するという

仕組みがないので一つ課題だとは思うが、直ちに指標にするのは難しいと思っている。 

 それから、子供の医療費の助成制度の関係で御指摘いただいたが、自治体で任意で行っ

ていたものが発展しているのが現状であり、国庫負担の減額調整措置を行わない対象をど

うするかというのは、医療保険の審議会でも様々な議論があり、現在は未就学児までが対

象だと承知しているが、財政負担の問題といった難しい問題もあるので、指標として見る

のは難しいのではないかと考えている。御指摘は受け止めたい。 

（文部科学省） 

 まず、末冨構成員から、多くの指標の見直しについて、御指摘を受けている。特に異存

がないところも多くあり、また、将来的な指標開発との御示唆を頂いているもの、例えば

中退者数の実数を指標化できないかといった指摘については、今後関係課とも相談してま

いりたい。 

 ただ、少し問題があると思っているところを指摘させていただくと、資料３－３の８ペ

ージの中卒者と高卒者の進路未決定率。進路が未定であることが明らかな方というのは、

その中に例えば外国の学校へ入学した者や、あるいは家事に従事している者も含まれるの

で、なかなかそういったところが調査結果から判別できないというところも留意しないと

いけないと考えている。 

 また、10ページで、非卒業率の算出につきまして御指摘を頂いている。ただ、末冨構成

員に御提案いただいた、学校基本調査を基に算出する非卒業率の定義では、例えば全日制

の学校から特別支援学校の高等部、外国の学校、あるいは通信制課程へ転学した方も、非

卒業率に入らず、ドロップアウト扱いになってしまうところもあるので、そういったこと

についてどう考えるかということを詰めていかないといけないと考えている。 

 12ページ。給付型奨学金の学年別の利用者数について指標化できないかということだが、

各学年の奨学金の支給の継続の状況について出すことについては、今後は経済的要因では

なくて、成績や意欲といった学習面での状況が主要因となると考えられるので、これをも

って貧困の指標とすることは難しいと考えている。 

 14ページから15ページ。いわゆる学力テストを基に、貧困層と非貧困層のギャップ指数

という形で、指標としての開発ができないかという指摘があった。これについても、持ち

帰って関係課と相談するが、文部科学省としては、学力テストというのは、基本的に学力

全体を計っているものではないと考えており、そのごく一部を表しているものなので、指

標とすることができるかを考えなければいけない。 

 いずれにしても、頂いた御提案や御示唆は貴重なものであり、関係課とも相談し、また、

構成員の皆様とも調整させていただき、今後提示させていただきたい。 
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 また、山野構成員からも多くの御意見を頂いている。資料３－３の17ページの上から６

番目のクラスの児童数・生徒数、あるいは各学級の教員配置数といったものが指標として

作れないかという指摘だが、実際の今の少子化、過疎化の中で、特に地方においては、学

校の統廃合などの影響が、クラスの児童数などに大きく影響しており、こういったものの

影響が数値に表れることがある。 

 １学級当たりの教員数等については、義務標準法というもので、学級数等に対する教員

定数が法律で決まっているので、基本的に変動するものではないと考えており、指標化に

ついてはその点が懸念される。 

 また、その２つ下のSSW（スクールソーシャルワーカー）による対応実績については、山

野構成員の御指摘のとおりと考えており、特に異存はない。 

 中学校給食の実施率については、政令市であっても、中学校の給食を全くやっていない

という市もあり、貧困との関係が本当に表せるのか、その関係を整理しないといけないと

考えている。 

 また、就学援助率について、就学援助の実施主体は市町村であり、例えば市町村で、そ

の基準を緩和した結果、対象者が増えたといった場合に、それを支援が拡大したと捉える

のか、あるいは困窮家庭が増加したと捉えるのか、非常に難しい面がある。 

 学校健診後の未受診率についても、学校健診後において各家庭で受診に至らない理由に

は様々なものがあると思うので、貧困との関係の整理が必要ではないかと考えている。 

 ただ、いずれにしても、非常に貴重な御意見として伺い、今後構成員の皆様と調整させ

ていただき、また御提示させていただきたいと思っている。 

（宮腰内閣府特命担当大臣） 

 今回の議員提案による法改正について、若干説明をさせていただきたい。 

 特に市町村による貧困対策計画の策定に関して、努力義務を課すということになった。

既に都道府県、政令市については策定済みということであるが、これを全ての全国の市町

村に努力義務を課すということ。 

 しかし、新しい事務が追加されるということで、この法律に伴う決議の中に、市町村の

意思が十分尊重されなければならないということが、実は入れられている。 

 それと同時に、決議の最後の項目の中に、全国的に実態調査を実施することとも書かれ

ている。子供の貧困対策を考えるときには、市町村の本当の現場、実態を把握しておいで

になる、あるいは、この税の情報なり福祉関係の情報なりをしっかり持っておられるのは、

都道府県ではなくて市町村。市町村の協力なくして、それぞれの地域、現場で、子供の貧

困対策をスムーズに行うことは不可能だと思っており、市町村にやる気になっていただく

ことが大事である。 

 つまり、私は個々の指標のことについては述べないが、市町村にとってどういう意味が

あるのかということを考えながら、指標を作っていただく必要があるのではないか。例え

ば、指標によっては自治体単位で把握する仕組みがない。自治体単位で把握して、自治体
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にとって意味がある指標であれば、それを基に、例えば全国の状況と比較ができるので、

市町村が実態調査を実施するような場合に、市町村にとって意味のある調査ができるよう

にする。あるいは、この調査によって、それぞれの市町村でやる気を出していただくよう

な調査をすることが大事なのではないかと思っている。 

 今回、せっかく努力義務ということで法律に盛り込んでいただき、調査をかけるという

ことも盛り込んでいただいたので、今度、どの指標をということを決める際に、市町村に

とって意味のある指標の選択、そして、市町村にとってやる気が出てくる指標の選択を御

議論いただければ、今回の改正法の意味も出てくると思っている。そういう視点も踏まえ

て、是非御議論いただきたい。 

（宮本座長） 

 構成員からお出しいただいた詳細な指標の候補に関して、各関係省庁から非常に詳細に

検討したことについて説明があった。それを踏まえて、これから意見交換をしたいと思う

が、意見を出した３人の構成員から、今の説明等を踏まえて、何かあればまずお出しいた

だきたい。 

（末冨構成員）  

 厚生労働省の乳幼児健診の受診率については、私もある県の全市町村の乳幼児健診受診

率を見たことがあるが、意外と市町村格差が大きい。先ほど大臣もおっしゃったように、

市町村の取組のばらつきをなくしていくという意味では、指標としてあったほうが良いと

感じた。私は特に乳幼児期からのソーシャルワーキングに注目していて、特に厳しい世帯

ほど健診にも行く余裕がない。それは保護者の方がとても厳しい状況だからということも

ある。そういったアプローチを考えると、市町村指標になったときに、国として指標を出

していれば、比較することでこの自治体は乳幼児健診受診率が低いからもう少し頑張るべ

きだと考えることができる。自分たちの自治体の率が低かったことをきっかけに動き出し

た自治体も現実にあるので、もしよろしければ御検討いただければと思う。 

 朝食欠食率が指標として果たしてふさわしいかどうかについて、朝食欠食自体は栄養学

的に純粋に望ましくない状態であると医師も指摘している。生き物としての人間を考える

上で、乳幼児期や成長期に栄養が不足することのリスクは全く知られていないのではない

かという懸念を抱いたことがある。 

 あわせて、全国学力・学習状況調査を使うと、市町村に４月の状況が９月に返ってくる。

私も学校運営協議会委員を複数の学校で務めているので、毎年、学力指標だけではなくて、

生活指標も含めて、各市町村、各学校で、本当に真剣に検討していることを知っているが、

そういった意味で現場レベルでの対応に結び付きやすい。全国学力・学習状況調査のきめ

細かい調査という、おおむね３年に１回保護者に調査をすることがあるが、貧困世帯の子

供たちほど朝食を食べられていないことが分かっている。確かに現実の統計としては、文

部科学省では全体の数値しか出せない事情もよく分かっている。例えばオーダーメード集

計のような形で、全市町村に提供するまでの成熟度がこの国にあるかというと、私も疑問
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を感じるところはあるが、朝食を食べていない中に、貧困状況が厳しい世帯ほど高いとい

う数値が含まれているということは分かっているので、是非、学校や市区町村に返せる指

標として、朝食欠食率は重視していただきたい。 

 学力調査、奨学金、未決定率、非卒業率については、かなり厳しいことを申し上げたが、

本当に困難な状況の若者を捉えるための公的統計の在り方は、各省庁にまたがって一層の

洗練の余地があると思うので、将来的な課題としてお考えいただければと思う。 

（山野構成員） 

 １点目の生活保護の捕捉率というのは、言い改め、低所得者割合及び生活保護基準以下

の低所得者世帯に対する被保護者世帯の割合に変えたらどうかという意見。言葉は捕捉率

のまま修正できていないが、私の意見はそういう趣旨だった。 

 今、大臣がおっしゃったように、市町村が頑張らないといけない。例えば大阪では大阪

府が市町村を巻き込んで、貧困調査をどのようにやるのかモデルを示し、市町村でも同じ

調査を行ってきた。市町村にとって、自分たちの頑張りが見えるというのは非常に必要だ

と思うので、就学援助にしても、生活保護にしても、市町村ベースで数字が出せて成果が

見える指標を入れていくべきではないかと私も思う。 

 例えば、児童虐待対策のネットワークとして、要保護児童対策地域協議会の設置が努力

義務になって、2000年当初は約60％の設置率だったのが、あっという間に100％近くなり、

今、各市町村が非常に頑張って、虐待防止学会等で、自分たちはこういう対策をやってい

ると競い合っている状況である。その例を考えても、計画策定が努力義務になったことは

非常に意味があるし、その成果が見えるような指標を是非入れていただきたい。そういう

意味で、私は対応の成果が見える指標を御提案したつもりである。全国統計で算出できな

いという課題はあるかと思うが、今後検討していただけたらと思う。 

（厚生労働省） 

 山野構成員御指摘の、捕捉率ではなく、生活保護基準未満の低所得世帯数の推計を行っ

て、これに占める被保護世帯数の割合を我々は出しているが、そちらの数値を使えばいい

のではないかという御指摘だと思う。実はこちらの数値も、国民生活基礎調査を使うか、

全国消費実態調査を使うかで、相当開きが出てきてしまうので、この推計自体をどう評価

をするのかということが、厚生労働省の社会・援護局でも非常に難しいということを認識

している。よく担当部局にも持ち帰って、どのような課題があるのかを整理させていただ

いて、引き続き検討させていただきたいと思うが、難しい点があるということだけ申し上

げておきたい。 

 もう一点、末冨構成員から、乳幼児健診について、全体が95％と高くても、市町村によ

ってばらつきがある、そこをいかに底上げしていくかということは、本当に重要な観点だ

と思う。もともと大綱の25の指標の議論という前提で、マクロでオールジャパンのパーセ

ンテージが５年後にどれだけ上がったかということだけを見ようとするならば余り意味が

ないと思い、先ほどの発言をさせていただいたが、大臣がおっしゃったように、市町村で
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見たらどうなるかという観点から大綱の指標を考えるなら、検討することもあると、先ほ

ど先生からの御意見を伺い、感じ取った次第。引き続き調整をさせていただければと思う。 

（新保構成員） 

 私は先ほど大臣から御指摘いただいた、市町村が調査をすることを前提に指標を考える

というのは、今まで国全体の指標についてばかり考えていた節が、少なくとも私にはあり、

市町村が調査を行ったときに、例えば国や都道府県との比較ができることで、その自治体

の位置をはっきりさせて、どこを改善していったらいいのかが分かるような指標を採用す

るのは、とても意味があることで、私たちがやらなければいけないことだとつくづく感じ

た。その点は反省して、この会議の中で考えていきたいと思う。 

（金子構成員） 

 貧困対策の指標について、一言だけ意見をさせていただく。 

 指標の見直しについては、資料１にあるとおり、関連施策の実施状況とか、対策の効果

等の検証評価、あるいは必要に応じて対策の見直しもやるとなっていて、今、各構成員か

ら御意見があったとおり、多面的に見ていくと非常に重要な視点だろうと思う。 

 ただ、一方で、貧困対策に係る指標ということで、一つの観点として市民・住民目線で

貧困対策がどう進んでいるかといった点が、分かりやすく、すっと理解できるような指標

であったらいいと思う。 

 先ほど、朝食欠食の話があった。基本的には毎日食事をとって学校に行って勉強すると

いった習慣については、健全な育成というか、体の成長とか、生活習慣をきちんと身に付

けていく上で非常に重要なことであろうと思っている。こういったことから、国、自治体

を挙げて食育推進という形で進めているが、先ほど事務局から紹介があったとおり、統計

データ上は不思議なＵ字になっている状況になっている。 

 これについても、朝食を食べない理由として、時間がないとか食欲がないといった理由

が多いと聞いている。一部、貧困を理由に朝食を摂ることができない子供はおられると思

うが、傾向としてはそういった理由だと聞いている。 

 現在、各家庭の日常生活や就労形態は様々に多様化している。そういうことと先ほど言

った理由から、貧困対策の生活指標として、こういった指標を置くことが、住民の方々に、

すっと納得、理解いただける指標なのかということをあわせて考慮してはどうかと考える。 

 また、少し総論的な話になるが、今の社会経済は非常に大きく動いており、そういった

中で、各種統計データもトレンドが大きく動くだろう。そういった意味から、貧困対策の

成果指標をとるときには、まさに貧困対策をやったことの成果が反映される指標であるべ

きだと思っている。大臣がおっしゃったとおり、貧困対策の中心となるのはあくまでも基

礎的自治体である市町村だと思っている。各市町村は、限られた資源の中で、貧困対策と

銘打っていなくても関連対策事業として様々な施策を打っていて、最大限しっかり取組を

進めているところであるが、その取組がデータに直ちに反映されるかというと、そうでも

ない部分があると思っている。 
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 また、先ほど他の構成員から様々な御提案があったが、各数値が大きければ良い、小さ

ければ良いということが、貧困対策の成果指標という観点から見てふさわしいかどうかと

いうこともよく見た上で、指標を設定するべきだろうと思う。 

 現在、25の指標があるが、新たに追加するとすれば、当然、いわゆる自治体等が成果と

して見る視点も必要であるが、国民、住民の皆さんが、貧困対策がこんなに進んでいるの

だな、やってもらっているのだな、あるいはここは少し足りないなといったことが直接分

かるような指標であれば良いと思っている。 

（工藤構成員） 

 ２つ意見する。１つ目は、先ほど、子供の就職率については、それほど見なくてもいい

のではないか、整理してもいいのではないかという意見もあったが、私は、子供の就職に

ついては、どういう理由で就職して、本人が喜びを感じてきちんとやり通せるのか、ある

いは一時的な就職に終わってしまうのか、その就職の中身まできちんと突っ込んでいきた

いという感じがする。まだ若いのだから、よほどの芸術家とか芸能関係というのは別にし

て、一般的に、子供は自分の自己実現をさておいて、やむを得ず、親のことを考えながら

就職したかもしれない。そうすると、その子供のその後を支援するという対策もあってい

い。先ほど、入学前支援という話もあった。学び直し支援も国がやっていると思うが、再

出発支援でもいいが、今の世の中、できるだけ高等教育まで行ったほうが子々孫々繁栄し

ていくから、子供が就職したらそれでいいのだという考えはないと思うが、就職したから

もう見なくてもいいということではなくて、その中身をより追究していく姿勢は今後も持

つべきであろう。 

 ２つ目は、指標と関係がないかもしれないが、この会議で、子供の本当の相談を受ける

べきだとか、相談相手がいないという話が随分あった。様々なレベルで、子供から一体ど

んな相談があって、その中身はどうなのかといった、子供の生の声をつかんでいく努力を、

もしかしたら将来は指標にできるかもしれないので、申し上げておく 

（水橋構成員） 

 大綱の25の指標に関しては、進学した、就職したといった結果に関する指標が出ている

と思うが、専門学校もそうだと思うが、私があしなが育英会の活動を行っている中でも、

大学進学後に結局は経済的な理由で卒業することができなかった学生がいるという実態を

見てきた。この指標の中に、修学をしたのかどうかという指標も、統計としては出ている

と思うので、入れていただきたいと思っている。 

 指標に入れるときに難しいのは、自ら望んで大学を辞める学生もその中にいると思うの

で、どういった条件で、経済的な理由でその修学を諦めたのかどうかというところに配慮

する必要はあるかと思うが、学び切って社会に出ることができたという結論のところまで

指標に入っていると、子どもの貧困対策推進法が子供たちに届いたと言えるのではないか。 

（宮本座長） 

 高校中退までは25の指標に入っているが、今、水橋構成員は高等教育の段階での中退問
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題について意見された。 

（末冨構成員） 

 今の発言と関連して、先ほど文部科学省から学年別のデータはどうかという意見があっ

たが、学年ごとに利用者数の推移を見たほうが良いと思う。なぜかというと、大学におけ

る学生支援の在り方をステップアップさせていかないと、本当に厳しい状態の学生は、ブ

ラックアルバイトで長い時間働いて、良い成績を取っていくことが極めて厳しい状況があ

るから。私は現場の人間なので、確証を持って申し上げられる。 

 日本大学は、厳しい状況の学生に対して、独自の奨学金や、年度途中の家計急変に対し

ての授業料免除など、かなり充実している大学。 

 ただ、そのような大学や専門学校ばかりではないので、私学助成を受けている教育機関

には特に、教育の機会均等の充実のために、一層の学生支援をしていただきたい。学生が

安心して勉学に集中できて世の中に出ていくことを保障するために、学年別のデータは是

非出していただきたい。その点は、省内でも共有いただければと思う。 

（文部科学省） 

 御指摘を踏まえて、関係課とよく相談していきたい。 

（渡辺構成員） 

 金子構成員と似た意見になるが、追加の指標で学力に課題のある子供の割合でPISAが入

るというところについて、確かに教育格差はあるので、非常に良い指標かもしれないが、

これが入ることで過度に学校現場にプレッシャーが行くというか、学力調査が入ることで

学校現場で子供の学力調査の結果を上げるために様々な指導があるとか、そんな話も聞こ

えてくる中で、これがまた子供の貧困対策の指標にもなることで、学力が低い子がだめだ

から何とかしなければいけないとか、そういう子供が学校に行きづらくなるのは切ないな

と、現場をやっている中で思っている。例えば、非常に学力が低いレベルの子供たちは、

今の学校の先生１人で教えるという仕組みの中では余り成績が上がらないので、丁寧な補

習をする仕組みを入れていくとか、学童の中で補習をするとか、そういった施策をセット

にして提案できるならと思うが、その数値が独り歩きして、とにかく数値を減らしていこ

うと市町村が言ったときに、学校現場でとにかく何とかしないといけないとなってしまう

と、逆にその子供たちや保護者の方を辛くすることもあると思う。基礎学力を上げていく

ことは非常に重要なことで、、これはいわゆる落ちこぼれを減らしていくことになると思

うが、学校現場が、勉強ができない子がだめで、その子たちを何とか無理に上げるために

何かしなければという考え方にならないといいなと思う。 

（宮本座長） 

 様々な意見が出たが、まだ意見が出ていないのが年齢の問題で、末冨構成員から18歳か

ら24歳までの貧困率等を出すべきであるという御提案があったが、これについてはいかが

か。 

（工藤構成員） 
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 大いに賛成である。（平成25年頃に）子どもの貧困対策推進法を作る運動に携わってい

たときから、大学まで行きたいが、その前に遺族年金など様々な援助が打ち切りになると

行けないという高校生の声もあったので、国がもう少し高い年齢まで支援したほうがいい

のではないかと思うこともあった。そのため、子供の貧困対策においても、対象の子供の

年齢を24歳まで上げて、状況を見たほうがいいのではないか。昨今は、子供が社会に出る

までに結構時間がかかり、年齢上は大人かもしれないけれども、社会がもう少し面倒を見

てあげなければいけない時代になってきた気がするので、年齢も上げたほうがいいと思う。 

（宮本座長） 

 年齢に関しては、社会的養護を18歳で出た後、24歳までなのか、もっと上までなのか議

論が必要。その辺りの貧困問題は非常に深刻で、18歳未満までと24歳までで、地続きであ

る。今、国においても社会的養護を出た若者に対する支援施策が動いているところである

が、18歳で支援がぷつんと切れてしまうと、その後、その若者がどうなったのかというこ

とが分からない状態になる。 

（伊達構成員） 

 先ほど中卒の就職率の話があったが、基本的には児童養護施設から全員高校に進学すべ

きだと思うが、それがなかなかできない。こうした実態の裏には、子供が家から離れて新

しくお世話になる施設あるいは里親にうまく定着できないということがある。ということ

は、家から離れて、新しい環境の中できちんと定着をしていけるように支援をすることと、

進学とが相関関係にあると思う。例えば、高校中退の問題では、もしも中退をしてしまっ

た場合でもその施設にいられるような条件を作ってあげることによって、施設にいる間に

もう一度やり直しをするとか、他の道を切り開いていくことが可能だと思う。この構造的

な問題に関連した指標が、うまく入れられないかどうか御検討いただければと思う。 

（宮本座長） 

 年齢の件について、18歳まででいいのか、24歳くらいまで延ばしたほうがいいのか、こ

の点について、御発言いただきたい。 

（新保構成員） 

 24歳までのデータを知りたいという気持ちは持っている。その一方で、内閣府に設置さ

れた会議でも他に子供・若者支援推進に関する有識者会議があるので、会議間の仕事の分

担をどうするのかということと、データをどのように活用するのかということを総合的に

考えて対応いただければと思う。 

（宮本座長） 

 確かに同じ内閣府に子供・若者支援推進に関する有識者会議があって、そこはまさに24

歳までも対象としているので、その辺りは要検討ということにさせていただく。 

 

（宮腰内閣府特命担当大臣退室） 
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(休  憩) 

 

（宮本座長） 

 会議前半のまとめとして、本日の指標に関する議論は、私と事務局で、公的統計により

算出されるかどうか、施策の実施状況や対策の効果等を検証評価することができるかとい

う観点も踏まえて整理させていただき、次回の有識者会議で具体的な指標候補を示したい

と思っているので、御了解いただきたい。 

 

５．関係者からのヒアリング 

（宮本座長） 

 政府報告があったとおり、子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正により、大綱の

案を作成する際に、子供や保護者など関係者の意見を反映させる措置を講ずる旨が新たに

規定された。既に当会議においても水橋構成員から貴重な意見をいただいているところだ

が、更に関係者から意見を伺いたい。 

 本日は、ひとり親に当たる保護者の方２名と児童養護施設に入所されている高校生の方

１名にお越しいただいている。 

 なお、本会議は公開の会議となっていることから、関係者の３名については、仮名とさ

せていただいている。木村様（仮名）、野島様（仮名）、藤木様（仮名）の３名から、御

自身の状況、政府等に求める点について御意見を頂戴したいと思う。 

（（仮名）木村氏） 

 私は、２人の子供を育てているシングルマザーである。私自身もひとり親の家庭で育ち、

小中学校は不登校でほとんど学校には行かず、学歴は中卒である。若年妊娠、中絶、DVの

末、18歳で未婚のシングルマザーになった。今回、このような機会を頂いたので、私が経

験した仕事や、学歴で苦労したこと、行政窓口で感じたエピソードなどをお話しできれば

と思う。 

 まず、私が今まで経験した仕事についてだが、中学を卒業して、学校からは特に就職の

あっせんなどを受けなかったため、パン屋でのアルバイト、パチンコ店でホール業務のア

ルバイトをした。契約社員や派遣社員として携帯電話のショップの窓口業務の仕事をし、

その後、正社員として現在の事務職に就いた。 

 この会議でもテーマに上がっているとおり、中卒の学歴だと、ファストフード店のアル

バイトや、スーパーのレジといった短時間のアルバイトの求人はあると思うが、生活して

いくための収入を得られるフルタイムでの求人の多くは、高卒若しくはそれ以上の学歴が

必要と資格欄に書かれていることが多い。応募の段階で既に選択肢が限られてしまってい

る状況だと思う。 

 私が中学校を卒業してから20年以上が経っているが、中卒の学歴で仕事を探すのは、今

も昔も厳しいことに変わりはないように思う。17歳の頃、アルバイトを辞めて、なかなか
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次の仕事が見つからなかったときにハローワークに行ったが、そこでも高卒以上でないと

面接を受けられないところが目立った。ハローワークの職員に、私は中卒なので働けると

ころが見当たらないのだと相談したところ、資格欄に高卒と書いてあっても面接してもら

えるところもあるし、かけ合ってあげられるからどんどん持ってきてくださいと声をかけ

ていただいた。そういう声かけがあると、とても安心して仕事を探せて助かった。その後、

実際に資格欄に高卒以上と書いてあったところで面接を受けることができ、携帯ショップ

での契約社員としての採用が決まった。 

 今まで働いた会社の採用担当の方に、採用の決め手は何だったのか、なぜ私を採用して

くれたのか、反対意見があったらどのような反対意見があったのかをいつも聞いている。

採用の決め手としては、明るかったから、元気だったから、経験者だったから、シングル

マザーなので逆境に強いのではないかなどの意見を頂いて、反対意見としては、中卒だか

ら、子供がいるからの２点に尽きるようだった。 

 雇用形態については、アルバイト、契約社員、派遣会社と経験してきたが、正社員で働

くことはかなり難しく感じている。特に事務職への応募は、書類選考の時点で落とされて

しまうことが多く、中卒という学歴が影響していると思う。現在は正社員の仕事を10年近

く続けているので安定した職を得ているが、学校を卒業してしまうと、先生のような頼れ

る方もいないし、仕事を探すときにサポートをしてくれる方が少なくなってしまう。就職

について相談ができる機関がたくさんあり、また、それが使いやすいものであるととても

ありがたい。 

 次に、出産をすると市役所や保健センターに足を運ぶ機会が増えると思うが、そこで気

付いたことや困ったことについてお話ししたい。 

 18歳で出産を決め、保健センターに行ったとき、パパママ学級のような会への参加を勧

められた。出産や産後の育児について皆で学んでいくという会だったのだが、夫婦で参加

する方もたくさんいると聞き、当時の私はシングルマザーになることが決まっていたので、

とても参加しにくく感じてお断りした。個別の対応、若しくは同じような状況の方とお話

ししながら、出産やその後の生活、また、子育てについて学べる場があったら良かったと

思っている。 

 出産後、自宅に保健師の方が新生児訪問という形で来てくださったが、私は未婚で出産

をしているので、そのことを責められるのではないか、否定されてしまうのではないかと

不安になり、訪問の際何度か居留守を使ってしまった。そういった経験があるので、妊娠

中から保健センターなどとつながって、同じ保健師の方に関わっていけるシステムだと、

もう少し安心してお話しできたのかなと思う。 

 また、市役所などに問合せや相談をしに行きたくても、子供がいて、仕事もしているの

で、平日の午前９時から午後５時というのはなかなか時間を取るのは難しい。メールでの

問合せなどもしてみたが、レスポンスが非常に悪かったり、結局、電話が来てしまったり

と、話が進まないということが起こり、非常に利用しにくく感じている。チャットなどで
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問合せができたり、ホームページが見やすくなって、すぐに自分の欲しい情報にたどり着

けるとありがたいと思う。 

 最後に、困ったときには誰でも支援制度にアクセスできる社会になって、子供たちの未

来が明るいものになるよう願っている。 

（（仮名）野島氏） 

 私は、中学生、高校生の２人の子供と暮らしているひとり親である。３人での生活は10

年を超えている。15年以上、英語講師として中学や高校、塾などで働いてきたが、１年ほ

ど前に体調を崩し、今は働いていない。障害年金、手当、養育費、貯金を切り崩して生活

している。 

 障害年金は１年ほど前に申請したが、年金をもらうと児童扶養手当が支給停止になって

しまった。また、長女が中学を卒業したので、児童手当も該当しなくなり、今、生活は大

変苦しい。 

 子供たちには様々な人と触れ合う機会を持ってもらいたいと思い、いろいろ工夫してき

た。２人の子供の保育園が２カ所に分かれていた時期が長く、大変は大変だったが、地域

のお祭りなど様々な行事があり、スポーツクラブでも大変お世話になった。 

 ただ、今、振り返ると、私が仕事に追われていて、大事な時期にしてあげられなかった

ことがいろいろある。私の家庭では３人で御飯を食べるという習慣がほぼない。子供食堂

も大変ありがたい支援であるが、子供たちは人見知りして行きたがらなかった。また、家

事や電話の出方などもきちんと教えられなかったし、習い事をさせても親のフォローがな

いとなかなか続かないという経験もして、悔いが残っている。 

 幸い、子供たちは大きな病気やけがもせず育っている。自治体の行っている医療費の助

成は大変ありがたくて、もしそれがなかったら病気になっても多分我慢させてしまったの

ではないかと思うので、是非続けていってもらいたい。 

 現在の大きな悩みは、お金の問題。今年、長女が私立高校に入学した。ひとり親家庭な

のに贅沢だという意見もあるかと思うが、本人のやりたいスポーツを充実した環境で思い

きりやってほしいという思いでその学校を選んだ。本人は大変頑張っている。 

 しかし、生活は決して楽ではないので、奨学金や入学準備金に応募した。よく調べてみ

ると、自治体でもたくさんの支援を行っているし、民間の団体の支援が大変手厚くて、連

絡するとすぐ返事が来るし、具体的な情報を教えてくれるので、仮に思ったような結果が

来なくても、その気持ちがありがたくて希望が湧いた。 

 ふだんから情報のアンテナを張っておくことは非常に大事だが、自分に余裕がないとき

はそういう気力がなくなってしまった。また、当然のことながら、奨学金を申請するため

には非常に多くの書類を準備しなくてはいけなくて、体調が悪い状態でそれをやるのが非

常に大変だった。私よりもっと重い病気の人や障害を持っている人には大変厳しいと思う

ので、その辺はこれからの課題になるかと思う。 

 お金のことでもう一つ申し上げたいのは、養育費のこと。日本の養育費の制度はかなり
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問題があるように思う。私の場合は、離婚のときに和解条項として養育費の支払いを決め

た。しかし、現実には、期日にきちんと支払われたことはほとんどない。数カ月滞納した

後、弁護士を通して催促して、それでも払われず、「強制執行する」と言うと払うといっ

たことを離婚後ずっと繰り返している。罰則がないために７割以上が支払われていないと

いう話を聞いたこともある。本来は、離婚した後も当然子供を産んだ責任はあるし、養育

費を受け取るのは子供の権利だと思っている。今のままだと、結局、子供に一番しわ寄せ

が来ると思うので、これに関しては早急に対策が必要ではないかと思う。 

 最初にお話ししたように、今、体調を崩して仕事をしていないが、少しでも仕事をした

いという気持ちはある。知人に相談したり、派遣会社に登録したり、キャリアカウンセリ

ングを受けたり、社会福祉協議会の就労支援にも相談したが、無理がなくちょうどいい働

き方がなかなか見つからない。しっかりした後ろ盾がないと職場でも立場が弱く、適当に

扱われていると感じたこともある。今後の仕事のことを考えるとかなり不安。今年に入っ

て引越しをすることになったが、そのときは自治体の住宅探しのサービスに大変お世話に

なった。家探しもそうだが、保証人を決めるだけで大変なエネルギーを使った。 

 支援に関して全体的に思うのは、早目にケアすることでうまくいくのではないかという

こと。こちらに余裕や知識がなくて適切な支援を求められなかったということもあるが、

勇気を振り絞って相談しに行ったときに、そういうことはよくあるのだ、もっと大変な人

もいる、頑張れと何度も言われているうちに、相談するのが面倒になってしまった。最近

になって、ようやく相談すべき相手を見つけつつあるような気がする。 

 このような形で多くの方々と自分の経験を共有する日が来るとは夢にも思っていなかっ

たが、何かの役に立つなら大変励みになるし、この経験をプラスに転じて前に進んでいき

たい。 

（（仮名）藤木氏） 

 私は、生まれてからすぐに、３カ月くらいで、乳児院に入り、３歳になったときに現在

の児童養護施設に移動してきた。ここでの生活は、大変お世話になっていて、今、私は私

立高校に通っている。一昔前までは私立高校には児童養護施設の子は絶対に通えないとい

う認識だったのだが、今は通わせてもらっている。 

 私は高校に行っているが、児童養護施設には高校に行かないという人も多く、途中で施

設を出て、その後の生活が安定せずに非行に走ってしまうという子供もいたり、また、高

校に進学したはいいが、高校が合わなくてその後辞めてしまう子供も多い。その場合、ど

うしようもなくなってしまうが、施設は途中で出たから頼れないということで潰れていく

子も多い。 

 高校を出た後は、ほとんどの人が就職する。最近は大学に進学する人も増えてきて、３

分の１くらいは大学に行くが、大学に行くというのが難しくて、児童養護施設に来る子供

というのは、様々な理由から親のお金を頼れず、高校生のうちに大体の子供はアルバイト

をする。アルバイトをしながらだとどうしても勉強ができなくて、結局、大学に行くレベ



26 

 

ルの学力は身に付けられないので、就職するという人が多い。私も大学に行きたいと思っ

ているが、私も親は頼れないので、アルバイトを考えているが、希望している大学のレベ

ルを考えると少し厳しいかなという面もある。 

 私たちが一番欲しいのは、周りの子供と遜色のない生活である。今の子供は、中学生く

らいにスマートフォンを買ってもらえたりするが、児童養護施設にいるとそれは結構厳し

い状況で、高校生になってアルバイトをして初めて買える。結局アルバイトをしても、大

学などの将来の資金には回せずに、現在の交友関係や、携帯の維持費に全部消えてしまう。

今の状況ではどうしようもないこともある。昔に比べて本当に良くしてもらっているとは

思うし、こうやって言うのは少しおこがましいかと思うが、児童養護施設にいる身として

は、もう少し頑張ってほしいというのが現状。 

 大学についてもう少し話すと、今、高等教育無償化の流れがあると聞いてとても安心し

ているが、大学に入って、無事に就職したとしても、頼るべき親許がないので、果たして

その後どうなるかというのが心配。先ほど聞いた24歳までの支援が本当に実現するなら、

とても嬉しい。 

 児童養護施設の子供は、不登校だったり、いじめられたりというのが多いが、実はいじ

める側に立つこともあり、施設内でのコミュニケーションがうまくいかず、その憂さ晴ら

しで学校に当たるという子供もいるようだ。なので、もう少し施設内でのコミュニケーシ

ョンを円滑にして、なるべく不満が溜まらないようにしてほしい。 

 わがままを言っている自覚はあるし、私たちのために労力もお金も使ってもらうのは非

常に申し訳ないが、現状を改善していただけるようお願いしたい。 

 

○質疑応答 

（末冨構成員） 

 木村氏と野島氏にお教えいただきたい。野島氏は既におっしゃっていた面もあるが、特

にお二人とも子供がある程度大きくなっているということだが、小さい頃からある程度大

人になっていくまでを思い返したときに、ここは苦しかったとか、将来こういう支援があ

るといいといった、特に子育てに関して思われること、あるいは、学校について課題だと

感じたことがあれば、教えていただきたい。 

（（（仮名）木村氏） 

 私の長男は、今、専門学校に通っている。長男は小学校の高学年から中学校にかけて不

登校になったが、そのときの中学校の先生に、何としても高校には行けるようにと手厚く

サポートをしていただいたので、公立の高校に入ることができた。その高校が学び直しを

推進していて、不登校の子がたくさん通う学校だったため、サポート体制が良くて、今ま

で全然学校に行っていなかった子供もその学校に入ったら頑張って行けるようになったり、

先生がきちんと見守ってくださった。進学する子も、就職する子もいたが、卒業に向けて

頑張っていた。私は中学校で社会に出たが、15歳というのはまだまだ子供なのだと思った。
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学校に行けなくなった子でもまた盛り返して学校に行き、またそこから進学もできること

があるので、その子供たちに合った支援を継続していただければ、新しい未来につながる

のではないかと思う。先生のサポートがとても大きかったと思う。 

（（仮名）野島氏） 

 先ほどお話ししたことを一言で言うと、頑張って頑張って頑張ったが、結局、私は息切

れしてしまったということ。様々なところに相談したが、なかなか具体的な進展がなかっ

た。誰が悪いということではなく、全体として。耐えて耐えて息切れした。そうすると、

結局、しわ寄せが子供に行ってしまう。私自身が現在困っていて、どうしたらいいかわか

らないという感じ。 

（山野構成員） 

 野島氏に伺いたい。先ほど、早目にケアすることでうまくいくという話があり、医療費

の例を挙げたと思うが、早目に助けてもらって良かったという体験や、この早い段階でケ

アをされていたらこうならなかったのにと思う体験など、具体例がもし他にあれば教えて

もらいたい。 

（（仮名）野島氏） 

 １つは仕事のこと。結構前から相談に行っていたが、私が教員として働いていたのが良

かったのか悪かったのか、時給が高い、信用してもらえる、評価されるという意味では良

いが、このまま仕事を続けることが辛いので厳しいと思ったときに、相談しても、辞めて

しまうのはもったいないと言われたりして、結局、具体的な進展はなく無理をしてしまっ

た。仕事に関しては、今休むぐらいだったら、３年前に休めばもう少しどうにかなっただ

ろうという後悔がある。 

（新保構成員） 

 ２点、野島氏に教えていただきたい。 

１点目。先ほど障害年金と児童扶養手当のことについて話していただいた。児童扶養手

当をベースにして、障害をお持ちの母であれば加算があったらいいという意見か。それと

も、障害年金の全体との併給を認めるべきだという意見か。どちらかについて意見があれ

ば教えていただきたい。 

 ２点目。養育費について何らかの施策が必要ではないかという意見を頂いた。養育費は

これからも様々な課題で話題になってくると思うが、児童扶養手当と養育費を関連付けて

制度化することをお考えなのか、手当は別として、養育費の取決めについて、例えば、離

婚時には養育費の取決めをもう少し強制するような仕組みにするのか、執行をもっと強化

すべきなのか、また、面会交流をどう組み合わせて考えるのか、その一連のことについて

もう少し御意見を頂けたらありがたい。 

（（仮名）野島氏） 

 年金と児童扶養手当に関しては、私は、そもそもまさか自分が障害年金をもらうように

なるとは全然思ってもいなくて、窓口に行ったら、年金を受給すると児童扶養手当は多分
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だめになると言われて、びっくりした。自分としては、年金プラス手当かと勝手に思い込

んでいたので、かなりショックだった。金額的にこれでどうやってやっていけばいいのか

と。理想を言ったら切りがないが、どちらかではなく、両方ないと厳しい。 

 養育費については、私としては、手当との関連はともかくとして、養育費自体を制度と

して強化すべきだと思う。そもそもこれは法的に取り決めているので、なぜ支払わなくて

も何の罰則もないのかと。例えば、税金だったら払わないと何らかの催促がきちんと来る

ので、その辺の強化はきちんとすべきことなのではないかと思う。今のままでは私の例で

はほとんど取決めの意味がなく、ただ私だけが労力を使っていて、数カ月置きに思い出し

たくもない昔の訴訟のことを思い出すのは苦痛で仕方がないのだが、それでも養育費は必

要なので、システムとして払うことを義務化すればいいのではないかということが率直な

意見。 

 面会交流については、私は訴訟の前に調停をしていたが、相手が子供に会いたいと弁護

士を通して言ってきたので取り決めた。何度か実施した後すっぽかされるようになり、そ

れ以来何もないという状況。だから、二度とごめんだというのが私の率直な意見。子供た

ちは当時は泣いていた。私は面会交流に良い印象はない。 

（渡辺構成員） 

 藤木氏は、今、高校生ということで、高校を出た後、大学に行くか、どうするかという

進路の相談をどういう方にされているのか伺いたい。 

 私たちは、児童養護施設の子供ではないが、いわゆるひとり親家庭などの低所得家庭の

子供、高校生の支援などを行っている。中学生は皆高校に行くことが何となく目標になっ

ているからいいが、高校に入るとその先の進路がとても多様になる中、学校の先生に親身

に相談に乗ってもらえないこともあり、相談相手が非常に必要とされていると思っている。

そういった進路の相談などについて、こうしたほうがいい、または、今どうしているかと

いうことを伺いたい。 

（（仮名）藤木氏） 

 児童養護施設には担当職員がいるので、基本的にはその担当職員に話したり、１年に１

回の施設長との面談があるので、そのときに話したり、ふだんは友人に話すことが多い。

施設には子供たちの話を聞いてくれる人たちも来るが、私は人見知りなので、そういう方

には余り話せない。 

（宮本座長） 

 関係者の皆様から、大変貴重で参考になる御意見を頂いた。感謝申し上げる。 

 

６．次期大綱の方向性に関する議論 

（宮本座長） 

 法改正や関係者の方々からの意見も踏まえて、新たな大綱にどういった施策や考え方が

盛り込まれることが望ましいと考えるか、御意見を頂きたい。この会議では最終的に基本
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的な方向性についての意見を取りまとめる予定としていることから、この先、５年後を見

据えた方向性という観点も念頭に置いていただくようお願いする。 

 これまでの会議で頂いた意見については、事務局が資料４としてまとめている。こちら

も参考にして、更に深掘りすべき事項や資料に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、御発言を頂きたい。 

（末冨構成員） 

 この機会に、改めて全体について大事なことを申し上げたい。今の大綱で学校のプラッ

トフォーム化を大きく掲げていただき、文部科学省もチーム学校で取組を極めて重点的に

推進していただいていることには感謝。次期大綱においても、学校のプラットフォーム化、

文部科学省のチーム学校を合わせて、学校というのは、特に義務教育段階、高校教育段階

でも、100％に近い子供たちがフォローできる場なので、そうした場での問題発見と支援と

いったものを切れ目なくつなげていただくことを引き続きお願いしたい。 

 あわせて、先ほどから文部科学省の施策の説明でも出てきたように、幼児教育の無償化、

私立高校の無償化、大学等の無償化というのは、教育支援として大変意義があるものだと

思うので、こうした無償化の施策と併せての子供一人一人に寄り添っていく支援と、先ほ

どの藤木氏の御発言にもあったが、若者期まで寄り添っていく支援についても是非盛り込

んでいただければと思う。 

 また、文部科学省で外国につながる子供たちの教育支援について大変熱心にお取り組み

いただいているが、外国につながる子供たちこそ極めて厳しい生活状況を抱えている子供

が多いことは確かである。子供の貧困対策としても、我々は何となく国籍保有者を前提と

しているが、この社会で生きている全ての子供・若者たちへの支援という意味では、外国

につながる子供たちの生活の厳しさの検証とアプローチも含めて、一言で良いのでお書き

添えいただいて、何か取組を始めていただくようお願いしたい。 

 それから、衣食住にも事欠く子供たちへのサポートという点で、特に食育の支援は現在

の大綱から引き続いて進めていただくことが大事かと思う。子供食堂のアプローチも広が

っているが、近年、山野構成員が多くの例を御存じだが、学校内で展開される朝御飯の子

供食堂もかなり増えてきている。子供たち自身が食べられていることがとても大事なこと

なので、食のサポートという面についても、是非引き続いて支援をお願いできればと思う。 

（宮本座長） 

 外国につながる子供に関しては、当然含まれているという前提の下で、余り十分に議論

されていないというか、フォーカスをされていない感じがする。それは大変大事な指摘で

ある。 

（海野構成員） 

 児童養護施設については、が一度出たらなかなか戻れない仕組みになっているのが昔か

ら問題になっている。例えば、退所後に就職し、その後離職したような場合でも、相談機

関を児童相談所に置いて、金銭的に苦しい場合は児童養護施設等にまたいてもらって再就
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職までつなげる、安定就労するまでは面倒を見るという仕組みがないと、児童養護施設出

身の人にはとても難しい状況かと思う。 

（宮本座長） 

 今の御指摘は、児童養護施設の中に相談等の機能が必要ということか。 

（海野構成員） 

 はい。 

（宮本座長） 

 今、その後の自立援助ホームとか、ステップハウスとか、移行期を支援する民間の様々

な動きも出てきているが、これはやむを得ない形で出てきており、人もお金も足りないと

いう実態がある。 

（渡辺構成員） 

 ３点ある。まず、１つ目が、高等教育が無償化されることは、現場からすると非常に勇

気が出ることだと思う。子供たちのやる気も大分出てきていて、私たちの学習支援でも、

例えば、１浪していた男の子がいるが、兄弟が高校３年生だったので、家の状況を鑑みて

も、２人ともが大学進学するのは難しいのではないかと非常に不安を覚えて、勉強にもな

かなか身が入らなかったが、高等教育無償化の話を聞き、自分の家庭でもこれが使えると

なったときに、２人とも大学に行けるということで、今、勉強を頑張っている。高１、高

２の子供たちにも、様々な選択肢を選べるようになったから頑張ろうと声をかけている。

政府としては非常に大きな決断だったと思うが、実現していただけて嬉しい。 

 素晴らしいと思ったのは、現在の高校３年生だけではなくて、現在の大学１年生、大学

２年生も対象になること。本当に先ほどから18歳から24歳までの貧困というように、大学

や専門学校に入った後でも生活が非常に厳しい中で、これは非常に良いニュースで、私た

ちも、昨年、専門学校や大学に進んだ子供たちに、秋になったらこういう制度が始まるか

らきちんと確認するよう言っている。改めてお礼を申し上げる。 

 私たちの現場でも感じるが、高校生が、どういう進路を選びたいかと考えるときに、な

かなか自分だけでは決められないが、保護者も、自分が大学を出ていないとか、余りそう

いう知見がない。どうしたらいいのだろうかと、相談をする相手がよく求められていて、

私たちの支援でも、できるだけ高校生にリーチするようにしているので、勉強を教える前

に、まず、それぞれの子供の状況を見て、どういう夢があって、どうやってかなえていけ

るのか寄り添いながら支援をしていくことがとても重要。貧困家庭の高校生の支援や、ど

こにもつながりようがない、高校中退をしてしまった子供の支援といった高校生世代の支

援がこれからますます重要になってきて、それが充実することで、自立して生き生きと輝

く子供たちになっていくと思うので、そこは是非頑張っていただければと思う。 

 ２つ目が、内閣府は子供の貧困対策の啓発活動を行っており、それはとても良いことだ

と思う。ただ、そういった活動がまだ知られていないと日々感じており、既に日本社会の

中で分断が起こっているので、日々この問題と向き合っている人にはとても大きな問題で
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ある。私たちは日本の非常に重要な課題だと思っているが、例えば、企業にお勤めの方と

か、少しこの問題から遠い方にとっては、大変らしいといった印象で、我が国の重要な課

題だという認識が薄いので、引き続き子供の貧困対策の重要性をうたっていただくのはと

ても重要だと思っている。そういう中で、市町村の計画策定が努力義務化されたことはと

ても良いことだと思っている。先日、ある自治体に行ったときに、今度から努力義務化さ

れるということで、その自治体でも、今までは担当課でばらばらとやっていたが、少し考

えなければいけないといった会話をした。ある意味、とても良いきっかけになると思うの

で、努力義務とはいえ、市町村の中でしっかりと子供の貧困対策を進めていただくという

ことをウォッチしていくことは重要だと思っている。 

 ３つ目が、学習支援、生活支援事業ということで、いわゆる塾のように勉強を教えるだ

けではなくて、生活全般を支えるといったことが重要だということが入ったのは良いと思

っている。私たちも、今までは、例えば、週１回の学習会という形で授業をしていたが、

最近、特に効果があると思っているのは、居場所型学習支援と言って、平日は毎日開けて、

放課後は毎日来てもらって、そこで御飯も食べてもらって、その後で勉強を教えるという、

大きな家のようなもの。何が良いかというと、家庭状況が非常に大変な子供たちが、何と

かそこに来ることで学校に通い続けることができること。中学も行って、最初は勉強もで

きなかったが、高校にも入り、高校でも引き続きその子供たちを見ていると、中退しない

で、今度、無償化されるから、大学に行こうかとか、専門に行こうかと前向きに考えてい

るので、こういった居場所型学習支援は成果があるということを自治体の方とも話してい

る。、物件借上げから始めると非常に費用がかかるので、そういった居場所をなかなか増

やせないという課題があるが、本当はそういった居場所がもっと増えてくるといい。 

 特に今、虐待の問題もある中で、私たちは中学生とか高校生を主に見ているが、中学生

や高校生になると、私たちから見てもこれは大変だとか、これは児童相談所に相談したほ

うがいいのではないかという案件も、子供は絶対にやめてほしい、一時保護とか、ああい

うことはやりたくない、大丈夫だからと言う。そういう家庭の子供たちも、毎日こういう

居場所に来ていれば状況が分かるし、明日もきちんと学校に行くんだよと言って、次の日

も居場所に来て、良かったとなったりする。また、最近は、子供が児童相談所から家庭に

帰るときに、心配なのでこの居場所に来てもらっていいかという形でつないでこられるよ

うな子供もいる。児童相談所と家庭や、児童相談所と学校の間の格差がとても大きいが、

そこの間でワンクッションが入る場所があることで、学力の向上や自立につながるし、虐

待のような心配なことも、全部ではないが、カバーができるところがあると思うので、虐

待なのか、貧困なのかといった縦割りの中で考えるのではなくて、一つの枠の中で良い形

になっていくといいと思っている。 

（宮本座長） 

 虐待か貧困かなどと線引きはできない。この間もずっと意見があるように、非常に総合

的なものであるという視点を常に持たなければいけないということだと思う。 
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（国井構成員） 

 支援が届きにくい家庭への支援ということは今まで議論されているので、矢吹町の取組

が参考になるかどうか分からないが、紹介させていただく。 

 市町村の役割としては、住民に最も身近な基礎自治体ということで、できる限り主体的

に事業を担っていく必要がある。今後、貧困対策の各種支援を必要とする家庭に支援を確

実に届けるには、アウトリーチというところで充実が必要だという意見が出ているが、矢

吹町のように小規模な自治体では、なかなか人的にも財政的にも対応が困難なところがあ

る。このため、現在、ボランティア団体と連携した「ホームスタート」と呼ばれる家庭訪

問型との子育て支援を検討している。 

 ホームスタートについては、御存じの方もいるかと思うが、子供がいる家庭に、研修を

受けた地域の町民の方々、住民の方々が親の相談に乗ったり、一緒に家事や育児を行った

り、外出をするといったボランティアの仕組みである。矢吹町では、この制度を活用して、

子育てで手いっぱいで外出がなかなか難しい人や、頼れる人がいない家庭については精神

的なサポートが当然必要だと考えているが、このような様々なサポート、支援事業を御存

じでない方が数多くいらっしゃるという話も出ているので、様々な支援を紹介するような

サービスも当然行っていきたいと考えている。 

 これらの事業で、早目の支援につなげていきたいと考えている。こちらの財源について

は、現在、福島県では東日本大震災の被害者支援総合交付金という補助金を活用して実施

しているが、復興期間が終了すると、今後、補正などの財源が確保しにくい状況になるか

と思う。お願いになるが、国におかれては、そういう自治体だけではなかなか対応できな

い部分について、ボランティアと連携した事業を支援するような補助メニューの充実をし

ていただければ大変ありがたい。 

（宮本座長） 

 ボランティアには、町民の方が積極的に参加されているのか。 

（国井構成員） 

 まずは、そのボランティア団体を立ち上げるための、今年度から新たに始める事業で、

ボランティアを募って資格を取得してもらうことを今年度の目標にしている。 

（金子構成員） 

 先ほど来のお話を伺って、支援の在り方について、相談に行きたくてもなかなか時間が

ないとか、少し離れていて行けないとかといった形で、相談とか、助言とか、あるいは支

援を求めるに当たって、アクセス上、非常に大きな課題があるのではないかと改めて認識

した。支援が必要な方に対して、必要な支援が適切な時期に早期に届くように、取組を是

非とも進めていただきたい。 

 そういったことから、これは市民の方から見て、役割とか事業主体にかかわらず利用し

やすい窓口や、寄り添った事業展開、ニーズに沿った事業展開をきちんと図っていきたい

と思う。また、情報発信についても、双方向性のやりとりについて、ITなどを利用して、



33 

 

自宅にいながらにしても、必要な情報、役立つ支援情報が得られる仕組みを、きちんと構

築していかなければいけないと改めて思った。 

 自治体については、地域の実情も様々で、財政基盤や人的体制はかなり多様である。先

ほどお話ししたとおり、各自治体は、所与の資源の中で最大限工夫を凝らして事業をやっ

ているが、それでもなかなか行き届かない部分が実際にあるのではないかと思う。 

 自治体ごとにばらつきがあるのではないかという指摘もあった。例えば、市民の方が転

居した際に、前の自治体ではこういった事業をやっていた、何でこの自治体ではやらない

のかといった問合せもあると思うが、各自治体で様々な事情があるのだと思う。身近な自

治体がきちんと施策を推進していくにあたっては、これまで同様、国において、必要な財

源措置や体制整備の充実について引き続き御支援を頂きたい。 

（宮本座長） 

 寄り添う事業展開ということで、例えば、全国でやっている、よりそいホットラインと

いう24時間事業の電話相談事業がある。この対象になっている方々は、大半が困窮や、そ

の他様々な問題を抱えている方で、これは子供の貧困対策のみではなくて非常に広い範囲

を網羅しているが、この手の手法の有効性は明らか。そういう現在既に動いているものを、

もう一度、自治体ごとに子供の貧困対策という視点で結び付けられないかと思う。 

（末冨構成員） 

 以前の会議でも申し上げたが、改めて強調しておきたい。現在の大綱では、ひとり親世

帯、生活保護世帯、児童養護施設の子供の指標が中心になっていて、支援制度も当然それ

らに重点が置かれているが、子供の貧困について、自治体の調査を通じて分かってきてい

るのは、ふたり親であっても厳しいということ。昨日鳥取で学校の教職員向けの研修をし

てきたが、そこでも、祖父母がいても厳しいとおっしゃる方がいたので、多様な世帯を想

定した支援をお願いしたい。 

 もう一つ、法改正とあわせて、改正法の第１条にかなり大きな変更が加わっていて、目

的として、子供の貧困の解消に向けて貧困対策を推進するという文言が付け加わっている。

ということは、当然のことながら、この大綱においても子供の貧困の解消に向けた部分を

より意識していく必要がある。これは法律主義の原則上そうだが、そのために何をしたら

いいかというときに、できれば、市町村が取り組みやすい形で何かの改善目標を入れたほ

うがいいと考えている。 

 例えば、今、ひとり親に限らず多様な支援を、と申し上げたが、それと同時に、ひとり

親の貧困率は、データが指し示すとおり、先進国で最悪。だからこそ、多様な世帯を想定

するとともに、ひとり親の貧困率に対して適切なアプローチを行うように、自治体を追い

詰め過ぎない形で、現状から何をすればいいのかということをクリーンに示していただく

と、これから子供の貧困対策計画を新しく作っていく市町村も、自分の自治体で何をする

か検討しやすいと思う。 

 また、特に５年間の子供の貧困対策の現場を見ていて思うのは、支援人材の中には非常
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に大変な労働条件で働いている方が多いということ。スクールソーシャルワーカーや、学

習支援団体、生活支援団体の方といった支援に関わる方の待遇の改善、すなわち、働き続

けられて、子供たちや若者たちに寄り添い続けられる仕組みも何らかの形で是非大綱に盛

り込んでいただきたい。 

 あわせて、専門家としては、子供の貧困対策の指標について、特に相対的貧困率以外の

物質的剥奪指標の開発に向けた調査研究に、次期大綱で特に精力的に取り組むべきかと思

う。これが、全国的な調査の中で、どれだけ子供たちが実際に厳しい状態なのか、あるい

はその状態が改善したのかということを、一人一人の子供の生活ベースで測ることにもつ

ながる。 

（山野構成員） 

 資料４の５ページの（４）「子供の貧困」に対する社会の理解の促進で、例えば、先ほ

どの３人の関係者からも、しんどいと言えない、遜色のない生活という御発言が藤木氏か

らあった。自分はお金がないためにこれを手に入れることができないということが受け入

れられるような社会、そのことが言えるような社会、この間、高校の出前授業をしてそう

いった話をしたら、高校生の子の何人かが、これを言っていいんだ、初めて言ってもらっ

た、もっと早く言えば楽になったというコメントをアンケートの中で頂いた。この社会の

理解の促進という点で、例えば、お金がないことで、自転車を買えないことで遊びに行け

ないことを言える社会を作っていくという明確な目標やメッセージがあったほうがいいの

ではないかと思った。 

 それに関連して、一つ課題になっているのが人材育成である。先ほど自治体の構成員の

発言にもあったが、ボランティアの方や、子供食堂、学習支援などがたくさん立ち上がっ

て活発に動いているが、どこの自治体も人材育成が課題だと思う。この人材育成をどのよ

うに立ち上げていっているのかとか、どんなふうにやっていけるのかというプロセスの明

示化をそれぞれ意識していかないと、国民全員のものになっていかない。皆がそのことを

意識していけるような人材育成と、地域での支援のプロセスの明示化も、大綱のどこかに

明記できたらいいと思う。 

 もう一点は、私はずっと提案しているが、学校プラットフォームという本当の意味は、

イギリスのエクステンデッド・サービスのように、学校の中に就労サービスもあり、母子

教室もある、つまり、学校は全ての子供たちが行くところで、アクセスが簡単で、アウト

リーチもしやすい場所ということ。実現するのは10年後、20年後になるのか分からないが、

掲げていただきたい。全ての子供たちを対象にするという意見や、様々な支援に結びつけ

る、先ほどのチャットという意見も含め、本当に良い意見をたくさん言っていただいた。

アウトリーチとして、全戸訪問事業を、家庭教育でも全戸訪問の予算をとって、文部科学

省にて行っているし、先ほどのホームスタートもあり、どれでもいいのだが、そういった

アウトリーチに加えて、チャットなどを活用したものも明示化して並べるといいのではな

いかと思った。 
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 最後に、大学の無償化の話で、今日もJASSOの方と話していたが、この施策は素晴らしい

案で本当に感謝しているが、申請者がマイナンバーを提出しないといけないなどの手続き

上のことに課題があるので、せっかくの大学無償化の話も、本当に必要な人の一部にしか

活用されなかったという結果にならないように、施策とアウトリーチはセットにしたら良

いのではないかと思う。そのアウトリーチの方法は、今日頂いた幅広いものもあるのでは

ないかと思った。 

（宮本座長） 

 チャットに関しては、先ほど申し上げたよりそいホットラインも、若い世代に対しては、

電話よりもチャットのほうが非常に有効だということで、昨年から導入して、相当成果が

上がっていて、実態が非常によく分かると聞いている。アウトリーチの方法は非常に多様

であるべきで、特に若い世代が対象だとすると、その開発も必要だと思う。 

（水橋構成員） 

 支援が届いていないまたは届きにくい子供・家庭への支援というところに関して、支援

が進めば進むほど、支援が周知されていないという問題がどんどん表面化していくと感じ

ている。一学生としては、大学生になったことによって様々な可能性が生まれて、学びた

いこととか取り組みたい活動が生まれていく中で、果たして、今、自分がどういう経済状

況でどういう支援が受けられるのかということを、もちろん周知していくこともそうだが、

学生になった以上、自分自身のことは自分で考えなければいけないとも思っているので、

一律で皆がいる場所としては、学校の中だったりとか、自分の今の経済状況だったりとか

を確認するタイミングというか、皆に共通でそういう場所や時間が設けられれば、落ちつ

いて自分の経済状況について考えられるかと思う。 

 もう一つ、自分の過去の経験からすると、多様な体験活動の機会の提供というところが

資料１にも載っているが、私は高３まで野球をしていて、少年野球といった活動の中では、

親が送り出しやすいような環境を作るということはとても大切だと思っている。とても粒

感が小さくなってしまうが、親がどうしても自分や子供の生活を守る上で働かなければい

けないが、子供にスポーツ等を経験させたいというときに、お茶出しなどどこかにハード

ルがあるのが実態だと思うので、どこまで追いかけるかは難しいところだと思うが、多様

な体験活動ということに関しては、親が送り出しやすい環境や、活動にしていく応援が必

要かと思っている。 

（宮本座長） 

 親が送り出しやすい環境ということは、たとえ親がいなくとも社会的ないろいろな活動

に参加できるということか。 

（水橋構成員） 

 はい。 

（宮本座長） 

 本日皆様から頂いた御意見を踏まえて、新しい大綱の基本的な方向性に関する意見をま
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とめられるように進めていきたい。 

 

 

以  上 


