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子供の貧困対策に関する有識者会議（第14回） 

議事要旨 

 

 

日 時：令和元年７月29日（月）16:00～18:00 

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、国井 淳一、新保 幸男、末冨 芳、伊達 直利、 

松村 淳子、水橋 誉、宮本 みち子、山野 則子、渡辺 由美子 

 

【その他】 

 宮腰 光寛  内閣府特命担当大臣 

 

【事務局】 

嶋田 裕光  内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

藤原 朋子  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 

尾高 雅行  厚生労働省子ども家庭局母子保健課課長補佐 

 

≪議 題≫ 

子供の貧困対策の方向性について 
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≪議 事 要 旨≫ 

１．開会 

 冒頭、事務局側で新たに着任した嶋田内閣府政策統括官及び藤原内閣府大臣官房審議官

より挨拶があった。 

 

２．政府説明 資料１ 資料２ 

（宮本座長）  

 平成30年12月３日の第９回有識者会議より、５回にわたり、新たな子供の貧困対策に関

する大綱の基本的な方向性について議論してきた。これまでの議論を踏まえて、提言案と

してまとめた。提言案について事務局から説明をしていただく。 

（内閣府）  

 資料２の提言案は、宮本座長からも御紹介があったとおり、平成30年12月以降、５回に

わたって皆様から頂いた御意見を整理させていただいたもの。議論いただいていた過程で、

子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正もあり、その趣旨も加える形でまとめている。

時間の都合上、資料１の概要に沿って、提言の流れについて説明する。 

 まず、「１．基本的な方針」。 

 最初に、「（１）現大綱に基づく主な取組・進捗等」についての評価を記載した。現大

綱に基づいて、多くの指標で改善が見られたことや社会の理解が進んだことなどについて

評価する。一方で、まだ支援を必要とする子供やその家族が多く存在する。また、地域間

の取組格差が拡大してきたとの指摘もあることを踏まえて、これまで以上に効果的な取組

を進めていく必要がある、とまとめさせていただいた。 

 続いて、「（２）新大綱に向けた施策の方向性」ということで大きく３つの視点を提示

している。１点目が、親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援。

２点目として、地方公共団体による取組の充実。これは、地域の差がないようにというこ

とと、特に市町村において個別の子供の情報を活用したらどうかということを記載させて

いただいた。３点目として、支援が届かない、又は届きにくい子供・家族への支援。困窮

度が高いふたり親世帯等、多様な困窮層に留意した支援もここに含めている。 

 また、「（３）『子供の貧困』に対する社会の理解の促進」として多様な主体が主体的

に参画できる環境整備が必要ということを記載した。 

 「２．子供の貧困対策に関する取組の方向性」では、施策の各論について頂いた御意見

をまとめている。大綱の柱になっている施策の４本柱に沿って整理をした。 

 まず、「（１）教育の支援」では、スクールソーシャルワーカーを始めとした様々な方々

が、地域に開かれた学校プラットフォームという場を使って地域社会との多様な連携を生

み出していくこと、高校中退に関する御意見を多く頂いていたことから中退前後のサポー

トも可能にしていくこと、高等教育の修学支援新制度、今後始まる高等教育の無償化を確

実に実施すること等を記載している。 
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 ２ページ目、「（２）生活の安定に資するための支援」では、親の妊娠・出産期からの

支援、様々な事情を抱える子供たちが安心して過ごせる居場所を安定的に作っていくこと、

児童養護施設を退所した子供たちへの相談支援の体制整備についてなどを記載している。 

 就労支援については、改正法に沿って標題を「（３）保護者に対する職業生活の安定と

向上に資するための就労の支援」とした。就労支援に関し、単に職を得るだけでなく、所

得の増大に資するような就労支援、仕事と両立して安心して子供を育てられるような就労

環境が重要だということが強調されたと認識している。そのほか、家計の安定のために、

単発の就労支援のみではなく、様々な支援を組み合わせること、ひとり親のみならずふた

り親に対しても積極的な就労支援が必要だということ等を記載した。 

 「（４）経済的支援」については、児童扶養手当や児童手当等について、対象者の範囲

や金額が十分なものであるかも含めた検討が必要という御指摘があったこと、また、ひと

り親家庭について養育費の安定的な確保の支援を行うことなど、家庭の教育費負担を実質

的に減らす方策として、就学援助や給付型奨学金が全世帯に活用されるように周知を図る

こと、そして、金銭面だけでなく、様々な支援を組み合わせて効果を高めること等、頂い

た御指摘を記載している。 

 指標については、後ほど説明させていただく。 

 「（６）調査研究、施策の推進体制等」について、地方公共団体が実施する実態調査を

全国的に実施すること、特に企業に対して積極的な参画を促して社会全体で子供を応援し

ていくこと、また、子どもの貧困対策会議の下、この有識者会議において定期的に検証・

評価を行うことを記載している。 

 次のページに、貧困に関する指標案を提示させていただいた。樹形図の形にしているが、

一番右側の指標の黒字の部分が基本的な現行の指標で、赤字の部分が今回追加になってい

る指標である。 

前回、多くの御意見をいただいたが、宮本座長からも御説明があったとおり、公的統計

により算出されるか、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

いった観点を踏まえて整理させていただいた。樹形図に沿って見ていただくと、教育の支

援についても追加になった部分はあるが、特に生活の支援、保護者の就労支援、経済的支

援に関する指標の充実を図った。 

 現行指標からの改廃の内容をより詳細に示したものとして、参考資料１を用意した。参

考資料１では削除や変更について分かりやすく示しており、また、直近値や出典も含めて

記載したので、適宜御参照いただきたい。 

 

３．構成員報告 

（宮本座長） 

 次に、前回、関係者としてひとり親の方や児童養護施設にいる高校生にお越しいただい

て、貴重なお話を伺ったところ。お越しいただいた方々とは異なる状況にある方々の声と
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して、本日、工藤構成員、渡辺構成員から資料を提出いただいている。本日、工藤構成員

が御都合により御欠席のため、工藤構成員の提出資料については事務局から簡単に御説明

いただきたい。 

（内閣府） 参考資料２ 

 参考資料２は、今、お話があったとおり、工藤構成員から御提出いただいた、あしなが

育英会から奨学金を受給している高校２年生の方の声をまとめていただいたもの。概要を

簡単に御説明する。 

この方は、私立高校に通っており、両親、きょうだいの５人家族でお住まいになってい

る。３年ほど前に両親が無保険の車に追突され、それが原因で働けない状況であることが

記載されている。 

 ３段落目に記載があるが、３人全員が公立の学校で不登校になった経験があり、現在は

皆私立に通っている状況。当然生活は大変苦しいことが想像されるところ、両親はそれを

見せないようにしているものの何となく伝わっているという、切迫感が感じられる発言が

ある。 

 ６段落目、両親が学歴で苦労したことから、本人だけでなく妹と弟、それぞれが強くプ

レッシャーをかけられている、両親が働けなくなったことが原因で家庭の雰囲気がかなり

悪くなっている、という状況が記載されており、その厳しさもあり、きょうだい皆が瀬戸

際に追い詰められた状態という表現をされている。 

 ７段落目に、なかなか相談相手が少ないと記載されている。最後に、本人としては、今

のような状況をどうすればいいのか解決策は全く見えていないということが述べられてい

る。この辺りから、相談相手がいないということ、高校も恐らく把握できていないような

家庭の行き詰まり感等が理解いただけるかと思う。声を上げようにも子供本人が何を求め

ていけば良いか分からないという状況も伝わってくる。 

（宮本座長） 

 続いて、渡辺構成員から、ヒアリングの結果について、御説明いただきたい。 

（渡辺構成員） 参考資料３  

 私どもが新宿区でやっている、高校生や高校中退者を対象にしている学習支援施設に通

っていただいており、今、高卒認定資格試験の取得を目指して頑張っていらっしゃる生徒

さんの状況について紹介させていただく。 

 資料に記載のとおり、家庭の背景事情としては、母一人子一人の母子家庭で、お母様が

御病気をされてずっと働ける状態ではなく、お母様は家事全般もなかなかできない状況で

食事もつくれないため、小学生の頃から家事全般を自分でやっている。 

 最初は都立の定時制高校に入られたのだが、授業では映画を見せるだけで勉強にならな

いなど、いろいろと思うところがあり２年生の初めの頃に一度高校を中退して、私立の通

信制の高校に編入している。生活保護を受けているが、御本人が言う状況をそのままお伝

えすると、編入するときには通信制の高校でも学費は免除されると聞いていたので、そこ
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で勉強をしていた。ところが、どういう状況か分からないが、２年間一生懸命勉強をして

ほぼ卒業できるという段階になって、諸々の学費で70万円を払うようにという通告が急に

来て、50万円は学費ローンか何かで対応することができるけれども、20万円はどうしても

現金で払ってもらわないと困ると言われたとのこと。生活保護のケースワーカーにも相談

したが、このケースは難しいと言われ、お金の工面を頑張ってみたが、結局、お金を借り

られる人もおらず、高校を除籍になり、取得していたはずの単位がほぼ何もなくなってし

まった。そのため、高校１年のときに取得していた２単位だけはあるものの、それ以外の

単位を取得するため、現在私どもの学習会の施設に通っている。 

 本当にもう少し早く、除籍になる前に支援につながってくれれば、この20万円というも

のもどうにか工面のしようがあったかと思うが、つながったときには間に合わなかったと

いう状況。私どもの施設にはお母様が探してくれて、お問合せを頂いて通ってきている。 

 週２回通っていると書いてあるが、現在は、高卒認定の試験が８月で近いので、週６日

の開所日のうち、通える日は毎日来てよいということにしている。ただ、通うのに交通費

等々もかかるので、自分の生活保護費の中でやりくりをして通ってきている。 

 どんな支援があったら良いと思うか聞いてみたところ、１つは、場所の存在がとても大

きいと。下から５行目、「今の私にとって」とあるが、要は非常に孤立をし、高校中退を

して御病気のお母様と家にいる中で、様々な情報も入らなくなり、他に話をする人がほと

んどいないので、ここに来て勉強を教えてもらったり、ボランティアさんとかスタッフと

話をすることが非常に良いとのこと。また、ここには書いていないが、この生徒さんが来

ている場所では、炊飯器で御飯を炊いて、セカンドハーベストさんが作ってくださるおか

ずのようなものを出しており、それを皆で食べることにしていて、その点が良いと言って

いた。これは多分お金の問題もあるが、家で一人で御飯を食べたり、御病気のお母様と食

べる以外の食べる場所が欲しいのだろうなと思う。そういう意味で、こういう場所があっ

て本当にありがたいと言っていただけて、良かったと思っている。 

 今後に関しては、高等教育の無償化が始まり大学の学費が免除になる可能性が出てきた

ので、是非高卒認定で資格を取って大学に行きたいとのこと。それまでは大学に行きたい

気持ちもあるけれどもどうしようかなと思っていたが、学費が免除になるのであれば、大

分行きやすくなるので、大学進学を目指して頑張りたいと言っていた。 

 こうしたインタビューを通して思うのは、一つは、この子に限らず、高校中退する子の

家庭というのは、保護者の方が余り相談相手にならない。高校をどうしようかとか、勉強

ができなくて中退しそうだと親御さんに言ってもどうにもならなかったり、お金のことも、

なかなか家庭の中では解決策が出ない。保護者の方が情報収集したり支援を求めたりとい

うスキルが少ないのかなと思う。 

 有識者会議の中でも、中学生までは自治体の中で教育委員会等と連携をしても、高校に

入ってしまうとなかなか連携ができないと話が出ていたが、高校側から見ても、つなぐ場

所があれば何とかしたいのだけれども、現状ではそういう支援を行える場所がないので、
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子供が中退したといったときに、リファー先があるといいなと感じている。 

 今回紹介した学習支援施設は四ツ谷にあり、東京都の事業として今年度から本格的に行

っているもの。今までも３年ほど行っており、新宿山吹高校とはアウトリーチをするよう

な関係で、そのほか、スクールソーシャルワーカーの方が都立高校のリファーをしてくだ

さるシステムで、そういう支援はすごく良いのではないかと思っている。また、本日紹介

した子と同じように、高校を中退しても学びたい子が基本的に多い。同様に高校を２回中

退等してうちにつながってくる子も結構いることを踏まえると、中退したから働くという

就労支援の道だけではなく、学び直しの機会を作ってあげることが必要なのではないか。

この子も言っているように、無料で使えるところがすごく良いということで、交通費だけ

は自分で出していただいていが、本当にすごくお金がない状況にある子供にとっては、無

料で貧困家庭の高校生が安心して通える場所が必要。高校を中退してしまう家庭の背景に

は本当に様々な事情があるので、そこは自己責任ではなくて、それを支えることが重要で

ある。この子も、高校をやめる前に支援につながれれば、もう少し良い対応策があり得た

ことを考えると、今回の提言案にも入れていただいたが、高校中退を予防する事業をそこ

をしっかりとやっていくことはすごく重要だと思う。 

 

４．今後の子供の貧困対策の在り方に関する意見交換 

（宮本座長） 

 資料１と資料２を参照いただきながら、新たな大綱の基本的な方向性について取りまと

めるに当たっての御意見を頂きたい。その際、この先５年を見据えた方向性という観点も

念頭に置いていただきつつ、こうした点も記載したほうがよいのではないかと思われる事

項等についても、是非御発言いただければと思う。 

（末冨構成員）  

 資料２の案について、幾つか補足と、もう少し充実させてはということを申し上げたい。 

 まず、３ページ目の下から２つ目のポツ。「広域に取り組むほうが効率的又は効果的な

事業は」と書いてあるが、広域に取り組む場合には、かなり人口規模が少ない市町が集ま

っているところになるので、「地域の実情に応じ、広域に取り組むほうが」と表現してい

ただいたほうが現実に沿った表現になるかと思う。これは、私もこれまでの議論において

提言を申し上げた論点。 

 ５ページ、学校プラットフォーム化については、現在の大綱とともに極めて重要な政策

で、引き続き推進されることが重要と思うが、一つ気になるのが、本日の参考資料２、参

考資料３にもあったが、困難な家庭の子供ほど、不登校あるいは高校・大学中退等、安定

した修学がかなり難しいということが挙げられる。特に教育政策の専門家として申し上げ

たいのは、この会議でも何回も申し上げたとおり、今の学校現場は、特に小・中学校にお

いては、テストが非常に重視される傾向が強まっており、生活環境が不安定だと、そうい

ったテストでの学力を重視する指導の下では、学校はかなり居心地が悪い場所になってし
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まう。また、体験的活動の充実を文科省で進められてきたところ、様々な持ち物を家庭に

要求されたり、学校徴収金としてこういう活動のために支払ってくださいと言われたりす

るが、そうした要求が困窮家庭を排除する方向に作用することが、学校システムの限界と

して、常々教育学の研究者の世界で指摘されている。 

 今回の大綱では、学校もまた貧困の状況にある子供たちにとって居場所になるような、

「包摂」という言葉を用いてもいいと思うが、学校を包摂や居場所と言える場にしてはど

うかと申し上げたい。確かに文言として学習指導や指導体制と書いてはいただいているけ

れども、それだと、勉強ができるようにとか、あるいは不登校になったときに出席するよ

うにといった指導につながりかねないことを懸念している。学校自体が、この貧困の状況

にある子供たちも包摂したり、あるいは居場所になれるようにということで、現実にはそ

うした取組に非常に熱心に頑張っていただいている学校も多いと思うので、是非そうした

趣旨を書き加えていただきたい。 

 ７ページ、（大学等の進学支援）について、かなり心配しているのがこれまでも申し上

げてきたとおり、2021年度入学者から予定されている高大接続改革。大学に進学する前に、

それ以前の英語４技能試験において受験機会の格差が生じてしまえば、大学に入学するこ

と自体が難しくなっていくであろうということを深刻に懸念している。大綱に加えられる

かどうかは別として、困窮世帯への民間の英語試験の受験機会の保障に真剣に取り組まな

ければ、教育の機会均等は達成されない。 

 加えて、その下の（教育費負担の軽減）について、確かに就学援助や給付型奨学金を全

ての制度あるいは若者につなげていくことは重要だが、２つ、残された問題がある。先ほ

ど申し上げたように、学校にかかる保護者負担経費の削減自体を重視しなければ、いつま

で経っても恐らく困窮世帯にとっては重い負担が残ったままであるということ。もう一つ

は、就学援助の運用体制の自治体間格差がかなりあるということ。文科省はよく御存じだ

と思うが、例えば、PTAの経費やクラブ活動の費用、卒業アルバム代は文科省からは就学援

助費の中に含めるように通知いただいているにもかかわらず、現実にはそれらの費目を支

給していない自治体が相当数ある。新しく市区町村の子供の貧困対策計画の策定について

努力義務が法定され、多くの自治体にお取り組みいただけると思うが、そうした中で就学

援助の運用をより一層困窮世帯の実態に沿って改善していくことを書き加えていただくと、

適切な運用につながるのではないだろうかと思う。まずは教育の支援に関する意見とする。 

（山野構成員）  

 教育の支援に関しては、学力保障というものを、一面的な捉え方ではなく、広い意味で

書き込んでいただいたり捉えていただきたいと思う。例えば、大学の無償化についても、

自分で申請をする必要があり、意欲が必須になっている。しかし、貧困という問題が意欲

格差を生み、そもそも意欲を持てなくなっている。今日紹介いただいた例でもあったが、

もともと勉強ができていたものができなくなっていくということもあり、意欲を維持させ

ることは非常に大変な問題。貧困であることを家族だけが抱え込むのではなく、どこに行
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きたい、何を買ってほしいと子供が素直に言える、言えば誰かが助けてくれる社会といっ

た多様性が認められていなければ、貧困であると恥ずかしくて言えずサービスにもつなが

らず全て諦めないといけないような循環になっていくことへの対策をとることを、学校教

育の中で一言で言うと「学力保障」という言葉になるかもしれないが、そこを貧困対策と

して、より幅広く多様性や恥の文化の払拭に取り組んでいくのだということを入れていた

だきたい。 

 その中には、体制整備の問題もある。私は有識者会議の場でアメリカやイギリスでは子

供のクラスは20人で教員が１人というクラス数の問題も言及してきたが、そのような体制

整備、教員の増員がされるのか。しんどさを抱えた子供たちが支援につながっていくよう

な専門職を入れるということも含めて、体制整備は必須かと思う。先ほどお話しした学力

保障に体制整備も含めて是非入れていただきたい。 

 今の教育という観点では、これはどう書き込めるのか分からないが、一言で言うと多文

化について、外国籍という意味だけではなくて、貧困である子供とか、障害のある子供と

か、様々な子供が様々な選択肢を持って生きていけるのだということを、貧困対策として

も位置づけていく必要があるのではないか。教育の支援については以上。 

（松村構成員） 

 教育という観点からいったときに、スクールソーシャルワーカーは大変大きなポイント

かと思っている。数値目標に、配置されている小学校という記載はあるが、前から議論に

なっているとおり、配置されているだけではなくて、配置されている日数が大きな問題で

はないか。現状は配置されている一小学校で配置されている日数は週２日程度ということ

で、なかなかソーシャルワーカーとしての機能が十分に果たせていない状況もあると思う。

配置されているだけではなくて配置されている日数の充実についても是非記載をお願いし

たい。 

 また、資料２の６ページに（放課後児童クラブ）という記載がある。少し前の３ページ

では、「地方公共団体による取組の充実」で、特に市町村がある程度情報が知っていると

きにはきちんと連携をという記載もあるが、「教育の支援」の項では、幼児教育・保育と

いう観点と、学校の教育、スクールソーシャルワーカー、放課後児童クラブという、それ

ぞれの記載はあるものの、それらからの連携に関する記載がない。例えば学校現場と放課

後児童クラブの連携・情報共有が大変重要かと思っており、特にスクールソーシャルワー

カーに関しては６ページの上から３行目で「地域において支援に携わっている人材」とい

う形で書いているけれども、そこに是非放課後児童クラブの指導員との連携とか、そうい

う文言も入れていただき、放課後児童クラブとの連携を地域の福祉との連携という形でき

ちんと明確に書いていただくほうが、より進展していくと思う。 

（伊達構成員） 

 ６ページの（高校進学後の支援）について、子供の貧困に関する指標の図によれば上か

ら３番目、高等学校中退率、生活保護世帯、全世帯という項目に該当する内容になるのか
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と思うが、ここに、児童養護施設というよりも、社会的養護の中で高等学校中退率がどの

程度になっているのかということを是非押さえていただきたい。全世帯は大きな数だが、

その中で金銭給付によって生活保護世帯があって、その中で高校中退率がどういう割合に

なっているか。 

 私どもがやっている社会的養護は、家庭に対する金銭給付だけでは対応し切れず、その

子供個人が持っている問題も含めて、いわゆる親子分離をしながら現物給付という形で支

援をしていくので、金銭給付の生活保護と現物給付の社会的養護でどういう違いがあらわ

れてくるのかということを見ておくためにも、この２つの類型ではなくて、社会的養護と

いう観点を入れてもらいたい。 

（渡辺構成員） 

 教育の支援に（高校進学後の支援）等々も入れていただいて、学習支援・教育支援はと

どまることなくこれからもずっと進めていくという形にしていただいて、大変ありがたい

と思っている。 

 １点、気になっているのが、先ほど末冨構成員からもあったように、教育支援がどうし

ても学力向上と、いわゆる目先のテストやより良い偏差値を目標にしてしまうと、生活困

窮の子供たちの学習支援も、いわゆる点数を上げることが得意な担い手、教育産業のよう

なところが、点数を上げるための支援というところで入ってくる。そうすると、一番必要

な、本当になかなか学校になじめないお子さんとか、家庭の中で家庭教育ができないよう

な一番厳しい状況にある子供たちが、その学習支援、教育支援の中からも漏れてしまう。

そういうことがあってはいけない。 

 子供の人権の観点からも、誰一人取り残すことなく子供たちがしっかりと学習支援を受

けることが重要で、生活困窮の子供の支援でも、学習支援、生活支援と並列で入っている

ように、学力だけではなくてその子たちにしっかりと向き合ってやっていくのだという点

で丁寧な指導をしていくことが重要。私どもNPOの立場からすると、全国の学習支援の団体

が、様々なところで自分たちがせっかく子供や保護者と関係を築いてきたのに、自治体と

のプロポーザル方式の契約の中で、今度は子供たちと一緒にできないのではないかという

不安を抱えながら、保護者や子供の方ともすごく心配をしながら授業をしていくというこ

とがずっと続いていくのはいかがなものかなと思っている。その支援や事業は何のための

ものなのか、誰のためのものなのかという観点で事業者が選ばれていくということが明確

になると良い。 

（末冨構成員）  

教育の支援に関し、恐らく、学校プラットフォームと８ページの居場所づくり、それか

ら、７ページの学習支援と居場所づくりに関する支援の共通の前提として、恐らく「（１）

教育の支援」の総論として書き加えておくべきであろうことについて、貧困状況の子供た

ちは、学力以前の問題を抱えていることが非常に多い。そもそも衣食住のベーシックニー

ズが極めて不安定な状態にあり、高校生になればアルバイトを余儀なくされて、保護者の
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かわりに家事をし、将来の展望が描けない。そうした中で、保護者や学校の教師を含め、

信頼できる大人がなかなか周りに見つからず、学力以前に意欲や信頼できる大人とのつな

がりといったものを奪われている。このこと自体が、まず、教育部分で改善されるべきこ

とだと思われる。 

 したがって、繰り返しになるが、大事なことなので申し上げると、学力以前に、意欲や

信頼できる大人とのつながりが十分に育てば、継続して学びに向かっていくということ。

渡辺構成員も多分何回か出会われていると思うが、根っこを育てないと、幾らテストの点

数や見かけの進学実績等を強調したところで、その子供や若者がずっと大人になるまで、

様々な人に適切に相談しながら育っていく、自立していくということにはつながらない。

まず、根っこを育てるということを大事にしていただきたいということで、例えば、意欲

や信頼できる大人とのつながりを含めて、学力の基盤になるような支援を書いていただき

たい。 

 現実には、市区町村の学力向上に取り組んだグッドプラクティスを見ていても、テスト

スコアではなく、子供たちがまずは生活基盤をしっかり安定できて、学校やソーシャルワ

ーカーのカウンセラー、あるいは学童や放課後児童クラブの大人を含めて、信頼できる大

人とつながって、自分がこういう悩みを抱えているのだと発信できるようになるとどんど

んその子の状況が変わっていく、ということはたくさん発信されている。そういう点を少

し書き加えていただけると、より適切な支援に結びつくと思う。 

（山野構成員） 

 支援をしている人だけが関連するのではなくて、例えば、先ほどのお話から、生活保護

のケースワーカーや支援者等、今、皆が共通して指摘されているところが質の向上にもな

る。当事者に寄り添いながらどんな観点でアプローチをしていくかという支援側の質の問

題もどう入れていくのかと思ってはいたが、そうではなく、貧困とは全然関係がないだろ

うと思っているところに暮らしている人たち、日本国民の全員が関連するのだと。自分の

今の取組が、この子供たちの発見になったり、つないでいく。悪気があってつながってい

ないわけではなく、きっと意識が足りなくてつながっていかないという現実がたくさんあ

ると思う。 

 多様な視点や教育的な観点で何を大事にして子供と接していくのかということについて

も、特別な対策・施策という視点だけではなくて、全ての人たちへのメッセージという点

も強化できないか。 

（宮本座長） 

 今の山野構成員の御発言については、私自身もこの提言にはポイントを絞った何かをぽ

んと打ち上げるという視点が必要ではないかと感じていたところ。今のお話を私自身はこ

ういうふうに考えたのだが、子供の養育や教育の全責任は親にあるという考え方が今の子

供の貧困対策を進める上では非常に大きな障害になっていると思う。これは規範や風潮で

あり、それを反映した制度になっていることを踏まえると、この大綱づくりに関して、親
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に全ての責任があるのだという考え方を払拭して、子供に関しては社会が一丸となって育

てるという自覚をいかにして高めていくか。こういう視点がないと、なかなかこの問題は

浸透していかない。 

 そのため、今、山野構成員が２ページのどこかに大きく入れる必要があると言われたそ

のあたりに、何か大きなスローガンを入れたらいかがかと思っている次第。 

（末冨構成員） 

 その点に関連し、改正された子どもの貧困対策の推進に関する法律の中でも、改正法第

２条第３項に、子供の貧困対策は子供の貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏

まえ推進されなければならないと規定された。これは私自身も強く感じるところだが、貧

困自己責任論というものが間違っているのだという思いがこの条文に込められているのだ

ろうと考えている。 

 メッセージとして打ち出すときに、子供の貧困は社会で解決していくのだという強いメ

ッセージ、あるいは自己責任ではないという明確なメッセージを発していかないと、学校

の教員ですら、例えば、保護者が病気だということを分かっていても、忘れ物が多いとか、

未納であることをだらしないと決めつけてしまう傾向がある。そのことが原因で子供たち

が学校から排除されていく、居心地が悪い場所になっていくこともあるので、是非貧困自

己責任論ではない、子供の貧困は社会的に解決していかなければならないものである、と

いうメッセージを打ち出していただけると、改正法の趣旨にも十分に沿ったものになるの

ではないかと考える。 

（宮本座長）  

 今の御発言を聞いて、先日、ある県の教育基本計画を立てる会合に出たときに非常に強

く感じたことだが、子供の貧困に対する世間一般の理解は高まっているとは言えない状況

と見たほうがいいのではないかという感じがした。特に子供に関係する仕事をしている人、

つまり、行政、学校、保健、医療等の専門機関において仕事をしている人の間で十分な認

識に達しているとは言えないということが、ゆゆしい問題だと思う。 

 ここの意識が変わらない限り動けないわけで、今、末冨構成員が具体的に例を引かれた

が、私も、いつも思い出し、話をするのは、目の前にいる子供が毎日同じ汚れた洋服を着

てくるときに、学校の先生たちの多くはどう感じるかというと、この子のお母さんは何て

だらしがないのだろうと思うということ。その子の背後にある状況に対して思いが至らな

い。こういう状況の中では、学校教育現場での子供の貧困対策は一向に進まないのだが、

先日、私が参加した教育委員会主催の委員会の雰囲気を見ると、一般の委員よりも教育委

員会関係者の認識が高まっていないと感じた。これは、もちろん自治体によって大きな差

があると思うが、認識が高まっていないということを前提に置いた上で、大綱の趣旨をい

かにして広げるかというスタンスで取り組むべきだろう。 

（新保構成員） 

 教育の支援に関することのつながりかと思うが、大綱の基本的な方針として、今、座長、
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末冨構成員がおっしゃっていたことは、私も同じように感じるところがある。私も、先日

出た教育関係の会議の中で、生活保護基準と就学援助の水準について、基礎的な基準がほ

とんど同じということをとても自慢げにお話しされていた自治体の方がおられた。これは

一つの考え方だとは思うが、私たちの立場から見ると、とても異常な感じがする。 

 逆もあって、児童相談所や福祉事務所も、学校の中について余りよく知らない。つまり、

福祉関係者から見ると、学校教育の中身や学校や教育委員会がどんなことを考えているの

かということについて、一生懸命やっていただいていたとしても、福祉関係者もよく分か

っていないところがあるのだろう。 

 私たちは前回の大綱づくりと今回の新たな大綱の策定に向けた議論を通じて学校をプラ

ットフォーム化するということをやってきたが、このプラットフォームのバージョン２を

考えるとするならば、人事交流をもう少し行う必要があるのではないかと思う。これは今

でもできるはずだが、実践現場では、教育は教育、福祉は福祉で動いていて、なかなか人

事交流が進まない。簡単なことではないかもしれないし、ここで人事のことについて口を

出すことができるかどうか、そこはよく分からないが、とても大事なことになってくる。 

 プラットフォームを教育委員会の方だけがやるプラットフォームではなくて、福祉部門

から人事で異動していって、その中でも仕事をするということを考えていくことが、先ほ

どの基本的な方針の中に書くべき理念とつながり、そして、子供の貧困に対する社会の理

解を深め、専門職もお互いのことを知ることは特に大事なことではないかと考える。 

 バージョン２ということで、人が異動して、それぞれの場所で働く。例えば、教育委員

会から児童相談所で働くなどということも考えていくことが必要ではないか。 

（末冨構成員） 

 今の新保構成員の御発言は、恐らく資料２の12ページ「施策の推進体制等」にもかかわ

ろうかと思う。特に私自身が気になるのは４点目と５点目。行政、地域、NPOの民間団体、

企業が入るようなコンソーシアムが書いてあったり、民間のNPO団体の人材育成とか待遇改

善は大事だが、行政自体の推進体制、例えば、生活保護のケースワーカーも十分な専門知

識を持たないままに、厚労省が出している指針とは全く違う、自立助長の機会なのに収入

認定するという心ない生活保護制度の運用が幾つも行われている現状がある。 

 例えば、この有識者会議にも来ていただいたが、スクールソーシャルワーカーで支援経

験を長く持たれる方を行政職員に登用されるということが、非常にグッドプラクティスか

と思うが、まず、行政内での人材確保と人事交流、風通しを良くしていくこと、当事者に

寄り添った経験が十分にありスキルがあることが極めて重要な推進体制になろうかと思う。 

 特に、今後、市区町村の努力義務になっていく子供の貧困対策計画において、形式的に

しようと思えば今までの行政が何も変わらずに計画だけ作って終わるところが多いのでは

ないかと心配しているが、実のある取組にしていくというときに、今の行政の在り方も、

より困難な子供たちや家庭に寄り添うという姿勢が大事なのではないかと思うので、そう

いった行政自体の体制の整備や人材の確保といったものも追記いただけると、より良い。 
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（宮本座長） 

 行政という話が出たが、自治体の構成員の方々としてはどのような御意見か。 

（金子構成員） 

 今、末冨構成員がおっしゃった点に、私も同感である。行政が寄り添った支援を行って

いくには、職員の理解力や対応能力の向上は不可欠。そういった意味では、当然制度をし

っかり理解することはもとより、相手の立場に立った資質の向上は是非とも必要だと思う。 

 別の観点で、先ほど、世帯の関係で、支援の対象の在り方の考え方だが、貧困の連鎖を

断ち切るという観点からすると、当然ながら世帯支援は大事だと思っているが、一方で、

子供の立場に立った支援が特に必要だと思っている。家庭環境に左右されないような子供

の学びや育ちの場の支援は是非とも必要。行政としてもしっかりと取り組んでいきたい。 

 先ほどの繰り返しになるが、学習習慣や日常生活の習慣の定着、あるいは信頼できる大

人との関わり合いを深めていくといった場合には、出会いの場の創造は非常に重要であり、

私ども地方公共団体としても、幅広く、なかなか大人と触れ合う機会がない子供を中心と

した出会いの場の形成について努力していきたい。 

 一方で、学校現場の取組という話も出ていたが、行政や学校現場だけではなかなか対応

できないものもあり、その点で地域の団体やNPOなど、多様な主体が貧困対策に主体的に関

わるような仕組みの構築は是非とも必要だと思う。 

（国井構成員）  

 基礎自治体として地域の役割を果たしていくには、専門職員等の充実が必要かと思うが、

なかなか単独の自治体ではそういうものが難しい。 

 １ページの「（２）施策の進捗について」というところで、地域による取組の格差が拡

大してきたという記載がある。関連して、３ページには、広域で取り組むほうが効率的・

効果的という記載もある。こういうところを考えると、定住自立圏や広域行政などの自治

体間の連携の仕組みを積極的に活用し、複数の自治体が協力して実施することで、効率的

で質的にもより良い取組が可能となり、当然、圏域で統一した事業実施によって、地域の

格差の解消にもつながるものと考える。この辺について、もう少し具体的に記載できれば

と思う。 

（山野構成員）  

 今、おっしゃられた点について、私も、昨日、電波が飛ばない、人口１万人の小さな町

へ行ってきた。ここで活性化や人材育成の質の保障といっても、本当に難しく、限界があ

ると思う。すごく悩んでおられて、弁護するわけではないが、先ほどの生活保護のケース

ワーカーにしろ、学校の教師にしろ、やりたい気持ちはたくさんあり、もっと丁寧に子供

世帯に取り組みたい、寄り添いたいと思っていても、以前この会議で御紹介した大阪の例

でいえば、生活保護のケースワーカーの担当件数が100～150件とあり、高齢者世帯に追わ

れ、子供のいる世帯に十分に関われないということで悩んでいるケースワーカーはたくさ

んいる。教師も同じ。 
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 そういう意味では、今、自治体同士の横のつながりでグッドプラクティスをとっていく

というお話をしていただいたが、もう少し広域自治体が市町村を牽引したり、カバーした

り、フォローをするという役割を明確化していく。あるいは、国と広域自治体と市町村と

いう関連の中ではっきりと明確化して、どこをどうフォローして牽引していくのかという

ことを示すことが重要ではないか。 

 先ほど人事異動というお話があったが、例えば、私が先週行っていた町でも、発想がで

きない。大規模の自治体の経験がないと発想ができないので、国に市町村の行政の人が異

動で来られて国のやり方を学んで地域に帰っていかれると思うが、同じように、大きな広

域自治体と市町の自治体の行政官の交流もあっても良いかもしれない。大手の研究機関と

交流している県もある。国も含めて、広域自治体が面倒を見て交換していけるような、広

域自治体が各市町村を牽引して底上げができるような、そういう役割の明確化を入れる必

要があるのではないか。 

（松村構成員） 

 広域自治体の一つになるのが、都道府県かなと思うが、そういう意味では、市町村間、

市町村と府県、あるいは先ほど御提案のあった教育現場と児童相談所の人事交流は、それ

ぞれの対応能力を上げていくという観点から大きなものかとは思う。 

 ただ、山野構成員からもあったように、今、生活保護のケースワーカーが対応の重点を

どこに置かれるかというと、生活保護の実態は高齢者の単身世帯が非常に増えているとい

うのが現実であり、子供ではなくて高齢者の対応にシフトをしていくというのが今の現場

感覚なのかなと。児童相談所の対応は、面前DVも含めた虐待件数が非常に増えていること

を含めて、24時間、48時間の対応に非常に追われているというのが現実。 

 やればいい、できればいいというのはすごくよく分かるが、他の課題もある。もちろん、

虐待ケースの中には、例えば、ネグレクトを含め貧困世帯がベースにあることもあるので、

48時間の対応だけで進んでいるわけではないが、どこかがキーパーソンになって見ていか

ないとだめなのだろうとは感じる。 

 それからいくと、子供の貧困を考えると、就学期以降については、学校のスクールソー

シャルワーカーがキーパーソンになってどうコーディネートをしていくかということが考

えられないか。福祉現場として広域行政として関わらないというわけではなく、福祉サイ

ドの施策はやっていくにしても、見つけられるのはスクールソーシャルワーカーなのかな

と思う。 

 就学前の部分でいくと、保育であると大体貧困家庭の多くが保育現場の保育所と認定こ

ども園にいるので、そこでどういう形で、母子保健や福祉を含め、きちんとアンテナを張

って施策をコーディネートしていくのかということが、必要と感じている。 

 恐らく、質を上げていかなければいけない、広域的に様々なことをやっていかなければ

いけないということは理解するが、先ほど御提案のあった研究室、大学と連携して、先進

的な取組、モデル的な取組ができるところもあるかもしれないが、５年間を見越して、全
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市町村、全都道府県が同じレベルで上げていこうと思うと違うのではないか。現状で誰を

キーパーソンにして展開していくのかということが必要ではないかと感じている。 

（末冨構成員） 

 これもまた資料２の12ページの「（２）施策の推進体制等」に関わるところだが、１点

目、政府が一体となって対策に取り組む必要があるということを明記いただいたのは非常

にありがたい。ただ、子どもの貧困対策推進法の改正のときに衆参ともに委員会決議若し

くは附帯決議として、政府が特に市区町村に対しての支援を充実していくことが示されて

いる。この有識者会議の中でも、特に財政面での厳しさはどの自治体でも抱えているとこ

ろなので、関係省庁は全て取り組んでいると思うが、財政的な措置を可能な限り充実する

ということは明記いただかないと、恐らく市区町村の意欲ある取組は引き出せないのでは

ないかと心配している。 

（水橋構成員） 

 私からは、親の健康状態についてお話しさせていただきたい。先ほどの３つの視点のと

ころで、４ページ、下から４番目で、「また、子供やその親が外国籍であるなどにより日

本語が不自由である、病気や障害があるなど、困窮層は多様であることに留意が必要であ

る」といった記述が２行ある。今回、参考資料で渡辺構成員やあしなが育英会事務局長の

工藤構成員から提出されている意見を見ても、直接来てくださったシングルマザーの方が

精神的に病んでしまったという状況から見ても、親の健康状態が子供の貧困に直接的に関

わっていることが分かる。数として、割合としてどの程度なのかは私自身も分からないが、

複雑性やなかなかお金では解決できないという点で、より子供の貧困につながる部分なの

ではないかと、親の健康状態については感じている。 

 そういった現状に対して、この２行だけで、子供の貧困対策が親の健康状態とつながっ

ているということが果たして社会に向けて分かるものなのかなということが少し気になっ

た。 

 親の健康状態といっても、慢性的に親が障害を抱えている場合のほか、突発的に親が病

気や災害で亡くなるという事例もあると思うので、健康状態一つとっても様々な事例があ

ることを踏まえ、健康状態と子供の貧困対策が結び付いているということがより分かるも

のになると良い。 

（宮本座長） 

 重要な御指摘。子供の貧困と親の健康問題は非常に密接な関係のあるものであり、子供

に関しては、例えば、就学前の子供の虫歯の問題とか、その他、健康についての指摘はあ

るが、親の健康に関しては必ずしもきちんと指摘されていない。 

 最近、ヤングケアラーの問題についても指摘されているが、親が病弱であったり障害を

持っていたりして、小さい頃から親の世話を子供がずっとするという状況について社会的

支援がほとんどないという問題もある。その辺りはどこかでもう少し押さえておく必要が

あるかもしれない。 



16 

 

（新保構成員） 

 先ほど渡辺構成員から当事者の状況について御報告いただいたが、母と２人暮らしで母

は昔に病気してからずっと働ける状態ではないという御家庭、母を娘が看病しながら、ず

っと自分の子供としての生活をしながら親を支えて、多分家事は全部やっていたのだろう

と感じる。こういう子供と母親の生活をどう支えるのかというのはとても大事な話であり、

子供の貧困対策、特に貧困の連鎖を防ぐという点においては、座長のおっしゃったことは

とても重要なことだと思う。 

（末冨構成員） 

 関連した視点から、２点、書き加えるべきではないかと思う。 

まず、資料２の７ページの下のほう、「（２）生活の安定に資するための支援」の部分

に妊娠・出産期から自立に至るまでということが書かれており、経済的支援のところに家

庭の経済基盤を総合的に把握していくということが書かれているのだが、親の健康状態や、

当然困窮世帯ほど生活習慣が崩壊していくので、生活習慣も含めて家庭の生活の状況を総

合的に把握して支援していく、ということについて、改正法にもなるべく可能な限り早期

かつ包括的な支援をすることが明記されていることも踏まえ、包括的にアセスメントをし

ていくことが明記される必要があろうかと思う。 

 関連して、９ページ、就労支援の部分は、今回、随分と素晴らしく改善したなと思うが、

この部分だけを読むと、働けというメッセージが一段と強くなってしまっているのではな

いかという懸念がある。ひとり親のところに書いてあるが、ひとり親の就業率が８割を超

えている状況を踏まえて、高い就業率の中で、働けない人もいることに配慮する必要があ

る。無理に就労を促すと言っているのではないということを明記しないと、あしなが育英

会からの資料にも母親が障害を持っていらっしゃるにもかかわらず無理に働こうとなさっ

ているという例があったが、無理に働いて悪化するケースが出てくる。自分のゼミ生だっ

たら絶対に止めると思うが、無理に働いて健康状態を壊し、ますます家族の状態が悪くな

ることは目に見えているので、就労を無理に促すメッセージには絶対にしてはならない。 

 もう一つ、ひとり親、ふたり親、両方について、シングルマザーの方の御発言にもあっ

たと思うが、就労環境が悪いために心身の健康が損なわれていくということも非常によく

ある。厚労省で既にお取り組みいただいていると思うが、ハラスメント対策の分野でも、

多様な家族に配慮したハラスメント対策に取り組んでいただけるように、10ページの（ひ

とり親の就労支援）の１点目に書いてあるが、多様な働き方が可能となる職場環境の整備

とともに、ハラスメント対策を特にひとり親に対してはかなり厳格にしていかないと、働

く時間が限られているために、次の指標案でも出たが、父子家庭すら極めて非正規率が高

くなっているという状況があるので、ハラスメント対策も含めて、まず、無理に働かなく

ていい、無理に働いてかえって状況を悪化させるべきではないという趣旨から、心身の健

康を維持しながら働ける環境が大事であると。そのためにハラスメント対策が大事だとい

うことと、健康の問題は一つ項目を立てて書くべきであろうと思う。保護者の方が健康を
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著しく損ねているときに、その保護者が無理をして働くということはあってはならない。

それこそ貧困状況をより悪化させていく主要因の一つであるため、今の点を申し上げた。 

（海野構成員） 

 私自身、子供が保育園に年長と１歳半ぐらいで入った後、半年程度で死を言い渡された

ことがあり、そのときに、生きている限り子供のそばにいたいと思って、そのまま入院を

拒否して一緒に暮らした時期があった。そうすると、私からやってほしいとは言わないの

に、保育園に持って行く御飯のために子供が椅子を持っていってお米を洗い出した。下の

子を連れてそのお弁当を持って保育園へ行く姿を見たときに、何とか頑張らなければとい

う意思で病気は克服したが、そういうことが長い間続いたため、子供に実家の電話番号を

教えて、毎日電話をかける方法を教えて、もしお母さんが朝に起きなかったらここへ電話

しなさいと教え、考えてみたら本当に不憫だった。 

 でも、そのおかげで子供たちがたくましくなった。それを考えると、私は必ずしも何で

もかんでも支援すべきとは思わない。 

 生活保護の人も、ある程度、子育てが終わると働きなさいと言われるけれども、子供が

ある程度大きくなって働きなさいというのであれば、年に何回か講習会をやって、親を自

立させるようにしないと、働く場に行っても対応ができない。すぐに規則的な生活は難し

い。 

 私たちは、最初から自立、どこにも頼らないで自立する生き方をしてきて、甘えれば甘

えるほどどんどん自分が甘えてしまうということがあるので、できるだけ厳しいところに

置いて何とかやっていきたいというのが気持ちにあったので、生き方は様々だが、今でも

自立して、自分で生きていきたいのだという人もいる。 

 例えば、待機児童の中に、例えば、１人か２人余裕を持っておいて、就職できたら即預

かってもらえるような仕組みがない限り、いつまでも働けないという状況ができて、早く

自立したいと思っていても、なかなかその場に行けないという事実はある。待機児童の解

消も、卵が先か鶏が先かみたいなことは続いているが、そういうものをまずは解消してい

かないと、貧困から這い上がることができないだろう。 

 様々な問題点で少々違うことを感じることもあるが、できるだけ子供も親も救われると

いうことは、最低限、希望している。 

（山野構成員）  

 親の健康は、先ほど水橋構成員がおっしゃられたように、大阪の調査でも、経済的なし

んどさと親の健康の不調は一番高い相関があった。ここに是非項目を入れてほしいという

のは多くの構成員がおっしゃられたとおりで、それに追加して、健康をはかる指標がない

ものかと私も随分探した。現在あるもので国で統計データでとっているものがないとなる

と、提言案の指標には上がらない。今後の先の話にはなるが、健康ということも非常に大

事だという皆さんの御意見もあるので、今すぐには無理でも、将来的に指標となりうるも

のをどうやってとっていくのか、指標としていくのかということも、課題として残してお
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いていただきたい。 

（渡辺構成員） 

 親のストレス等とも少し関わりがあるかと思うが、資料２の８ページに（食の支援及び

食育の支援）ということで、食の支援を入れていただいたことは非常にありがたい。勉強

だけではなくてそもそも食べられていない子供がたくさんいるということで、今、夏休み

に入ったが、給食が無くなる中でそういう子供たちの食事をどうするのかということは大

きな問題。学童保育のお弁当問題等も出てきており、これは本当に重要であり、地域の力

が出る。子供食堂のようなものもすごく増えてきている状況があり、非常に地方公共団体

の方が取り組みやすくて即効性があると思うので、これはやっていただきたい。 

 例えば、私どもが一緒にコンソーシアムでやっているこども宅食でも、東京ではお渡し

するときにお米が一番喜ばれる。一方、例えば、地方でそれをまねしてやっている団体に

お伺いすると、地方は、お米はあるがお菓子がなかなかないので、お菓子があると子供が

友達を呼んで来られるから、そこで子供はすごく自己肯定感が上がるという。そういう地

方によって異なる実態もあるだろうし、そういったことを進めていってほしいと思うので、

これから各自治体が計画を立てるときにも、是非食の支援が入っていくと良いと感じてい

る。また、私どもの調査でも、こども宅食などにより、食品が定期的に来ると母親のスト

レスがすごく減るという結果も出ている。 

 もう一つ、10ページの（ふたり親の就労支援）も入れていただいてありがたい。先ほど

から自己責任論ではないという話が出ているが、本日の日経新聞にもあったように、就職

氷河期の方たちが、30代、40代ですごく大変になっていて、ひとり親は何となくひとり親

だから貧困なのは分かるけれども、ふたり親でお金がないって何なのという世間の目があ

ったり、私どもの学習会に来る御家庭でも、ふたり親で、例えば、子供の数が多いので大

変だからと学習会に通っている子供に聞くと、その子供たちはうちはふたり親だけどとい

うところで若干負い目を感じている。ひとり親ではないということで負い目を感じること

はとてもおかしいと思うので、貧困は自己責任論ではなくて、親御さんも非常に頑張って

いるのだけれども、社会構造の中で大変な状況になっているので、そういった方々に対し

ても様々な支援をすることが重要なのだということがしっかりと伝わると良い。 

（新保構成員） 

 先ほど山野構成員から指標についてのお話があった。多分もっと多くの指標を作りたか

ったというのは構成員の中の共通認識かもしれない。私にもそういう思いがある。 

 ただ、幾つかのデータや指標を選択することで、それが大切な指標として、目立つ指標

として生かされているという今回の選択は、私は正しかっただろうと思う。 

 一方で、これからの５年ということを考えると、国や地方自治体が持っている様々なデ

ータを活用するという視点はとても大事にしなければいけないと思う。前回、AIや人工知

能という話を申し上げたが、今回も新大綱に向けての施策の方向性の中で、特に市町村に

おいて個別の子供の情報を活用した効果的な支援という言葉が入っている。これは、各市
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町村がお持ちの個票、Ａ君という一人のデータを積み上げていって、それをビッグデータ

として作り上げていく中で、母子保健や学校保健のデータ、経済的なもの、疾病やいじめ

についてのデータをつなぎ上げていく。箕面市から来ていただいたときもそういうデータ

についてのお話があったが、ビッグデータを作り上げていって、少し先の将来を予測でき

るところまで持っていくということを、５年もしくはもっと先になるかもしれないが、私

たちとして考えていかなければいけないだろう。 

 今、私たちができていること、もしくはやろうとしていることは、過去のデータに基づ

いてこれからのことを私たちが予測するという状況にとどまっているが、データを解析す

る中で過去がある程度予測されているという状態に持っていくことがこれからの５年にと

って特に必要なことで、その中には、経済的なデータ、GDPがどうなるかとか、他の給与所

得の状態がどうなるのかとか、そんなことも含めて考えていかなければいけない。ビッグ

データをどう作っていくのか、それをどう解析していくのか、これは多分この会議として

もとても大事だけれども、この会議を通じてまとめ上げていったデータを内閣府若しくは

政府全体でいかすことができるのではないか。 

（松村構成員） 

 資料２の９ページ（児童養護施設退所者に関する支援）のところだが、先ほど伊達構成

員からもあったように、児童養護施設退所者だけではなくて、今、社会的養護という観点

でいくと、里親への委託をこれから先は増やそうというのが大きな流れかと思っており、

子供の貧困なり社会的自立はいわゆるそういう委託解除後の子供も含まれていくと思うの

だが、この表記だと児童養護施設退所の子供たちへの支援しか書いていないように読めて

しまうので、「等」を入れていただくか、「社会的養護」という言葉に変えていただくか、

そこは御配慮いただけると、もう一つの動きとリンクしていくと思う。 

（宮本座長） 

 社会的養護にもっと拡大する必要はあるだろう。 

（末冨構成員） 

 総論にかかわるところで最後に幾つか申し上げたい。 

まず、乳幼児期の施策や支援が、指標も含めてなお不足している状態。例えば、教育の

支援の部分だと、先ほど松村構成員もおっしゃったように、年齢段階別の連携がもう少し

強調されるべきで、スクールソーシャルワークを小学校から始めるという体制自体がかな

り遅いと思う。乳幼児期からアセスメントとソーシャルワークというものがなければうま

く機能しないだろうと思うので、例示で構わないとは思うが、学校プラットフォームを就

学前に向けて延長していくイメージで、スクールソーシャルワーカーの乳幼児期からの活

用等のようなことをもう少し書き込めると、より効果の高い施策になるのではないか。 

 同様に、資料２の11ページの「２．子供の貧困に関する指標」の記載も、今回、私はか

なり指標についていろいろ提言させていただいたが、北里大学の研究からも、未就園の児

童に低所得世帯が多いというエビデンスが出ている。次の大綱の課題は、国内外の研究を



20 

 

つなぎ合わせながら、子供の貧困対策に向けていかに既存の統計を効果的にしていくかと

いうこと。特に教育支援の専門家としては、何回も申し上げているが、全国学力・学習状

況調査の使い方として、平均点で見ることをやめていただきたい。平均点だけだと、平均

点が上がった・下がったで各自治体の政治家の方が喜んだり怒ったりなさるが、問題は特

に貧困世帯とそうではない世帯において格差が縮まっているかどうか。これは、幾つもの

自治体の調査で、貧困世帯の子供ほどつまずきが早く、授業の理解度が低いことが実証さ

れているので、今後充実されるであろう全国的な調査の中、あるいは既に行われている文

部科学省の全国的な学力調査の中で、より困難な子供にこそ優しいデータの使い方をして

いただきたい。 

 あわせて、ひとり親の貧困率は先進国最悪水準であることがどこにも述べられていない。

今回、ふたり親等に支援を広げていただいたことには感謝するが、我が国として抱えてい

る課題の一つとして特に母子世帯を厳しい状況に追い込むという社会構造にどう立ち向か

うのかといった観点からいえば、ひとり親の貧困率への言及はできればしていただきたい。

逆に、避けていることはこの国の政策判断として何を意味するのだろうかと考える。 

 ひとり親の貧困率を一つのターゲットにしながら、ひとり親にも、そうでない世帯にも、

より充実した支援をという基本設計があると良いのではないかと思う。５年後にひとり親

の貧困率がOECD平均により近い形で改善していれば、この国の貧困対策は成功したといえ

るだろう。 

 逆に言えば、成功した・しないというものを判断するためには、ひとり親の貧困率を政

策ターゲットの一つにすべきではないかと思う。今回の大綱に様々付け加えていただき、

何をもって子供の貧困対策が良くなったのだろうかということを、様々な面ではかること

ができると非常に良い指標になっていると思うが、どうしても日本の場合にはひとり親の

貧困率こそが先進国最悪だという前提があるので、その前提にどう立ち向かうのかという

ことは一層明確にしていただけると、より良い大綱になるのではないか、より効果的な施

策になるのではないかと考える。 

（宮本座長） 

 今、末冨構成員の言われていた、ひとり親世帯の問題については、私自身は、この提言

の中で特に強調すべきことは何だろうかということを考えたときに、先ほどお話しした子

供の養育責任が親にあるという問題が第一だったが、もう一点、子供の養育責任が母親に

集中している日本の社会、しかも女性が社会的・経済的に不利を負っていることが母子世

帯の貧困の原因になっている、この点の注意を喚起し、全体としては、ジェンダー平等を、

より一層子供の貧困という観点からも進めることが必要だと思う。ジェンダー平等が余り

にも漠然としているのであれば、例えば、働く場における男女の平等性、その他、社会経

済的な男女平等性を推進することによって子供の貧困を解消するということを、この提言

の重要なポイントとして最初のところで打ち立ててはいかがかと思う。 

 それでは、多くの御意見を頂いたが、全体としては提言案に大筋で御了解いただいたも
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のと考え、本日、更に御意見を頂いて、大変重要な意見が多くあるが、それらは事務局と

私で整理させていただいて、重要なものはできる限り入れていきたい。この点については、

また追って構成員の皆様に連絡をさせていただく。 

 最後に、構成員の皆様から、今後を含めて強く取り組んでいこうと考えられていること、

これまでの議論の感想について、一言ずつ御発言いただきたい。 

（渡辺構成員）  

 有識者会議に参加させていただき、私自身、非常に勉強になった。これからまだまだ私

たちキッズドアもより一層取り組んでいかなければいけないと思っている。 

 先ほど発言させていただいた高校中退のお子さんも、予定していたヒアリングの前に相

談事があるというので、私どもの居場所にいるカウンセラーと話をしたのだが、非常に不

安定。もう一人、高校中退の子にヒアリングをしようと思っていたが、その子は、まだ10

代だが持病があって入院することになったので難しいということだった。資料にも書いて

あるように、例えば、やりたいことはあるか、今、困っていることはと聞くと、友達と遠

くに遊びに行きたいと思っているのだけれども、行けないと。海外旅行に行きたいわけで

もなく、何をしたいわけでもなく、ちょっとしたことができないというところで本当に子

供たちがとても困っているし、非常に不安定な中で不安を抱えながら成長しているという

のは、この日本においてゆゆしき問題だと思うので、これを自己責任論ではなく社会全体

で取り組んでいけるようになれば良いと思っている。 

（山野構成員）  

 私は2014年の大綱を作るときから関わらせていただいたが、ばたばたと４回が進んで、

本当に風が通るような感じで非常にスピーディーだった。そこから、随分変化してきた。

先ほど、貧困の認識、世論が変わっていないという御発言、それもそうだと思うが、一方

で、様々な研修や講演レベルでいつも同じ質問を４つするのだが、そこで剥奪されている

と思うレベルが非常に上がった。2008年、2010年だったら毎日の晩御飯しか手が挙がらな

かったのが、自転車を持っていないということも子供にとっての必需品だと思う人が増え

た。子供食堂が増えるなど、様々な政策が動いてきたと思う。 

 そういう意味でも、この会議の位置付けは非常に大きいと思うので、皆さんの意見が私

も勉強になっているし、非常に責任も感じている。これからの方向性を、５年後、10年後

を考えて、是非今後も見据えて動けるようになりたい。 

（水橋構成員） 

 私も、あしなが育英会奨学生として今年度から当会議に参加させていただいた。私は、

当事者兼代弁者として意見をさせていただいたが、この場で皆さんから様々な角度からの

意見を聞かせていただいて、本当に勉強になった。 

 印象として、子供たちの現状がすごく複雑になっているのだということを感じ、これか

らはその複雑さをどんどん紐解いていく必要もあると感じた。 

 新大綱を基に、今後も様々な事例、具体的にこういうふうに解決していったという事例
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も合わせて、これから前向きに大綱に基づく施策が成功したという意見も聞きながら意見

をできれば良い。 

 まずはこういった場で、子供たちのことを考えて、子供の貧困について考えていること

を多くの方に知っていただきたい。自らの夢を誰かが応援してくれることがすごく当たり

前の社会になれば良いと思う。その支えが子供たちにとって負担にならなければ良いと感

じているので、これからも頑張らせていただきたい。 

（松村構成員） 

 この有識者会議に出て、先進的に取り組んでいらっしゃる様々な視点を聞かせていただ

く機会があったことは大変大きかったと思っている。 

 今年、私ども京都府は子どもの貧困計画の見直しの時期になっており、今回頂いた知識、

御意見も、私どもの計画の中にどのようにいかしていくかということについて参考にさせ

ていただきたいと思っている。また、この提言の意見を新大綱にまとめていくと思うが、

行政としてどんな形で具体的に取り組んでいくか。これが大変重要だと思っている。 

 先進的な取組や先駆的な取組はどの市町村でもどの府県でもできるわけではないので、

地域事情に見合った形に、どうコーディネートをしていくかということが行政に課せられ

た大きな課題だと改めて感じている。都道府県を代表してでもあるが、こういう機会に、

こういうことが課題、こう思っているということを言わせていただいたことも一つの糧と

して、頑張ってまいりたい。 

（伊達構成員） 

 本日の議論の中で、育ちの根っこのところは、子供たち一人一人にとって、信頼できる

大人の存在があるかないかというお話が出ていたが、これは確かアメリカの調査だったと

思うが、社会的に自立をなした子供を後から調査してみると、必ずその子供にとって信頼

できる大人がいたと。その大人がいたことによって恐らく自立ができたのだろうと、調査

結果から出た一つの見方ではあるが、最初から信頼できる大人と出会うためにはどうした

ら良いか、あるいは我々一人一人が信頼できる大人になるためにはどうしたら良いかとい

うところから始めなくてはいけない。この子供の貧困の問題の解決策をめぐってとても困

難な課題だと考えている。 

 どうしても児童虐待の話は議論の幅が狭くなる。そういう意味では、子供の貧困の問題

を合わせて政策的に考えていく中で、子供たち一人一人が良い育ちの状況を得ていくとい

うことが必要ではないかと考えている。 

（末冨構成員） 

 議論にお付き合いいただき、指標や大綱を含めて非常に真剣に取り組んでいただいた、

内閣府、厚生労働省、文部科学省の皆様、宮腰大臣にも御礼を申し上げたい。私も前回の

大綱の策定時からずっとこの会議に出ているが、こんなに熱心にこの議論に参加してくだ

さった大臣は宮腰大臣をおいて他にいなかった。本当に感謝している。 

 私自身は、教育分野の専門家ではあるが、子供の貧困対策を通じて考えていることがあ
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る。それは、子供の尊厳とか幸せを守れる社会が良い社会なのだということ。教育の現場、

特に学校は最近そのことを置き去りにしがちなのではないかという心配も、この会議を通

じて、より強く持つことができた。 

 それと同時に、子供の貧困が、子供の尊厳や幸せを妨げる、非常に深刻な問題だという

ことを、これだけ多くの方々に、ここに御列席いただいているオーディエンスの方々を含

めて、共有できているということは、日本社会が多分良い方向に向かっていきつつあるの

だろう。 

 特に今回の有識者会議では、当事者の参加が得られて大綱の議論ができたということは

本当に意義深かった。今後も、当事者参加の枠組みを大事にしながら、一層この子供の貧

困対策を深化できるように、私自身も研究者としては恐らく指標や既存統計の改善といっ

たところに貢献できるであろうと思っているので、皆様方と一緒に取り組むことができれ

ばと思う。 

（新保構成員） 

 新大綱に向けた施策の方向性として、私たちが今まで話し合ってきたとても大事なもの

を３つの柱にまとめていただいたことは、とても感謝している。 

 前回も申し上げたが、地方公共団体による取組の充実をつい私は忘れてしまいがちであ

ったということを今回気付かされたというのは、とても印象深い出来事だった。この３つ

を大事にしていきたいというのは、これからもこの分野について取り組ませていただこう

と思っている私にとっても大きな課題だと思う。特に私自身は、ここのところ、親の妊娠・

出産期から乳幼児期に関することはとても大事なテーマだと思って、現在、他の分野、他

の場所でも取り組んでいる。 

 子供の貧困ということを考えるときの一つの視点として、できれば親子分離をしないで

済むということを考えたい。一方で、必要に応じて親子分離できるような仕組みも用意し

ておかなければいけない。この微妙なやりとりが、教育委員会と児童相談所との間でこれ

からも出てくるのだろうと思う。必ずしも貧困の問題と同じではないかもしれないが、教

育関係者と福祉関係者が心を通わせて、より真摯に話し合うことができる状況を作ること

が、貧困対策としても、貧困の一部分に関わることが時々出てくる児童虐待というテーマ

について考えるときにおいても、特に大事ではないか。 

 私たちも、時々、教育の代弁者、福祉の代弁者になりがちではあるけれども、お互いが

交流し合う場は必要ではないかと感じた。 

（国井構成員） 

 前任者の山野辺からの引継ぎにより途中からの参加となった。私自身もとても勉強にな

る会議だった。 

 私どもの子育て支援課というところは、虐待関係も担当している。貧困対策の中では、

子供の貧困対策が虐待予防に資するというところもあり、重い課題ではあるが、基礎自治

体として積極的に取り組んでいきたい。児童相談所を担っている県等との連携も当然重要
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になってくるので、情報を共有しながら課題の解消に向けて努めていきたい。 

（金子構成員） 

 まず、会議の構成員として発言の機会を与えていただき、心より感謝。 

 各構成員の皆様、また、内閣府を始め関係省庁の御担当の皆様には、大変貴重な資料や

内容等の御説明を頂き、本当にありがたかった。 

 子供の貧困対策については、大綱策定以降、施策の充実が図られており、いわゆる貧困

に関する指標の状況を見ると、着実に進展していると考えている。一方で、この会議の中

で各構成員から御意見があったとおり、今なお取り組むべき課題もたくさんあろうかと思

う。今般、子どもの貧困対策推進法の一部改正により市町村による貧困対策計画の策定が

努力義務として規定されているが、この法の基本理念を念頭に、今後もしっかりと貧困対

策に取り組んでまいりたい。 

（海野構成員） 

 食品に関しては、全国的にフードバンクが協力してくださり、様々な食品の提供はある

のだが、本当に貧困の人は手を挙げてくださらない。個人情報の関係でこちらから調べら

れないし、本人たちも手を挙げない。そのため、幾ら頂けるといっても、渡す相手がなか

なか見つからないというのが現状。 

 ひとり親家庭が就職で差別されることは、子供たちに面接のときに感じたかどうか確認

してみたが、今は、母子家庭だから、父子家庭だからとそんなに差別されることはない、

自分がしっかりしていれば大丈夫という答えが返ってきて安心した。 

 そのほか、子供をもう少し精神的に強くする方法がないかというのが私にとっては一番

の課題。極論だが、個人的な経験として、下の子が精神的に弱かったので、お母さんは１

日でも余分に早く命を絶つような子を育てたくないと小学校３年生程度のときに言い聞か

せたところ、それからはどんどん自分らしく生きてくれた。親は、精神的に少し弱い、悪

い人に誘われたらついていってしまうかもしれないという子は分かる。世の中は様々なこ

とがあるから生き抜いていけないと思うので、今の子供が精神的に強くなる方法が一番の

課題と感じている。 

（宮本座長） 

 最終的な文章校正を含めて、提言の今後の取扱いについては、座長である私に御一任い

ただくということでよろしいか。 

（異議なし） 

 

５．宮腰大臣御挨拶 

（宮腰内閣府特命担当大臣） 

 有識者会議の皆様には、宮本座長を初め、毎回熱心に、御参加、御議論をいただき、心

より御礼申し上げる。 

 この有識者会議は、昨年11月27日に総理を会長とする子どもの貧困対策会議において、
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「子供の貧困対策に関する大綱」の見直しを行うこと、この有識者会議で新たな大綱の作

成に資するよう幅広く意見を伺うことを決定したことを踏まえ、今回まで６回にわたり、

非常に密度の高い熱心な御議論をいただいた。 

 私も、全ての回に出席し、時間の許す限り、皆様の御意見を伺ってきたが、これまでの

大綱に基づいて進展してきた部分と、進展があったからこそ見えてきた課題、あるいは今

後５年間でより強化していくべき視点について、幅広く御議論を頂いたものと考えている。 

 この６月に、議員提案で成立した、改正子どもの貧困対策推進法において、子供の将来

だけでなく現在の生活等に向けても対策を推進すること、市町村に対する計画策定の努力

義務が規定された。政府としても、しっかりこれを受けとめて進めてまいりたい。 

 本日、お示しいただいた提言案は、こうした法改正の動きも踏まえ、子供を第一に考え

て社会全体で課題を解決していこうという思いがしっかり反映されているものと受け止め

ている。 

 また、親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援、地方自治体に

よる取組の充実、支援が届いていない又は届きにくい子供・家庭への支援という３つの視

点については、新大綱における施策の方向性を示すものとして、政府としても、しっかり

と位置付けてまいりたい。 

 子供の貧困対策は、皆様方の御助力もあり、この５年間で着実に前進してきた。例えば、

この５年間で、子供食堂が急速に普及した。また、フードバンクも全国的な取組が相当進

んできている。さらには、私は沖縄・北方担当もしているが、沖縄県が行った県民世論調

査の中では、子供の貧困対策への関心は他の項目に比べて著しく高い42.1％という結果が

示されており、沖縄だけではなく全国的にも子供の貧困についての関心がこの５年間で大

変高まってきているのではないかと考えている。 

 国の一番の宝である全ての子供たちが、夢や希望を持って頑張ることのできる社会を実

現できるよう、この後、宮本座長の下で最終的におまとめいただく提言の内容を政府にお

いて真摯に受け止め、早急に新たな大綱策定に向けた作業に取り組んでいく。この大綱の

内容をどう実現していくか、これは、行政はもちろんのこと、地域や民間の皆様方との連

携が極めて重要である、そういう思いの下に取り組んでまいりたい。 

 宮本座長を初め、構成員の皆様には、毎回長時間にわたり熱心に御議論いただき、大変

充実した内容の提言案をおまとめいただいたことに改めて感謝を申し上げ、挨拶とさせて

いただく。 

 

６．閉会 

（宮本座長） 

 一言、私からも座長として皆様方に御礼申し上げたい。 

 非常に優れた構成員の皆様方に恵まれ、子供の貧困に対する密度の濃い豊富な議論がた

くさん出た。その点で言えば、５年前から現在までで非常に大きな発展をしたと思う。構
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成員の皆様、内閣府事務局の御尽力、文部科学省、厚生労働省の関係各省の連携の中で、

今回、提言が出されたということで、本当に嬉しく思っている。 

 私は内閣府で子ども・若者育成支援推進法のときからずっと関わっており、今回の議論

を見てみると、例えば、妊娠・出産から大人になるまでの切れ目のない支援、あるいは、

支援が届かない又は届きにくい子供・家庭への支援という文言は、子ども・若者育成支援

推進法のときに議論をし、取組をし、しかし、それが達成できないまま現在まで来たもの

だと思っている。 

 その点で、この子供の貧困対策は、貧困に限定されることなく、様々な困難を抱えてい

る子供や若者の支援に関する取組にもこのまま適用できるのではないかと感じている。そ

ういう意味で、貧困という形で狭く限定せずに、日本の子供・若者の環境整備の重要な柱

になるものと位置付けていくことがこの提言をいかす方向ではないかと思う。 

 本提言案をまとめるに当たっての皆様方の御協力について心より感謝申し上げる。 

 

（以 上） 
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