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子供の貧困対策に関する有識者会議（第16回） 

議事録 

 

 

日 時：令和２年９月28日（月）10:00～11:30 

場 所：内閣府合同庁舎８号館８階特別大会議室 

出席者： 

【構成員（敬称略、50音順）】 

磯崎 哲夫、植草 栄司、海野 惠美子、工藤  長彦、新保 幸男、末冨 芳、 

菅田 賢治、伊達 直利、道家 由美子、松村 淳子、水橋 誉、宮本 みち子、 

山野 則子、渡辺 由美子 

 

【その他】 

 坂本 哲志  内閣府特命担当大臣 

 

【事務局】 

三上 明輝  内閣府政策統括官（政策調整担当） 

酒田 元洋  内閣府大臣官房審議官 

飯 田  剛  内閣府政策統括官（政策調整担当）付参事官（子どもの貧困対策担当） 

髙 口  努  文部科学省大臣官房審議官 

石塚 哲朗  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  

岸本 武史  内閣官房内閣審議官（厚生労働省子ども家庭局併任） 

中野 孝尋  厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

 

≪議 題≫ 

１．令和元年度子供の貧困の現状及び子供の貧困対策の実施状況 

２．新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた子供の貧困対策に資する主な施策 

３．令和２年度子供の貧困に関する実態調査 
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≪議事録≫ 

 

 

○宮本座長 それでは、定刻になりましたので、第16回「子供の貧困対策に関する有識者

会議」を開催いたします。 

 構成員の皆様におかれましては、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

 今回は、オンライン開催としておりますが、音声などに不都合はございませんでしょう

か。よろしいでしょうか。  

 本日は、坂本内閣府特命担当大臣にお越しいただいておりますので、初めに大臣から御

挨拶をいただきたいと思います。坂本大臣、よろしくお願いいたします。 

 ○坂本大臣 皆様、おはようございます。 

 このたび、菅新内閣の発足によりまして、子供の貧困対策担当を仰せつかりました、坂

本哲志と申します。選挙区は熊本３区というところで、阿蘇あるいは菊池郡市というとこ

ろで、熊本地震で大変な被害を受けたところでございます。益城町などもそうでございま

す。 

 皆様におかれましては、本当に子供の貧困対策に対しまして、様々な御提言、御提案を

いただいて、心から感謝を申し上げたいと思います。今日で16回目ということをお聞きい

たしました。さらに様々な御意見をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 私の妻も子供食堂等に関わって地域活動をしておりますけれども、果たしてこの子供食

堂でいいのだろうか、本当に困っている子供たちに手が届いているのだろうか、社会貢献

という名の下で少し形骸化しているのではないだろうか、あるいは、いろいろなことで上

から目線になっているのではないだろうか、施してやるということになっているのではな

いだろうか、そういうことをいつも思いながら試行錯誤して、何をやったらいいだろうか、

どういうふうにしたらいいだろうかということを考えながら子供食堂などに関わっている

ということを言っておりました。それだけ子供の貧困に対しては様々な課題があるのだろ

うと思っております。 

 今日は、政府から、これまで取り組んできた様々な事例、対策といったものの報告をさ

せていただきます。同時に、この新型コロナウイルス感染症の中でやはり深刻な子供たち

の貧困の問題が新たに惹起しているということも考えておりますので、その中で緊急的に

どういう対応策を採ってきているのか、このことについても御報告をさせていただきたい

と思っております。 

 どうか、皆様方におかれましては、様々な貴重な御意見を賜りたいと思います。その御

意見を基にしながら、今後、さらに充実した子供たちへの対応策を講じていきたいと思っ

ておりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本日は、本当にありがとうございます。お世話になります。 
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○宮本座長 ありがとうございました。 

 大臣は、公務により、ここで御退席となります。 

（坂本大臣退室） 

○宮本座長 報道機関の方におかれましては、退室していただきますようにお願いいたし

ます。 

（報道関係者退室） 

○宮本座長 今回、構成員の交代がございますので、御報告いたします。 

 福岡県福岡市こども未来局こども部長、金子孝之様が御退任となり、新たに千葉県千葉

市こども未来局こども未来部長の植草栄司様に御就任いただいております。 

 また、香川県宇多津町保健福祉課長、宮脇健司様が御退任となり、後任として、同じく

同町保健福祉課長の磯崎哲夫様に御就任いただきました。 

 植草様、磯崎様の順に、御挨拶をお願いいたします。 

○植草構成員 皆様、おはようございます。 

 ただいま御紹介いただきました、千葉市こども未来局こども未来部長の植草栄司と申し

ます。今回から参加させていただくこととなりました。 

 勉強不足のところもございますけれども、本日の会議を含めまして、よろしくお願いい

たします。 

○宮本座長 ありがとうございます。 

 磯崎構成員、お願いします。 

○磯崎構成員 おはようございます。 

 宇多津町保健福祉課長の磯崎と申します。私も、４月から、このたび保健福祉課長とし

て本会議に参加することとなりました。分からない点が多いですので、皆様の意見を聞き

ながら地方に生かしていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 ○宮本座長 ありがとうございました。 

 また、今回、事務局の幹部においても異動がございましたので、内閣府、文部科学省、

厚生労働省の順に一言ずつお名前を御紹介いただきたいと思います。 

 まず、内閣府からお願いいたします。 

○三上政策統括官 このたび、内閣府の政策統括官に着任いたしました、三上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○酒田大臣官房審議官 同じく、内閣府政策調整担当の審議官に着任いたしました、酒田

でございます。よろしくお願いいたします。 

○宮本座長 文部科学省、お願いいたします。 

○髙口大臣官房審議官 このたび、文部科学省総合教育政策局担当審議官に着任いたしま

した、髙口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○石塚課長 同じく、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長の

石塚と申します。よろしくお願いいたします。 
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○宮本座長 続いて、厚生労働省、お願いいたします。 

○岸本内閣審議官 厚生労働省子ども家庭局担当審議官の岸本と申します。よろしくお願

いいたします。 

○中野課長 同じく、子ども家庭局家庭福祉課長の中野でございます。よろしくお願い申

し上げます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 議事に入る前に、事務局から幾つかお願いがございますので、お願いいたします。 

○飯田参事官 事務局の内閣府子どもの貧困担当参事官の飯田でございます。私も、８月

１日から着任いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 本日、皆様も御案内のとおり、Zoomによるオンラインの会議でございますので、幾つか

御留意いただきたい点を改めて私から御説明差し上げたいと思います。 

 まず、今後、議事を進めるに当たりまして、いろいろ御発言があるかと思いますが、御

発言をする際には、こういった形で、まず、手を挙げていただけると分かりますので、手

を挙げていただきたいということが１点でございます。手を挙げていただいて、お名前を

御発言の際におっしゃっていただきまして、できれば、御指摘の資料の資料番号やページ

数、あるいは、ここのページのこの内容ですよといったことをお伝えいただけると、大変

助かります。 

 また、本日、８号館から御出席されている方とそれ以外から御出席されている方がいら

っしゃいますが、８号館以外の場所から参加されている皆様におかれましては、御発言を

するとき以外は、こちらのパソコンのZoomをミュートの形にしていただければと思います。

一方、今回、８号館の会議で参加されている皆様におきましては、こちらの卓上のマイク

を使って御発言いただければと思います。 

 なお、本日でございますが、新型コロナウイルス感染防止のため、傍聴者の方や報道関

係者の方は別室のモニターで議論を視聴するという形を取らせていただいております。本

日の議事の結果につきましては、後日、議事要旨をホームページに掲載することといたし

たいと考えております。 

 私からは、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 議事に入ります。 

 本日の議事と出席者は、議事次第、座席表のとおりです。 

 配付資料につきましては、議事次第のとおりですが、全てそろっておりますでしょうか。 

 不足がある場合はお知らせいただきますようにお願いいたします。 

 議事説明に入る前に一言申し上げますが、昨年、大変頻繁にこの会議を開きまして、大

綱に対する提言を取りまとめたところでございますけれども、その時にはこの新型コロナ

ウイルスの発生が全く予想もされないことでございまして、その点、子供の貧困に関して

は、平常な時期における貧困対策ということで、それはそれとして大変力のこもった提言
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ができたと思っておりますけれども、それが済んだ途端にこういう新型コロナウイルスに

よる大変な事態に陥りまして、これは子供だけではありませんけれども、子供の貧困に関

する有識者会議においては、この子供が陥った状況、子供ということはその家庭がもちろ

ん前提でございますけれども、そういう非常に厳しい事態の中で、改めて子供の貧困に対

する取組が今スタートをしようとしているということだと思っております。 

 本日、こういうZoomでの会議でございますけれども、その辺りも踏まえてたくさん御意

見をいただければありがたいなと思います。 

 初めに、子供の貧困対策の推進に関する法律第７条に基づく公表に関して、政府より令

和元年度の主な取組及び施策の方向性について、簡単に御説明をお願いしたいと思います。 

 内閣府、飯田参事官からお願いいたします。 

○飯田参事官 内閣府の飯田でございます。 

 お手元に、こちらの議題という形で、資料１－１、１－２、１－３という形でお配りし

ているかと思います。 

 順番は振り替わりますが、まず、資料１－２は、法７条公表の関係で、今、座長からも

御説明がございましたように、貴重な御意見をいただきまして、昨年11月、大綱をまとめ

たわけでございますが、その大綱の中でまた新たに39の指標が盛り込まれてございますけ

れども、こちらの指標の実施状況をまとめたものでございます。なお、赤字につきまして

は、昨年11月の新たな大綱に基づきまして新たに追加させていただいた指標を入れさせて

いただいているという状況でございます。 

 続きまして、資料１－３は、子供の貧困対策の関係で、私ども内閣府も含めて各省で様々

な施策を取っているわけでございますが、こちらの施策につきまして、大綱の分類に応じ

まして昨年度どのようなことを実施したかを取りまとめたものでございます。 

 順番を前に戻らせていただきますが、そのうち、今回、資料１－１につきましては、こ

ちらの資料１－３でまとめさせていただきました施策のうち、昨年度新規に実施したもの

あるいは非常に拡充したものをピックアップさせていただいておりまして、こちらの資料

に沿いまして、内閣府の私からと、後ほど、文部科学省さん、厚生労働省さんから御説明

差し上げたいと思います。 

 私ども内閣府でございますけれども、資料１－１の２ページ目を御覧いただければと思

います。 

 「５．施策の推進体制」がございます。 

 まず、子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業の推進となってございますが、従

前より、内閣府では、自治体に対しまして、自治体が、地域の子供の貧困の実態を調査す

る、そちらの調査の結果を踏まえて計画を策定する、あるいは、子供の居場所づくりとか、

地域の関係者間のネットワークを構築するような場合に、交付金によって支援をしてきた

わけでございます。昨年でございますけれども、子どもの貧困対策の推進に関する法律が

改正になりまして、都道府県だけでなく市町村に対しましても努力義務という形で計画の
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策定をお願いしている状況でございます。こうした中、私どもも交付金を使いましていろ

いろな支援を行っているということでございますけれども、後ほど参考資料３を御覧いた

だければと思うのですが、市町村の計画の策定状況でございますけれども、昨年の夏の段

階で145市町村ほどだったものが今年の夏の段階で約665市町村と大幅に増加しているとこ

ろでございます。改めて子供の貧困が課題となる中で、いろいろな市町村に御尽力いただ

いてこういった計画をつくられたことに感謝を申し上げたいと思います。引き続き、内閣

府といたしましても、こういった計画策定の支援に努めてまいりたいと考えてございます。 

 その後、次の下でございますけれども、昨年の法改正に伴いまして、衆議院の委員会決

議、参議院の附帯決議におきまして、子供の貧困に関する調査が全国的に実施されるよう

に努めることとされたところでございます。これを踏まえまして、今年３月のこちらの有

識者会議の場でも御意見を賜りましたが、自治体が実施する子供の貧困に関する実態調査

の参考となるよう、子供・親向けのアンケートの共通項目案を作成し、公表させていただ

いたところでございます。 

 内閣府からは、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 文部科学省、石塚課長、お願いいたします。 

○石塚課長 文部科学省でございます。 

 文部科学省におきましては、主に３つの観点からの取組を進めておりまして、まず、幼

児期から高等教育段階までの切れ目のない教育費負担の軽減、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推進、地域の教育資源を活用した子供の貧困対策の推進と

いう観点から取り組んでおります。 

 資料の「１．教育の支援」が文部科学省の部分になります。文科省の取組の中でも、教

育の支援を中心に御説明したいと思います。 

 まず、幼児教育・保育、高校教育の無償化でございます。昨年５月に子ども・子育て支

援法の一部を改正する法律が施行されまして、令和元年10月から、３歳から５歳までの子

供、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供につきまして、幼稚園等の費用を無償化

するということが行われております。また、後段にございますけれども、大学等における

修学の支援に関する法律も成立いたしまして、具体的には、その次のマル(○)にございま

すけれども、高等教育の修学支援新制度ということで令和２年４月から施行されているも

のがございます。 

 ２番目のマル(○)にございますけれども、意欲ある子供たちの進学を支援するために、

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生などの経済的に修学困難な学生等を対象と

して、大学等の授業料等減免制度の創設、給付型奨学金の支給の拡充を行っております。

例えば、授業料等減免でございますと、国公立の入学金28万円や授業料54万円までの減免

を実施する、それに係る費用について公費から支出するというものになっております。ま

た、給付型奨学金につきましては、日本学生支援機構が実施するものでございますけれど
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も、例えば、国公立の住民税非課税世帯の自宅生であれば35万円、自宅外生であれば約80

万円といった給付型奨学金の支給の拡充を行っているところでございます。 

 今後とも、文科省におきましても、この新制度や無利子奨学金等の負担軽減策を着実に

実施していきたいと考えておりますので、それを通して、安心して学べる環境の整備の推

進に努めてまいりたいと考えております。 

 文科省からは、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 続きまして、厚生労働省、中野課長、お願いします。 

○中野課長 厚生労働省家庭福祉課長でございます。 

 厚生労働省としましては、資料１－１、２．生活の安定に資するための支援、３．就労

の支援、４．経済的支援の順番に基づいて、主な施策について御説明申し上げたいと思い

ます。 

 まず、「２．生活の安定に資するための支援」、１つ目のマル(○)、妊娠・出産期から

の切れ目のない支援でございまして、子育て世代包括支援センター、いわゆるネウボラと

言われているものでございますが、これは母子保健法にも位置づけられまして、健診等の

母子保健サービス、地域子育て支援拠点等の子育て支援サービス、こうしたものを一体的

に支援するものでございます。実施市町村数は、2019年４月１日現在の直近の数字で、983

市区町村で実施、箇所数にしますと1,717か所という状況でございますが、2020年度末まで

に全国展開ということで前向きに進めているところでございます。次に、女性健康支援セ

ンターは特定妊婦健診等に対する産科受診支援等を行うということでございます。実施主

体が、都道府県、指定都市、中核市でございます。これは令和元年７月１日現在の数字で

ございますが、全国81か所。令和２年度の事業としまして、若年妊婦等に対するSNSの活用、

アウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保、こうした事業の拡充を図って

いるところでございます。 

 次のマル(○)、生活困窮者の支援でございますが、生活困窮者自立支援法に基づきまし

て、生活保護に至る前から早期に支援をするということで、生活困窮状態からの早期の脱

却を目指すという制度でございますが、相談支援、就労準備、家計改善、こうしたものを

一体的に支援するという形で施策を進めているところでございます。 

 続きまして、「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」

でございます。 

 ひとり親家庭の親への就労支援でございますが、マザーズハローワーク等以外でも、雇

用保険を使えない方を対象にしまして、資格取得、学び直しの支援、これはもちろんハロ

ーワークも連携しながら実施しているところでございますが、ひとり親を含む子育ての女

性に対するきめ細かな就労支援ということで、１つ目は自立支援教育訓練給付金、細かい

ところは後ろの資料のところを御覧いただければと思うのですが、簿記あるいは介護職員

初任者研修みたいな教育訓練を受けるための受講支援、あるいは、資格取得ですね。もう
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少し高度な、例えば、看護師、保育士、OT、PTですね。高等職業訓練促進給付金という資

格取得に必要な給付金を支給するという施策も実施しているところでございます。 

 続きまして、「４．経済的支援」に資する施策ということで、今年度法改正をした施策

の御紹介をしたいと思います。 

 １つ目のマル(○)でございます。年金法と一体的に改正いたしまして、児童扶養手当制

度の着実な実施というところで障害年金との併給の見直しを行いました。１つ目は、その

併給の見直しとは違うのですが、支払回数を年３回に、４か月に１回をまとめて支給とい

う形を、より緻密に支給するということで、２か月に１回、年６回支給という形で、昨年

度の11月から実施しているところでございます。あわせまして、併給の見直しは児童扶養

手当は収入の要件と併給調整の要件がありまして、障害年金を受けていると併給調整をさ

れてしまうというところなのですが、障害年金全部、本体部分の６万5,000円相当の部分に

ついては併給調整の対象から外しまして、子供がいるところで加算される部分と丈比べを

して不足分を支給するという形に見直しをしました。したがって、これは当然ながら支給

される要件が増えるということで、より受けやすくなるという改正がなされているところ

でございます。ですから、一部分との差額調整という形になる分、受ける可能性が高くな

るということで、これは令和３年３月分から実施しているところでございます。 

 あわせまして、税制上の対応ということで、婚姻をしているかどうか、男女の差なく、

未婚を含むひとり親全ての家庭に対して、ひとり親控除、所得税35万円、個人住民税30万

円を実施する税制改正をいたしております。 

 最後のマル(○)、養育費の確保の推進でございまして、これは主に法務省において制度

改正を実施されているところでございます。法務省で民事執行法の改正によりまして、養

育費に関する情報開示を裁判所に求めやすくする、財産状況の調査の関係機関への周知に

よって養育費の確保の推進を図るという法改正がなされました。こうした取組を受けまし

て、厚生労働省におきましても、養育費の問題について法務省と連携しまして、厚生労働

省としては、自治体において、独り親家庭の相談体制、相談の対応をしているわけでござ

いますので、よりこうした養育費の確保に対して法律的な相談をしやすいように弁護士の

相談体制を拡充するとか、あるいは、より先駆的な地域についてモデル事業を実践すると

いう取組をしておりまして、来年度に向けて概算要求でもこうした養育費に対する確保の

推進についてしっかり取り組んでいきたいと思っております。 

 厚生労働省関係は、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 ここまでの御説明について、御質問、御意見等はございますでしょうか。どなた様でも

手を挙げていただければと思います。何か御発言はございませんでしょうか。 

 渡辺構成員、手を挙げていらっしゃいますね。お願いします。 

○渡辺構成員 ありがとうございます。 

 NPO法人キッズドアの渡辺です。よろしくお願いいたします。 
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 どなたもいらっしゃらないようなので、前回から引き続きやらせていただいている者と

して、まずは、この会議がまた開かれまして、呼んでいただいたこと、どうもありがとう

ございます。また、今、御説明がありましたように、非常にいろいろな施策が進んでおり

まして、昨年度は大綱の見直しにも踏み入ったことは非常にありがたいと思っております。 

 子供の貧困に関しては、私たちは現場で日々子供たちと接しているのですけれども、非

常に国が早く動いてくださっていろいろなことが進んでいるなというのは実感しているこ

とでございますが、一方で、先日も発表されましたけれども、実際の子供の貧困率ではそ

れほどの改善が見られなかった、13.9％が13.5％になっているという状況で、いろいろな

ことをやっていますけれども、なかなか格差が縮まるとか貧困が改善するというところに

までは踏み込めていないのかなというところが実感するところです。 

 これから指標のお話とかも出てくるかと思うのですけれども、今、新型コロナウイルス

の中でも、雇用の問題といいますか、非正規の保護者の方とかがすごく大変な状況にあっ

たりとか、若者はこの新型コロナウイルスで本当にたくさんの方が進学もできず就職もで

きずみたいなことになるのではないかというところで、そうはいっても、ちゃんと生活が

できる、収入が得られるということが大事だと思うので、そういったことがこれからいろ

いろな議論ができて進んでいけばいいなと思っております。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 海野構成員、手を挙げていらっしゃいますね。お願いします。 

○海野構成員 ちょうど新型コロナウイルスが最盛期の５月頃に連休に入りましたよね。

その前に、いろいろ、パートさんとか、派遣さんとか、働けなくなる状況だという相談が

盛んにあったわけです。そのときに、とりあえず行政も全部休みに入ってしまって、福祉

事務所もお休み、母子福祉センターも全部連休に入ってしまった。本当に収入がなくて困

ってしまった状況で相談する相手もないという状況ができてしまったわけですね。その方

たちが地域で支えられて何とかなったけれども、そこでひょっとしたら自殺者も出たかも

しれない状況の中で、相談に行くところが１か所もないことは問題点だったと思っており

ます。 

 学童などに子供を入れている人はいいのですけれども、学童ではなくて、ダブルワーク、

トリプルワークをしている人は、子供が帰ってくる時間の前後を働いているわけですね。

その時には、今までいたからいいけれども、学校に行けなくなって、預ける所もなくて、

そうすると、子供を１人で置いておく時間がすごく増えてしまって、学童は誰でも行ける

というわけではなくて今まで行っていた人が行けるという問題で、新規に急に入れないわ

けですよ。そうすると、そういうお子さんが宙に浮いた形で子供だけでいるのはやはり心

配で、親が働きづらいということですね。 

 たまたまお母さんが手術をしなければならないという時に、いろいろ預ける場所を探し
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たのですけれども、最終的には児童相談所にも相談したのですけれども、コロナ期だから

とか、満室だからとかと言って、預かってもらえないで手術が延びてしまったという状況

があって、いざとなると仕組み的にはどうなのかなという状況がいっぱい出てきました。 

 リモートと言われても、母子家庭のお母さんなどはパソコンなどはほとんど持っていな

いのですよね。ちょうど受験を控えているお母さんなどはどうなってしまうのだろうかと

心配で仕方がなかったという状況も出てきております。お母さんたちも、お金もないから、

働かないと。リモートでできる仕事をやっている人は僅かなのですよ。そうすると、働き

に出なければいけないのですよ。販売とかなんとかとやっている方たちは働きに出なけれ

ばならないけれども、その間が本当に心配で、今までだったらちょっと帰ってくる時間帯

でうまく調整していたものを、朝から全部子供が１人でいるわけですよね。そうすると、

心配ですということがありました。 

 自宅にいると、３食作らなければならない。おやつから何から手配をしなければならな

い。今までの経済状況と全く違ってしまって、本当に経済的に苦しいという状況が出てき

たという現実があります。 

 やはり、いざとなって子供さんが手術でも預けられないという状況はちょっと問題なの

で、病院でも何でもいいのですけれども、子供さんを一時的に預かってくれるような仕組

みがないと、お母さんは、母子家庭の場合は特に預ける人がいない、親戚でも何でもそば

にあればいいのだけれども、いない人たちは本当に苦しんだという現実があったわけなの

で、そこのところの解消ができないと、いつまでも、何かあるたびに、災害があるたびに

行き着くところかと思いましたので、その点もいろいろ考慮して、本当に貧困とは何なの

だろうかと元からまた考え直す機会ができたのかなと判断しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 ただいまの御発言は母子家庭のことを非常につぶさに見ておられる海野構成員であるか

らこその御発言ですが、この次の議題の中で新型コロナウイルス感染拡大を踏まえてとい

うことで議題が出ておりますので、そこを含めた形でこれからまた意見交換ができればと

思います。 

 どうでしょうか。それ以外に御発言がありましたらお願いいたします。新型コロナウイ

ルスのことについては、次のところで御発言いただきたいと思います。 

 あしなが育英会の水橋さん、お願いします。 

○水橋構成員 水橋でございます。 

 本日も、お呼びいただき、ありがとうございます。 

 改めて、元年度の取組について、特に僕自身の話でいうと、この進学費用の支援はすご

く大きくて、今年度にかかるお金に対して、やはり新型コロナウイルスの状況もあったの

で、どれぐらい支出があるのかという不安があった中で、ほぼ学費は払わなくても済むよ

うな状況になったというのはすごく大きなことだったと思っております。この話は僕だけ
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ではなくて学生間の中でもすごく話題として出ているという現状があって、そういった現

状を踏まえて、改めてそれだけ学費を払わなくていいとなった時に、家庭の中でどういっ

たことに改めてお金を使うべきなのだろうかとか、兄弟がいる家庭だったら下の子にどう

いうふうにお金を回したらいいのだろうかとか、進学費用に関することとか、それに準ず

るところでお金の使い方を改めて理解する必要があるなというのは、今回支援していただ

いたところから感じたところでした。 

 今回、５年間ぐらいの施策の実施をした上で、全体として、生活困窮者世帯とか、障害

を抱えた子供とか、具体的に分かりやすい、こういった子供なんだなというのが分かりや

すい施策と、学習支援事業とか、結構包括的に総合的に支援しているところで、結構そこ

の見えてこない子供たちの姿はあるのかなと思っていて、日常により近い支援、学校での

学習支援に子供の貧困のリスクを認知してもらう必要があるのではないかと個人的に感じ

ております。 

 僕も教職課程を取っている途中なのですが、僕の大学だけかもしれませんが、子供の貧

困への理解を教職課程で感じるところはあまりなかったり、教職員の方とお話しすること

もあるのですが、なかなか子供の貧困の理解を強く感じたタイミングがないというのが個

人的に感じているところですので、改めて、総合的に支援していくところに関して、より

子供の貧困に対する理解、どういった家庭の子供がいるのかというところを見ていってあ

げられるといいのかなと思っております。 

 今年度の施策については、以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。そのほか、御質問、御意見はございますでしょう

か。  

 山野構成員、お願いします。 

○山野構成員 大阪府立大学、山野です。よろしくお願いします。 

 本当にたくさんの施策を打ってくださって、今、御発言がありましたように、大学生の

支援とかは変化が起きているなとは感じているところです。 

 ここでお話しするのか、場所がここでいいのか分からなかったのですけれども、今の水

橋構成員のお話につながるので、発言します。一つは、大臣が御挨拶で発言されたことと

今の水橋構成員の御発言と重なるところでもあると思うのですけれども、支援の必要な人

で、障害とか、生活困窮とかというところは分かりやすいけれども、子どもの学習支援と

か、社会体験とか見えていないところに支援のアクセスをよくしにくいというか、つなが

りにくいというところだと思うのです。そこは私もずっと何回も発言しているので、多分

構成員の皆さんは何回も聞いてくださっていて申し訳ないと思うのですが、全ての子供た

ちがつながっていく仕組みをつくるためには、今年度の施策というより、長期的に政府か

らガイドラインをつくっていくとか、例えば、イギリスであれば、「Working together to 

safeguard children」というふうに、教育や福祉や医療というメンバーが、リスクのある、

真っ赤なリスクではない子供たちもケアにつながっていけるように、全ての子供が通って
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いる学校からつながっていくような仕組みができています。そのためには、今おっしゃら

れた教職課程の必須化みたいなことは、中央教育審議会でも何度か言わせていただいたの

ですけれども、福祉科目がないとそこにつながっていかない。つまり大きく２つです。１

つは、こういったチームを組んでいくことのガイドラインを政府として法的根拠の下に作

っていただけないか。このような方向性が、時間がかかり、今年度どうこうという話には

なりにくいとは思うのですけれども、今後、やはり必要ではないかと。今の海野構成員の

お話もそうです。新型コロナウイルスが起きた場合もそうですし、貧困対策としての今年

度施策のお話の中でもやはり思ったところです。ガイドライン的な大きな何かが出せない

のかということ。 

 もう一つは、文科省で、ここで何度か報告させていただいた、スクリーニングを推奨す

るホームページをアップしてくださいました。子供たちのリスクから子供食堂等にリファ

ーしていくという仕組みを作っていくものです。後で、もし画面共有できたらと私も思っ

ていたのですけれども、文科省でそれを全国の教育委員会にも紹介してくださいました。

つながっていくような仕組みを実際的につくっていくこと、この２つです。大きなガイド

ライン的なものを作っていくことと実際につながっていくことの２つを作っていかない限

り、難しいのではないかと思いました。 

 最後にもう１つ、３点目は、それを地域で全てを一緒に包括的に行う方法を考えられな

いかです。高齢者の地域包括の中で、全て子供も高齢者も障害者も含めて家族アセスメン

トをし、家族の課題としてリファーしていけるような仕組みをつくっておられる町もあり

ます。石川県津幡町なのですけれども、そういったところの仕組みを何とか入れていかな

いと、せっかく施策をつくってくださったことが、必要な人に利用されていかないのでは

ないかと。今年度の施策をより必要な人に利用していただくために、もう一歩手を打って

いく必要があるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 全ての子供につながるということは非常に重要な課題で、なかなか必要な子供にたどり

着かないという現実があるわけですけれども、山野構成員がそういう御発言をされたと思

います。学校からのスタートに関しては、これも重要なポイントですけれども、実はいろ

いろなところで耳にすることは、学校の先生方の余裕は全くないと。全ての子供につなが

るような学校からのスタートの体制をつくるためには、学校における教員数あるいはソー

シャルワーカーその他の数を増やさない限りは、とてもこの課題に応えることはできない

ということでありまして、その辺りのところも重要な課題ではないかと思います。 

 そうしましたら、時間の問題もありますので、とりあえずこの課題はここまでにしてお

いて、次の議題でありますところの新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた子供の貧困対

策に進みまして、今御発言いただけなかったことについても、そこでまた出していただけ

ればと思います。 



13 

 

 まず、事務局より説明をお願いします。 

 内閣府の飯田参事官から、お願いいたします。 

○飯田参事官 内閣府でございます。 

 議題の２「新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた子供の貧困対策に資する主な施策」

という形で、新型コロナウイルス感染症が発生した後に、政府として子供の貧困関係に資

するという観点からいろいろな対策を採っておりますが、そういった取組の主な施策をま

とめたものがお手持ちの資料２でございます。私からは、資料２のうち、内閣府の施策を

中心に御説明差し上げたいと思います。資料２ですが、大綱の柱立てに沿って整理をさせ

ていただいております。 

 ３ページ目の「４．経済的支援」でございます。 

 まず、最初の特別定額給付金は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計の支援を行うため、

１人当たり10万円の給付を実施したわけでございますが、特別定額給付金の支給を行って

ございます。 

 ２つ目の黒ポツでございますが、子育て世帯への臨時特別給付金も、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つといたしまして、児

童手当を受給している世帯に対しまして、対象児童１人につきまして１万円の臨時特別の

給付金を支給しているところでございます。 

 続きまして、４ページ目の５番の柱書き、「５．その他」のところでございます。 

 最初のところでございますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でご

ざいます。こちらは、新型コロナウイルスの感染拡大の防止とともに、感染の拡大の影響

を受けている地域経済や住民生活を支援して地方創生を図るために、地方公共団体が地域

の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できるように、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を創設しております。こちらでございますけれども、実際に自治体

で子供の貧困対策の関係でどのような事業をされているかを申し上げますと、例えば、子

供食堂の代替といたしまして、お弁当や食料を届ける、いわゆる宅食などに活用されてい

ると伺ってございます。 

 続きまして、その下でございますが、２番目に休眠預金等活用制度における新型コロナ

ウイルス対応緊急支援助成でございます。民間公益活動を促進するための休眠預金等に係

る資金の活用に関する法律に基づきまして、休眠預金等を活用いたしまして、子供・若者

支援とか、生活困難者支援とか、地域活性化支援等につきまして助成を行っているところ

でございます。こちらの制度をいかしまして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊

急助成を行っておりますが、こちらも子供の貧困対策との関係での実例を申し上げますと、

例えば、支援団体が子供の居場所とフードパントリーによる食材配付の双方を両立して行

えるようにするために必要な費用とか、あるいは、休止していた子供食堂に対する再開支

援・新規立ち上げの支援などに活用されていると伺っております。 

 次に、３つ目のところは、内閣府、文科省、厚労省で共同事務局を務めさせていただい
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ておりますが、民間から募った資金によります子供の未来応援基金による支援でございま

す。こちらは、基本的に年に１回、支援団体を募りまして、いろいろな居場所づくりや様々

な支援を行っているわけでございますけれども、今回、新型コロナウイルスを受けまして、

緊急に毎年１回やっているものにプラスをしまして、今年７月ですけれども、緊急支援と

いう形で5,000万円ほど支援を行っております。申請いただいた団体は151団体、そのうち

20団体を支援いたしまして、おおむねどういった内容で活用されているかということを申

し上げますと、やはりコロナ対策でございますので、例えば、今まで子供食堂を運営して

いたわけでございますが、３つの密を避けるという観点から宅食に一時的に事業を切り替

えた場合の支援とか、オンラインで無料相談や学習支援事業を実施したい方のためにタブ

レットを買うといった形の支援、あるいは、お米の配送に使えるチケット配付を行うとい

った支援をしたいので助成といった形で、いろいろな形で支援をしているところでござい

ます。 

 続きまして、文科省と厚労省からまた御説明いただければと思います。 

○宮本座長 文科省の石塚課長、お願いいたします。 

○石塚課長 文科省につきましては、同じく資料２の「１．教育の支援」でございます。

上から順に御説明いたします。 

 上の２つにつきましては、１次補正、２次補正におきまして、各大学等が行う独自の授

業料等の軽減措置を実施するための経費の支援をしております。 

 その次のポツですけれども、「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」を創設し

ております。これにつきましては、家庭から自立してアルバイトなどによって学費を賄っ

ている学生の収入が新型コロナウイルス感染症によりまして大幅に減少するという状況が

生じております。そういった形で修学の継続が困難になっている学生に対して、「学生支

援緊急給付金」を創設して現金を給付するということでございます。具体的には、住民税

非課税世帯の学生につきましては20万円、その他の学生についても10万円ということで創

設したところでございます。 

 その下の子供のための体験活動等への支援でございます。全国の学校におきまして、臨

時休業、スポーツ・文化イベントを中止せざるを得ないという状況になっています。それ

によりまして子供たちの体験活動の機会が失われているということがございますので、

様々な青少年教育団体等を活用しまして、自然体験活動や運動・遊びの機会を創出すると

いう取組をしております。 

 その下でございます。修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援、その下の

ポツにありますけれども、学校給食休止への支援がございます。新型コロナウイルスによ

りまして、修学旅行等の中止・延期によってキャンセル料等が発生するということがござ

いますし、学校給食が休止になるということがございます。臨時休業期間中の学校給食費

について保護者への返還等を行うことを学校設置者に要請しておりまして、そういった負

担が生じた場合の支援を行っているものでございます。こちらにつきましては、令和２年
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度以降も、先ほどの臨時交付金を活用して同じような取組が継続できることになっており

ます。 

 最後のポツのところは、学習保障等に必要な人的体制の確保でございます。退職した教

員や教育課程の大学生などを緊急的に配置して学びの継続を支援していくといった予算も、

第２次補正において計上しているところでございます。 

 文部科学省からは、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 厚生労働省、中野課長、お願いします。 

○中野課長 私から、厚生労働省分、資料２の「２．生活の安定に資するための支援」を、

順番にポイントを絞って御説明申し上げたいと思います。 

 ２ページです。 

 ２.の１つ目の黒ポツ、住居確保給付金について、休業等で収入が急激に減ってしまった

方が結構たくさんいらっしゃるということで、もともとは離職・廃業の方が給付条件なの

ですが、そこに至っていない方に対して、住居を失うというのは大変な話だということで、

一定期間、家賃相当額を支給できる仕組みをつくって拡充してございます。もともと離職・

廃業だったものが、離職・廃業に準ずる方に対しても給付をできる、収入が減った方にも

できるということでございます。原則３か月間ということで、細かく要件が決まっている

のですが、東京都特別区で３人世帯の場合はおおむね６万9,800円でございます。なお、こ

れは、求職活動を行っているという条件の下、最長９か月まで延長する措置を講じている

ところで、住宅を失わないように支援をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、臨時休園に伴う保育料の減免、ベビーシッター、放課後児童クラブ、こう

した取組を通じて、お子さんの支援、預かりみたいなものに対するニーズに応えるという

取組を行うとともに、下から２つ目、生活困窮者への支援の強化というところで、先ほど

相談のニーズにどう応えるかというところもございましたが、福祉事務所等の面接体制の

強化というところで、人員体制の強化のみならず、電話・メール・SNSを活用したところで

相談支援体制の強化を図っているということでございます。 

 一番下の黒ポツのところは、前半の議論でもございましたが、こうしたコロナ禍でお子

さんに対する隠れた支援ニーズがあるのではないかというところがございました。特に、

新型コロナウイルスで子供食堂等も休業に至るところがあるという状況の中で、子供さん

がどういう状況になっているかというところを把握できる、そうした見守りの機会を強化

する必要があるというところで、新たに支援対象児童等見守り強化事業を実施させていた

だいているところでございます。これは、２次補正で、市町村事業で１か所が800万相当で

すね。市町村で、NPO等、いろいろな団体と連携をしていただきまして、例えば、子供食堂

とか、学習支援とか、子供食堂が難しければ子供宅食みたいな形で、様々な地域の実情に

合った形で子供の見守り体制を強化する事業を民間と連携をして実施していただくことを

想定した事業でございます。既に募集が始まっておりまして、今、最初の内示をしたとこ
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ろでございまして、追加の募集については、つい先頃、先週から開始している状況でござ

います。まだ必ずしもこの事業について周知し切れている状況ではありませんので、しっ

かりこうした事業を、市町村、社協、地域のNPO等の団体と連携しながら進めていくという

形にしたいと思っております。なお、この事業を実施することを通じて、虐待防止を図る

という観点で要対協も連携をした取組をしっかり進めていって、地域のお子さんの状況が

把握できるような、そうしたネットワークをしっかり進めていくという取組を進めていき

たいと思っております。 

 続きまして、３ページです。 

 「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」を御覧いただ

ければと思います。 

 学校休業に伴いまして、子供さんのお世話をするためにどうしても仕事を休むあるいは

離れざるを得なかった親御さんに対する支援でございまして、一つは、労働者の休職に伴

う所得の減少に支援というところで、正規・非正規を問わずに、労働基準法上の年次有給

休暇を除く特別な有給休暇を取得させた企業に対して助成をするということでございまし

て、これは、賃金相当額でございますが、マックスで１万5,000円まで拡充しているという

ことでございます。また、最後の２行のところに書いてございますが、自営業、個人事業

主の方に対しても支援をするという給付金をつくっておりまして、もともと１日当たり

4,100円だったところを7,500円まで拡充しているということでございます。 

 続きまして、「４．経済的支援」でございます。 

 １つ目と２つ目、定額給付金と子育て世帯への臨時特別給付金は内閣府から御説明があ

りましたので、３つ目の黒ポツですね。低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金を御説

明申し上げたいと思います。これは、子育てと仕事を１人で担う低所得のひとり親世帯の

方々に対する臨時特別給付金を支給するということでございまして、３つほどの類型に分

けて支給させていただいているところでございます。１つは、児童扶養手当を受けている

方。２つ目、その児童扶養手当は支給停止になっているのですが、児童扶養手当と併給調

整をするような公的年金を受けている方。最後、児童扶養手当等については、前年の所得

を対象とするということでなかなか支給対象にならない、つまり、前年所得を見ると支給

対象にならない方で家計が急変して収入が減少した方に対しても併せて支給することにな

っております。１世帯５万円の支給で、この家計急変の方を除いて、児童手当を受けてい

る方等に対しては、さらに収入減少であれば追加で５万円を支給するという手厚い支援を

行っているところでございます。 

 併せまして、次の黒ポツですね。緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度でございます。

これは生活福祉資金ということで、全国の社会福祉協議会でこうした生活資金の特例貸付

を行っているところでございます。上限については、20万円でございまして、かなり緩や

かな要件で、しかも手続上も郵送で認めるという形で実施してございます。償還免除の仕

組みがついた上で支援をしっかりしているということでございます。 
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 その後、社会保険料の免除等々も行っております。詳細については割愛させていただき

ますが、電気・ガス等々の公共料金の免除等も行っているということでございます。 

 最後、４ページです。 

 「５．その他」でございます。 

 一番下の黒ポツを御覧いただければと思います。先ほどなかなかお子さんを預かってい

ただくのが難しいというお話もありました。そこで、非常に要件の柔軟ないろいろな助成

金を使っております。③を御覧いただければと思います。職員が感染症の徹底を図りなが

ら事業を継続的に実施していただくために必要な費用というところで、例えば、ホテル、

宿泊施設の借り上げをして、ひとり親のお母さんが新型コロナウイルスにかかった場合に

ついてのお子さんの預かりの場をつくる、そうした費用に対しても、補正予算で支援をし

ているところでございます。なお、④で看護師等の人件費と書いていますが、連絡調整を

するための人の配置についても、この補正予算の中で支援するという取組を行っていると

いうことでございます。 

 以上、縷縷(るる)申し上げましたが、様々な支援制度について情報を分かりやすくお届

けすることが併せて重要だと考えてございまして、この資料の中には載っていないのです

が、ひとり親に対する自治体の相談窓口に対しまして、分かりやすいパンフレット、情報

提供の費用、例えば、iPadを買って分かりやすい形で情報提供をするような仕掛けに対し

ても併せて補正予算の中で助成させていただいているところでございます。いずれにして

も、非常に多岐に渡って複雑な支援制度について分かりやすく情報提供する、そうした自

治体の窓口に対する支援にも併せて努めてまいりたいと思っております。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明を踏まえまして、現下の新型コロナウイルスの感染の状況を受けた子供

の貧困対策の在り方について、構成員の皆様から御意見を頂戴したいと思います。挙手を

して御発言ください。いかがでしょうか。 

 海野構成員から、よろしくお願いします。 

○海野構成員 今回、倒産や解雇とかで職を失った人たちが、即仕事が決まるわけではな

いので、先の見通しがつかないという現実で、精神的なことに陥っている人とか、今、全

体的に自殺も増えているという話なので、そういうところのフォローも必要だと思います。

お金だけではない。精神的に、どうしたらいいのだろうかと悩む人は悪いほうへ考えてい

くので、そこのところをフォローしていかないと駄目なのかなと。行政は、自分たちが固

定費をもらっているので、実際問題、解雇や倒産という実態をなかなか理解してもらえな

いというか、そういう事態もあるので、そういう最悪の事態になる前に精神的なフォロー

というか、そういうものも必要なのではないかと。 

 相談場所があるといっても、連休とか、祭日とか、ああいうものは全ての仕組みが全部

休んでしまうのです。そうすると、その人たちが相談に行く場所があるわけではないので
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す。あることを前提にして話すからどんどん追い詰められてしまうという現実が起きてい

ますので、本当に困っている人を救うためには、そういうフォローも必要だということを

分かっていただきたいと思っております。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 続いて、伊達構成員、お願いします。 

○伊達構成員 全国児童養護施設協議会の伊達と申します。よろしくお願いいたします。 

 私からは、今し方の皆さんのお話を聞いている中で、家庭の見守りの中で、かなり子供

たちの置かれている状態が悪くなって、家庭になかなか置いておけない状況が生まれてい

るので、その子たちをとりあえず預かる場所みたいなものが必要ではないかというお話が

出ていました。 

 これは実は児童養護施設に入所してくる子供たちとも重なる問題でして、児童養護施設

に入ってくる子供たちがとても増えている感じがしますし、その前の段階の児童相談所の

一時保護所が全国的に過飽和状態になっています。つまり、子供を預かっている場所が、

地域包括という考え方の中で、うまく家庭の見守りと結びついていないということで、こ

こら辺の問題が現れているのではないか。 

 つまり、家庭で見守り体制をきちんとやっていくということは、社会的養護の本当にベ

ーシックな課題だと思いますけれども、このコロナウイルス禍にあっては、見守りプラス

一時保護ということをかなりはっきりとした施策の方向性として打ち出していないと、見

守りが弱くなりますし、本当に見守りでは済まない状況の子供たちが見守りの中で放置さ

れるという問題になってしまいますので、ここのところを少し強化していく施策が必要な

のだろうと思います。 

 児童養護施設で何ができるか模索中ですけれども、今まで考えられていたようなシステ

ムでは、到底、この子供たちの貧困というか、社会的養育の課題に対応できなくなってき

ているのではないかと、そんな感じが強くしております。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。大変重要な御指摘かと思います。 

 私も、児童相談所の一時保護施設の過飽和状態についてはいろいろと聞いておりますけ

れども、子供はもちろんのこと、支援をする職員の負担の問題も非常に大きなものだとい

うことを聞いております。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 末冨構成員、お願いいたします。 

○末冨構成員 意見書は後にさせていただきまして、まず、資料２に関連してです。 

 先にお礼を申し上げておきますと、関係省庁の皆様、新型コロナウイルス感染症拡大の

中で、様々な対策を本当に官庁も大変な中で打っていただいたこと、厚く御礼申し上げま

す。 

 ただ、やはり長引いている中で幾らでも心配なことがあるというのが現状であるという
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ことは皆さんも認識を同じくされていらっしゃると思います。 

まず、内閣府が言及されました地方創生臨時交付金ですけれども、既に使い切って残高

がなくなっている自治体が相当数出てきているのではないかと思われますので、その部分

について追加的な措置がされるのかどうかということを懸念しております。とりわけ、小

規模自治体、財政力が弱い自治体は、高齢者も多くて、生活困窮者も多くて、困難な家庭

あるいは消毒みたいなものの支援が行き詰まってしまうのではないかということがとても

懸念されるところです。 

 厚生労働省にお願いしたいのが、学童は確かに困難な家庭の命綱でもありましたし、私

も学童がなければオンラインですら授業を再開できなかったと思うのですけれども、その

時に、特に感染症対策をしながら学童を開ける側にとっては補助事業の単価が安過ぎたと

いう問題があります。やはり追加の人員がいないとディスタンスを取りながら少人数での

ケアができなかったということで、学童の現場の皆さんには本当にすごいストレスの中で

お仕事をしていただいて子供たちを守っていただいたわけですので、単価の在り方につい

ての見直しがあるといいのかなと思われます。 

 文部科学省にお願いしたいのは、休校期間中に、私も再三、関係部局に申し上げました

が、なぜ日本の学校現場は子供をこんなに簡単に放り出せるのですかということなのです。

給食の提供を継続した基礎自治体ですら、千葉市、つくば市、三鷹市あるいは船橋市ぐら

いが私の知っている自治体で、恐らく８～９割の自治体は学校を閉じて何もしないまま終

わったのではないかと思うのですね。 

イギリスの休校期間の措置は、私も研究しているのですけれども、困難家庭とか、エッ

センシャルワーカー、医療・介護関係者などの子供たちは預かって食事の提供義務を政府

が課していたのですが、なぜ我が国においてそれができなかったのかということについて

は、再発防止も含めて所管官庁である文科省が検証し、かつ、もう一度そのような休校が

あった場合に、新型コロナウイルスの感染症拡大とともに、子供たちの命を守るというこ

とをどう両立させるのかについては、真剣に検討し、新しい方針を出さなければならない

と考えています。もちろん休校期間中に何回も通知を出していただいたことには感謝して

いますが、それでもなお日本の教育委員会は動きませんでした。このことについて重く受

け止め、改善をお願いいたします。 

 私も意見書で少人数学級について触れますけれども、とても大切なことなのですが、２

つ心配がございます。 

 １つは、教員のみを増やしたところで、困窮世帯の子供たちへの支援はそれだけでは改

善しない。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門職の増員、あ

るいは、特別支援教育のコーディネーター、学習支援員のようにサポートスタッフや専門

職の増員もなければ、子供の貧困対策は進みませんので、教員にのみ偏らない増員をお願

いします。 

 併せて、本当に数を増やすために、一番懸念しておりますのが、現在、加配定数として
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計上されております教員を基礎定数に組み込む形で、要するに、形式上、法令上の教員の

人数を増やしたことにしてしまって現場に人が増えないということだけはやめていただき

たいのですね。文科省の概算要求が事項要求となっていると報道されておりましたけれど

も、形だけで教員を増やしたことにするのではなく、本当に現場に教員と専門職やサポー

トスタッフが増える状態を実現していただかなければ、日本の子供たちの状況は何も良く

ならないということで、この点も強くお願い申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 そのほか、御発言はありますでしょうか。 

 工藤構成員、お願いします。 

○工藤構成員 あしなが育英会の工藤です。本当に本日はお疲れさまでございます。 

 コロナ対策ということで、私どもあしなが育英会の奨学金においても、ふだんの奨学金

にプラスすることで、４月に、奨学生、いわゆる奨学金を受けている遺児の子供たち１人

に対して15万円を一律にお送りさせていただきました。その時に、これは一部だと思うの

ですが、やはり生活保護を受けている家庭の方から、役所から指導があった、質問があっ

たと。これは生活費なのか、いわゆる教育費なのか、もし生活費であれば減額の対象とな

るということがあったそうです。これはどのぐらいの割合になるか分かりませんけれども、

こういう事例があるということは、自治体において、コロナ禍でありながらも結構相変わ

らずの尺度で、生活保護家庭に対しても厳しくそういうことを査定しているということが

見えてきた。やはりこういう状況であるからという大きな方針で、国から、理想的な、子

供を大事にする指導というか、そういうものがあってもいいのではないかと思いました。 

 ２つ目は、これはありがたいことなのですが、日本学生支援機構と私ども民間のあしな

が育英会が共同で、先般、来春大学に進学を希望する遺児の高校３年生約750人に対してオ

ンラインで奨学金の説明会を行わせていただきました。民間でできること、国としてでき

ること、これをお互いに協力して一つの画面を使ってそういう子供たちに説明したという

機会を設けました。これなどは、これから民間と国が協力してやっていくという一つの事

例になるのではないかということで紹介させていただきました。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 現在、民間と国とが協力するという事例がいろいろと出てきておりますけれども、今後

とも非常に重要なことだと思います。 

 そのほか、御発言はありますでしょうか。 

 磯崎構成員、お願いできますか。 

○磯崎構成員 宇多津町保健福祉課の磯崎と申します。今日は初めてですが、よろしくお

願いいたします。 

 今、私たち宇多津町の地方の目から今日は参加させていただいておりまして、皆様のお



21 

 

話を聞いて大変参考になっております。 

 現在の新型コロナウイルス感染症対策で地方創生臨時交付金をいただいておりまして、

ありがたく使わせていただいております。当庁でも宇多津町の応援給付金といたしまして

児童手当を高校生までに行き渡るように上乗せで３万円、児童扶養手当も１人当たり５万

円の上乗せ支給を、今、行っております。また、宇多津町では４月28日以降に生まれた方

についても10万円を支給する予定で、インフルエンザ予防接種についても、今、助成を検

討しております。現在、先ほど構成員さんがお話ししたとおり、地方創生臨時交付金の財

源をオーバーしておりまして、本庁では、財政力指数が高いため、逆に住民１人当たり１

万円ぐらいしか補助金が出ておりません。１人当たり４万円強の市町村もあります。財源

の高いところにとっては、今まで自主努力をして財政力指数を保っているもので、現在の

コロナ対策の事業として使われておりまして、非常に財政力指数を大幅に見直す必要に迫

られております。今後、その部分については国で御検討いただけたらと思います。 

 待機児童対策事業について、現在、こちらでも公立保育所がございます。私立保育園や

認定こども園の代替保育士の派遣事業は県でも行っておりますが、公立保育士の代替の派

遣事業が行われておらず、コロナ禍の影響の対応も踏まえながら国においても今後検討い

ただけたらと思います。 

 先ほど構成員さんがおっしゃられたように、小学校の休校時の対応について、我々も学

童保育を優先的に実施しましたが、学校教室の有効利用がなく、３密に近い状態で実施せ

ざるを得なかったので、今後、文部科学省と厚生労働省に連携いただいて、学校施設及び

教員も学童保育と連携して子供の見守りを含めた事業の構築をお願いしたいと思います。 

 児童館について、私どもでも子供の居場所づくりを、放課後児童クラブも含めて、現在、

建設予定ですが、建設費が数億円かかるのです。実際、次世代育成支援対策施設整備交付

金では約1,500～1,600万円の補助金しか出ません。今後は、保育所や認定こども園と同様

に、事業費の３分の１まで国に補助していただけるよう御検討いただけたらと思います。 

 また、コロナ禍の影響で、家庭での親子の時間が今までと違って長くなっておりまして、

お父さん、お母さん、子供のプライベートな時間が必要となっております。私自身、小学

生２名、高校生１名の子育て中ですが、毎朝毎晩子供と会話して、お互いにストレスを感

じないように毎日を過ごしております。今後は、子供の精神状態、健康状態を確認して、

子供との距離感を十分に保ちながら、コロナ禍の影響で虐待等のおそれがあるので、各自

がゆとりを持って、家庭が家族の居場所となる環境が大切だと思っております。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 そのほかにもまだ御発言があるかと思いますが、御発言の希望はいかがでしょうか。 

 そうしたら、発言をまだされていない方を優先するということで、道家構成員からお願

いできますでしょうか。予定の時間が次第に少なくなってきておりますが、末冨構成員か

ら文書で出ておりますので、少し時間を短縮した形でその文書について御発言いただけれ
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ばありがたいと思います。 

 道家さんから、お願いします。 

○道家構成員 石巻市、道家由美子でございます。初めて参加させていただきますが、大

変勉強になっております。 

 そこで、当市の状況も踏まえて意見をさせていただきたいと思います。 

 石巻市におきましては、平成25年に虐待防止センターという、福祉部に、虐待を専門に

扱う部署を設置しております。今回のコロナ禍における学校休校、外出自粛に伴う家庭内

での閉塞感の高まり、虐待の件数が大変増えております。兄弟間、親子間での不和から虐

待、ネグレクト、そういった深刻化が懸念されることは全国的なことだろうと思いますが、

こうした世帯は、往々にしてアクセスしづらいというか、つながりにくいというのが現状

でございます。 

 そうした中で、当市では、小中が52校あるのですけれども、その全学校にスクールソー

シャルワーカーとスクールカウンセラーを配置しております。東日本大震災の影響もあり

まして、復興基金を利用して配置をさせていただいておりますが、これが大変重要な役割

を担っております。当市においても、これまでやはり教育と福祉の壁がかなり厚くござい

ました。そうした中で、スクールソーシャルワーカー等の配置で、様々な形で個々の子供

たちあるいは家庭に介入することが可能になりました。最初は、学校の先生方もその状況

に多少不安感がありまして、なかなかそれを受け止める状況にはなかったのですが、最近

におきましては、役割分担ではないのですが、子供たちのそういった状況を先生方が頑張

ってやらなくたっていいのだということの理解が出てきております。役割分担ができるこ

とで、先生たちの業務の負担軽減といいますか、子供たちの生活あるいは別の意味での学

習のサポートは周りの者ができるというところの理解は大変大きなものでした。今は、子

供たちや保護者に対するアセスメントを行い、個々に応じた支援になってきております。

これが様々な国の制度の中でも拡充されておりますが、学校がそういった期待をすること

で、地域で子供を守るというところにまで発展するのだろうと思いますので、ぜひその辺

の国の支援もまた継続してお願いしたいと思います。 

 併せて、先ほど山野構成員からお話がありました、つながるということが大変重要です。

つながることができれば様々なサポートができるのですが、つながらないというところが

ネックで、ぜひガイドラインといいますか、そういった仕組みがもっと明確になることが

必要と考えます。そうなると子供たちに対応する多くの社会資源も増えてくるだろうし、

支援が充実してきます。国におきましては、「つながる」仕組みについて踏み込んでいた

だければと切に願うところです。よろしくお願いいたします。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 時間が限られていますけれども、まだ御発言されたい方がたくさんいらっしゃるように

画面上では伺われるのですけれども、今日、最初の機会ということで、千葉市の植草さん、

簡単で結構ですけれども、御発言いただけますか。 
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○植草構成員 千葉市です。 

 先ほどほかの自治体の方々からの発言もございましたけれども、また、国の方からの御

説明もいただきましたが、今、本市としては、いろいろ交付金等を使いながらも粛々と事

業を進めているという状況でございます。 

 特に要望ということではありませんけれども、今後も、様々な支援については、国で示

している政策をできる限り千葉市としても早急に政策展開していければと思っております。 

 簡単ですけれども、よろしくお願いいたします。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 末冨構成員から御発言の資料が出ておりますけれども、ちょっと時間的には厳しいので、

数分でお願いできますか。 

○末冨構成員 分かりました。 

 参考資料４で、下線部が引いてありますけれども、さらにそれを短縮する形で、主に見

出しを中心に読んでまいります。 

 まず、この意見書ですけれども、早速ですが、項目の１番です。新型コロナウイルスの

感染症流行の長期化の中で、まず、一番大事なのが「１．生活の支援・経済的支援・子ど

も若者の生命安全の確保政策について」です。 

 特に（１）児童手当・児童扶養手当の低所得世帯への増額・所得制限緩和をお願いした

いと思います。子供食堂や子供宅食は確かに大事なのですけれども、対症療法にすぎませ

ん。子供の貧困問題の抜本的改善のためには、低所得世帯への所得分配のみが有効な政策

手段となるということです。１ページの一番下の段落ですが、児童手当の３歳以上の第１・

２子の支給額を一律１万5,000円、中学生も同様にし、児童扶養手当の全額支給・一部支給

ともに所得制限を緩和し、子供のいる低所得世帯により手厚い現金給付をするなどの制度

改善が急務であると思われます。 

 次の２ページ、（２）の見出しに参りますが、厚生労働省から御説明もありましたが、

保護者への就労支援とともに、ひとり親や住民税非課税世帯への現金給付をお願い申し上

げます。具体的には、３ページに参りまして、①ひとり親世帯への臨時特別給付金は大変

大きい効果がありますので、ぜひこれは継続いただきたいということ。もう一つが、先ほ

ど宇多津町の御報告にもありましたが、高校生も含めて臨時給付金の現金給付の対象にし

ていくことが重要になります。 

 （３）高校生世代への経済的支援が、この新型コロナウイルスの災害の中では、非常に

手薄になっております。キッズドアの調査でも同様の傾向が分かっておりますけれども、

特に児童手当の年限延長と高校生等奨学給付金の所得制限の拡充・緩和をお願いできれば

と思います。 

 （４）子育て世代・若者世代への居住支援の拡充ということで、厚労省政策もそうです

し、国土交通省政策も活用しながら、衣食住を保障していくことが重要になります。 

 （５）緊急小口資金貸付と総合支援資金貸付なのですが、償還が、早ければ来年３月か
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らかかってくる世帯がいらっしゃるのですが、恐らく所得の回復が遅れる御家庭も多いの

で、住民税非課税相当のように少し優しい運用をお願い申し上げます。 

 ５ページに参ります。 

 若者世代と関わっておりますと、アルバイト等がなくなったり、あるいは、働けなくな

って生活が行き詰まっているというケースも非常に多いです。これは若者世代に特化した

課題ではありますけれども、ぜひ実態調査と支援策、特に給付策をお願いできればと思い

ます。 

 （７）ですが、海野構成員もおっしゃったように、今、保護者も含めて生命安全の確保

が非常に大事になっている状況です。特に子供・若者世代の自死対策、相談支援体制、６

ページに参りまして、虐待等を対策する時は、若者世代の場合にはシェルターの数が圧倒

的に不足しているという現状もございますので、こうした点にも配慮が必要です。 

 ７ページ目に参ります。それらをまとめたものです。 

 ８ページ目、「２．教育の支援について」を申し上げていきます。 

 まず、先ほども指摘しましたが、一斉休校・緊急事態宣言の中での休校が、子供たち、

保護者に非常に影響を与えておりますので、子供・若者の生活・学習状況格差の検証、長

期休校の疫学的効果の検証と説明責任の遂行をお願いします。特に、２月27日の一斉休校

の宣言の時に、安倍総理はこうした措置に伴って生じる様々な課題に対して政府として責

任を持って対応していくと明言しておられますが、８ページの図にある休校中の困窮世帯

への影響の調査は、実は今まで民間や研究者しかやっていないという実態がございます。

もしも内閣府として子供の貧困の実態調査を御予定であれば、ぜひ休校の影響も検証いた

だきたいと思います。 

 ９ページに参ります。一番下の２つの段落ですけれども、一斉休校、長期休校が本当に

感染症対策として有効であったのかどうかについては、政府としての疫学的な検証も必要

だと考えます。特に休校の当事者でもあり長期休校の中で辛い思いをしてきた子供・若者、

保護者への説明責任を果たすためにも、必ず政府として検証を実施すべきであると考えま

す。 

 併せまして、10ページは、先ほど申し上げたとおりで、少人数学級・指導体制は大事で

すが、①教員増員とともにスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門

職の常勤化と人員配置の拡充をお願いいたします。11ページに参りますけれども、グラフ

のすぐ上の文章ですが、特に自治体の子供の貧困の実態調査からは、貧困状態の子供ほど

家庭での学習環境や学習時間に恵まれず、小学校低学年段階から授業が分からないという

比率が高いことも判明しておりますので、要支援度の高い学校や子供たちから教職員や専

門職を増員していただくことが必要になります。それが12ページの②に書いてございまし

て、とにかく、教員の確保も時間がかかること、専門職の確保も時間がかかることですの

で、確保された人員については要支援度の高い学校から教員や専門職等を増員していくこ

とが子供の貧困対策としては重要であることと、そうでなければどんどん子供たちの間の
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格差が拡大していくということを申し上げます。13ページに参ります。学習支援団体への

支援拡充ということで、これは過去の災害の経験から、やはり長期に渡る丁寧な支援をす

る、とりわけ地域や民間の団体の存在が重要であるということが分かっております。④高

校生のための支援の拡充もお願いいたします。 

 14ページに参りまして、就学援助制度や進学支援制度の拡充をということで、①就学援

助の国庫補助率を10/10、②高校進学者のための入学準備金も就学援助に含めることが必要

であり、③大学・専門学校受験に必要な民間試験の受験料が払えなければ進学できないの

で、その部分の支援も必要になります。 

 15ページ目、特に今、若者世代で心配しておりますのが就職支援になります。ここに具

体策は書いておりますが、第２の氷河期世代を発生させないためにも、今、必要な支援で

す。併せて、②無償化等の学びの支援につきましては、手厚い運用をしていただいており

ますが、引き続きよろしくお願いいたしますということです。 

 16ページに、それを一覧表にまとめてございます。 

 参考文献も示しております。 

 お時間を頂戴して、ありがとうございました。 

○宮本座長 どうもありがとうございました。 

 そのほかの構成員からももっと御発言の希望があったと思いますが、このセッションは

これで終わりにしたいと思います。本日出てきた御意見等は、昨年の大綱に向けての提言

をつくる段階でもたくさんの意見が出されて提言案がまとまったところでございますが、

そこにコロナ禍がかぶさって、より一層、切実に私たちが考えていた問題が実行されなけ

ればならないという段階に来たということだと思います。 

 ３つの省から多少御発言いただきたいのですけれども、時間的に厳しいので、本日あっ

た御発言を踏まえて各省庁で具体的かつ迅速に実行をしていただきたいということにして、

おしまいにしたいと思います。 

 それでは、次の議題ですけれども、最後です。令和２年度子供の貧困実態調査について

でございます。この実態調査については、前回の３月25日の持ち回りによる有識者会議の

際に、事務局から構成員の皆様に説明してあると承知しております。本有識者会議におけ

る御意見を踏まえまして、内閣府において共通調査項目案を作成・公表し、本年度、全国

を対象に子供の貧困実態調査を行うべく準備が進められているところでございます。 

 これについて、事務局より調査のスケジュール等について報告がございますので、飯田

参事官から御説明をお願いいたします。 

○飯田参事官 内閣府でございます。 

 資料３のＡ４横１枚の紙ですね。「令和２年度子供の貧困に関する実態調査について」

を御覧いただければと思います。 

 今、座長からも御説明がございましたように、今年の３月、有識者会議の皆様からの御

意見を踏まえまして、子供・親向けの子供の貧困実態調査の共通調査項目案を完成させて
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公表したところでございます。こちらは自治体の参考ということでお作りしていますが、

一方で、私どもも全国としてこの調査項目を活用して実態調査をしたいと考えてございま

す。 

 具体的な内容につきましては、Ａ４の１枚紙の真ん中の下ほど、「令和２年度の調査実

施方針（案）」でございますが、今、ほぼ調査項目も調整が終わりまして、今後、業者に

委託をして実際に調査をお願いしたいと考えている段階でございます。 

 調査対象としましては、中学２年生とその保護者の方5,000組、こちらは住民基本台帳に

よって無作為抽出をしてやりたいと考えております。 

 調査方法につきましては、郵送配布・郵送回収と、併せて御家庭のオンラインでできる

ようなことであればオンラインでも回答できるような形で進めている状況でございます。 

 調査内容につきましては、先ほど末冨構成員からも御指摘がありましたが、一部新型コ

ロナウイルス感染拡大の休校前と比べて何か変化があったかということを質問として追加

しておりますので、そういった形でしっかり調べていきたいと考えてございます。 

 今後のスケジュールでございますけれども、来年３月ぐらいまでには、多分、単純集計

の結果ができますので、その後、来年の夏に向けてクロス集計等を行って、その際に公表

と同時に有識者会議の場で御議論いただきたいと考えてございます。また、クロス集計が

終わった後、何か定量的な分析ができないかも含めてまた考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御質問はありますでしょうか。 

 渡辺構成員、お願いします。 

○渡辺構成員 ありがとうございます。 

 質問と言いますか、１点、お願いと言いますか、調査をアンケート方式でやられるとい

うことで、郵送配付とオンラインということなのですけれども、住民基本台帳から無作為

抽出をされると、よくあるのが、一番困っている困窮の方たちは、やはり非常に忙しいの

で、アンケートにわざわざ答えて返送するとかということもないですし、そもそもオンラ

イン調査のときに家にパソコンもネットもないとオンライン調査で返せないというところ

で、非常に大切な方たちの声が漏れるとか、前も厚生労働省の時の調査でもあったかと思

うのですけれども、非常に全体の中では問題が小さく見えてしまうということがあるので、

その辺りの配慮は、例えば、住民基本台帳の所得の分布と回収者の所得の分布がどうだっ

たかとか、そういったところも配慮していただいて、数字がひとり歩きしてしまって貧困

対策が少なくなるとか、そういったことがないようにしていただければいいかと思います。 

 以上です。 

○宮本座長 この種の調査では本当に重要なポイントですね。ぜひ実態と調査の分布の辺

りをきちんと見て回答を出すことが必要だと思います。 

 末冨構成員、お願いします。 
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○末冨構成員 大変重要な調査ですので、結果を心待ちにしているのですが、もし可能で

あれば、パネル調査にしたほうがいいと思います。パネル調査というのは、例えば、中２

で実施するとしたら、高２時点でもう一度同じ対象者に調査をして、その３年後の貧困の

状況が継続しているのか改善しているのかというのが非常に大事な調査になるのですね。

我が国の場合は相対的貧困率で測っていますが、国の指標というか、公的指標として継続

貧困率がない状態なのです。ですから、中期的に、そうした継続貧困率の開発のためにも、

可能であればパネル調査にできる設計を組み込んでおくといいと思います。 

○宮本座長 ありがとうございます。 

 欧米の幾つかの国では、この貧困に関しては優れたパネル調査がありますけれども、日

本ではそれがないと。そのスタートにできるということがあれば、よりこの調査はいきる

だろうと思いますね。 

 それでは、この調査に関してはここでおしまいにしたいと思います。 

 少し予定よりも時間が延びましたけれども、これをもちまして第16回「子供の貧困対策

に関する有識者会議」を終了いたします。 

 次回の日程については、追って事務局から連絡いたします。 

 皆様、ありがとうございました。 

 

（以 上） 


