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令和 2年 9月 28 日 

内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議御中 

 

意見書・新型コロナウイルス感染症流行の長期化に伴う 

子ども・若者支援の拡充について 
 

末冨 芳（日本大学） 

 

新型コロナウイルス感染症流行の長期化と、それによる経済活動の停滞により、感染症

流行前からの生活困窮世帯だけでなく、子ども・若者世代の生活や進路に関する状況も日々

厳しくなっている状況です。 

子供の貧困対策として、緊急に取り組まれるべき施策も多く、以下の点について内閣府

だけでなく、厚生労働省・文部科学省等の関係省庁を含め、政府をあげたお取組みをお願

い申し上げます。 

 

 

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 

 

(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 

 

 低所得子育て世帯に対する児童手当・児童扶養手当の増額が必要であり、政府としての

お取組みをお願い申し上げます。 

子ども食堂や子ども宅食は、親子の社会的孤立を防ぐために重要な政策ではあるものの、

アクセス層は限られており対処療法に過ぎません。子どもの貧困問題の抜本的改善のため

には、低所得子育て世帯への所得再分配のみが、有効な政策手段です。 

 

 新型コロナウイルス感染症流行の前から、わが国では、子育て世帯（子供がある全世帯）

の 16.9%に「食料が買えない経験」があり、ひとり親世帯では 34.9%といっそう高くなる厳

しい状況が存在しました(「子供の貧困対策に関する大綱」令和元年閣議決定)。 

  

 この状況が子育て世代に著しく厳しいわが国の所得再分配という構造的課題に起因する

ことは、「第 12 回・子供の貧困対策に関する有識者会議」（令和元年 5 月 13 日）において

も提出資料においてデータとともに指摘をしたところです(次頁,末冨 2019 より転載)。 

 

子どもの貧困問題の根本的な改善のためには、子育て世代への所得再分配を改善するこ

とがもっとも重要な政策であり、児童手当・児童扶養手当の低所得世帯への増額や所得制

限の緩和が具体的な政策手段となります。 

児童手当の 3 歳以上の第 1・2 子の支給額を一律 1 万 5000 円に改善、中学生への支給額

も同様にする、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、子どものい

つ低所得世帯により手厚い現金給付とするなどの制度改善が急務です。 

  

 

参考資料４ 
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図 1 末冨(2019),p.5,p.6 を転載 

 

(2)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 

 

 日本の子育て世帯を取り巻く生活の厳しさは、コロナ禍下で拡大しています。 

すでに政府として、「特別定額給付金」(住民基本台帳に登録される住民・1人 10 万円)、

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」(子ども一人あたり 1万円)、「ひとり親世帯

臨時特別給付金」(1 世帯 5 万円、第 2 子以降 1 人 3 万円)が支給されており、とりわけ低

所得子育て世帯の生命と生活を支える上で、効果がありました。 
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 しかしながら、一斉休校とその長期化もあり、総務省『労働力調査』では 2020 年 1 月～

6 月の間に就業者人口が 17 万人減少し、とくに男女とも非正規労働者の転職・離職確率が

高く、低所得世帯ほど所得が減少した世帯の比率が高いことが把握されております(三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティング 2020,p.2)。 

 

 有効求人倍率も低下傾向にあり、感染症収束と景気回復の見通しが未だ確かなものとは

ならない中で、子ども・若者の生命を守るための第一条件である衣食住のベーシックニー

ズを支えるためにも、児童手当・児童扶養手当の低所得世帯への増額や所得制限拡充以外

にも、とくに厳しい世帯への支援の拡充が必要です。 

 この際、保護者への就労支援を拡充するとともに、とりわけ貧困率が高いひとり親世帯

等への臨時特別給付金の再給付などの現金給付策が重要です。 

 新型コロナウイルスの感染が収束せず、経済活動停滞し続ける中で、継続的な現金給付

崎は、子どもや家族の生命を守るうえで欠かすことができない支援です。 

 

①ひとり親世帯臨時特別給付金の継続支給 

 

経済活動停滞の影響がとくに大きい低所得ひとり親世帯に対しては継続して臨時特別給

付金の支給を行っていくことが必要です。例えば、児童扶養手当受給者へは、11 月支給時

にも上乗せ支給をしていく必要があります。 

 

②子ども(高校生以下)のいる住民税非課税世帯への臨時給付金支給 

  

高校生以下の子どものいる住民税非課税世帯（ひとり親世帯以外、家計急変で住民税非

課税レベルになった世帯を含む）に対しても、衣食住のベーシックニーズを下支えするた

めに、臨時給付金を支給することも必要とされます。 

 

(3)高校生世代への経済的支援の拡充 

―児童手当の年限延長・高校生等奨学給付金の所得制限拡充等― 

 

 児童手当は 15 歳までの年齢制限があり、高校生世代への経済的支援は児童扶養手当に限

定されてしまいます。 

  

 しかしながら、キッズドア(2020,p.13)では高校生世帯の 2/3 が減収もしくは減収見込み

と回答しており、保護者の減収だけでなく長期化した休校による生活費の増加など、高校

生世代の生活もまた厳しい状況になっています。 

 

 このままの状況が継続すれば、経済的理由による高校中退者や進学断念層が増加するな

ど、希望する進路をあきらめてしまう若者の増加が懸念され、わが国の人的資本育成にと

ってもマイナスの影響を与える可能性が高い状況です。 

 

 児童扶養手当と同様に、児童手当の 18 歳までの年限延長や、高校修学支援制度のうち、

低所得世帯を対象とした高校生等奨学給付金の所得制限の拡充等により、義務教育の後も
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安心して若者が安定した生活を維持し、学び続けられる支援が急がれます。 

とくに高校生等奨学給付金は、現行の住民税非課税所得基準から、私立高校授業料無償

化の旧制度下での倍率支給と同様に目安年収 590 万円までの段階的支給を実施することが

重要です。 

 

 

(4)子育て世代・若者世代への居住支援の拡充 

 

国土交通省が所管する住宅確保要配慮者居住支援協議会では、住宅確保要配慮者（低額

所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要

する者）の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、

居住支援団体等が連携（住宅セーフティネット法第５１条第１項）し、住宅確保要配慮者

及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施しています。 

 

経済活動停滞の長期化の中で、家賃滞納などの理由から、この事業を推進する居住支援

法人の確保する住居の空き状況も厳しくなりつつある現状があります。 

  

 子どもの貧困対策の観点からは、衣食住のベーシックニーズを保障し、生命の安全を守

ることが最優先課題です。 

 とくに、子育て世代・若者世代の居住支援につきましては、国土交通省事業への予算増

額による支援拡充、また自治体の生活困窮者自立相談窓口と連携した生活再建支援なども

重要と考えます。 

 あわせてこれらのフロントラインでの業務に従事する自治体職員や民間非営利法人職員

の増員が可能となるための人件費・事務費の国庫補助も重要です。 

 

 

(5)緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付の償還対策 

 

 厚生労働省の緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付の利用件数は、すでに 7月時点で 78

万 8 千件に達しています。この制度は、様々な世帯の生活の安定のために重要な支援であ

り、子どもの貧困対策としても有効であると判断いたします。 

 しかしながら、経済活動停滞局面の長期化を考えると、貸付の 1 年後から開始される償

還（返済）への対策を、早めに講じておくことが必要になります。これらの仕組みは、住

民税非課税世帯の償還は免除されることとなっています(厚生労働省社会・援護局地域福祉

課・令和 2年 5月 22 日事務連絡)。 

それ以外にも来年度時点で家計収入が安定しない世帯も多く存在することが予測される

ことから、家計収入の困難な実態を判定し、住民税「非課税相当」の世帯の返済免許・猶

予も可能になる仕組みの導入と早急な運用が必要とされます。 

 もっとも早い世帯ですと来年 3 月からの償還開始となります、とくに子どものいる困窮

世帯については早い段階から、学習経費や進学経費などの見通しを立てることも重要とな

ります。子ども・若者の将来にもかかわることであり、なるべく早期の制度運用の決定と

周知をいただきますようお願い申し上げます。 
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(6)アルバイト等がなくなった若者の生活困窮に関する実態調査と若者本人対象の給付金 

 

 高校生以上の独立生計の若者世帯や生活困窮世帯を中心に、経済状態の低迷でアルバイ

トも見つからなかったり、例年夏休みの集中的なアルバイトで学資等の貯蓄ができず、今

後、経済的困窮を理由に学校の中途退学等につながってしまう若者の増加も懸念されます。 

 

 宮崎県教育委員会の調査では、定時制高校 512 名のうちアルバイトを含め就労している

生徒が 220 人、そのうち雇止めにあった生徒 2 名、25 人が収入減し、うち 20 名は就労先

から一時休職を求められたという厳しい実態があきらかとなっています(宮崎日日新聞

2020 年 9 月 10 日報道)。 

 

 若年層世代の生活困窮については、まず政府による実態の把握が急務となります。市区

町村の生活困窮者自立支援窓口やハローワーク等における実態調査が必要です。 

 

 それとともに、高校・専修学校・大学生等の学籍を有している若者だけでなく、同世代

で独立生計を営む若年層世帯主に対しての現金給付策の充実も急がれます。 

若者の中には「特別定額給付金」(住民基本台帳に登録される住民・1 人 10 万円)も、世

帯主申請の仕組みを採用していたため、保護者が受け取って使用してしまい、若者自身の

学びや生活のために利用できないケースもありました。 

 

また若者自身が精神疾患を持っており新型コロナウイルス感染長期化による疾患の悪化

から就労中断してしまったり、児童養護施設出身者などで頼ることのできる大人が身近に

いないことから、たとえば生活苦から持続給付金詐欺に加担してしまうなどの苦境に陥っ

てしまう若者の事例も、若者支援の現場や弁護士への相談などで増加傾向にあるという状

況が把握されております。 

 

生活保護制度を利用しようにも、若年世代の需給は自治体での運用が厳しい場合も多く、

若者が困難を相談し、支援につながるための専用の相談体制とセットでの給付政策が重要

となります。 

若者世代が、働いたり学びながら生活を維持し続けることは、経済活動停滞からの速や

かな景気回復のためにも重要な政策です。この際、大学生等への「学生支援緊急給付金」

と同様に、若者自身が受給できる現金給付が必要です。 

 

 

(7) 子ども若者の生命安全の確保政策の必要性 

 

①子ども・若者の自死対策と相談支援体制の充実 

 

厚生労働省「自殺統計」を用いた舞田(2020)の分析によれば、2020 年 7 月の自殺者数は

20 歳未満で 55 人(2019 年 7 月・44 人)、20-29 歳 218 人(2019 年 7 月・183 人)となってい
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ます。20 代以下の世代の昨年同月比の自殺率は、他の年代と比較して高くなる傾向にあり

ます。 

また新型コロナウイルス感染拡大の長期化の中で、精神疾患や自殺者数の増加を懸念す

る声明も専門学会によって公表されており(日本精神神経学会,2020)、世代を問わず自死対

策と相談体制充実が必要とされる状況にあります。 

 

そもそも新型コロナウイルスの前から、わが国では 15 歳以上の死因の 1 位、10 歳～14

歳でも死因の 2位となっており(厚生労働省・人口動態統計年報・平成 30 年度)、ユニセフ

の子どもの幸福度ランキングにおいて我が国の順位を下落させる主要因の一つとなってい

ます。わが国の未来を担う子ども・若者世代の自死対策は、国策として最優先の政策です。 

 

とくに、経済活動停滞の長期化にともなう進路不安や、保護者や自身の所得低下による

生活不安・家族間の虐待の深刻化、新型コロナウイルス感染拡大の長期化や友人との交流

もままならない生活におけるストレスなど、困窮層ほど子ども・若者の生命安全を取り巻

く状況は日々厳しさを増しています。 

 

必要な支援策としては、相談体制の充実があげられます。学校プラットフォーム体制の

中での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による相談体制の

充実とともに、オンラインでの相談窓口など、子ども・若者の悩みや相談をキャッチする

多様な相談窓口が必要となります。 

 

 

②一時保護施設や委託里親等の拡充、若者保護シェルターの公的設置・公的支援の拡充 

  

 子ども・若者の生命安全の保障のためには、家庭における虐待の被害当事者が、生命の

危険を感じたり、保護者に家を追い出されるなどしたときに、安全な保護を受けられる施

設の拡充も重要です。 

 

 児童向けの一時保護施設や委託里親等の拡充、また政策として手薄である若者の保護シ

ェルターの公的設置や、シェルター活動を行う団体への公的支援の充実も必要です。 
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※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関して必要な政策 

 

（児童手当関連） 

・児童手当の低所得世帯への増額（第 1子・第 2子も支給額 1.5 万円に） 

 

（児童扶養手当関連） 

・児童手当の支給期間を 18 歳に達した年度の 3 月 31 日まで延長 

・児童扶養手当の全部支給・一部支給の所得制限の緩和 

 

（保護者への支援） 

・保護者への就労支援の充実 

・ひとり親世帯への臨時特別給付金の再給付 

・子ども（高校生以下）のいる住民税非課税世帯への臨時給付金支給 

 

（高校生支援関連） 

・児童手当の支給期間を 18 歳に達した年度の 3 月 31 日まで延長（再掲） 

・高校生等奨学支援金の所得制限緩和（非課税所得基準から、私立高校授業料旧制度の倍

率支給と同様に目安年収 590 万円までの段階的支給） 

 

(子育て世代・若者世代への居住支援) 

・住居確保要配慮者となっている子育て世代・若者世代への住居支援の拡充 

・生活困窮者自立支援窓口と連携した生活再建の支援 

・自治体や民間非営利法人職員への事務費・人件費等の補助拡充 

 

（緊急小口貸付、総合支援資金貸付の償還対策） 

・住民税「非課税相当」世帯の償還猶予・免除 

 

（若者の生活困窮関連） 

・若年世代の生活困窮に関する実態調査 

・学生や独立生計を営む若者等への現金給付策の充実、若者本人を対象とした受給制度 

 

（子供若者の生命安全の確保政策） 

・子ども・若者の自死対策、相談支援体制の充実 

・一時保護施設や委託里親等の拡充、若者保護シェルターの公的設置・公的支援の拡充 
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2.教育の支援について 

 

(1)一斉休校・緊急事態宣言による休校期間中の困窮世帯の子ども・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 

 

 2 月 27 日の安倍前総理による突然の一斉休校宣言、その後の緊急事態宣言によるさらな

る休校長期化によって、3か月もの間、学校での学びの機会が奪われ、女性保護者を中心に

職を失った方も少なくありません。 

 2 月 27 日の一斉休校宣言時に、安倍前総理は「こうした措置に伴って生じるさまざまな

課題に対しては政府として責任をもって対応していく」と明言しておられます。 

  

 とくに困窮世帯の子どもたちは食事もままならず(しんぐるまざあず・ふぉーらむ2020)、

オンライン学習環境も整わない世帯も相対的に多く、学習時間も短い傾向にあったことが

内閣府調査の研究者による再分析(多喜・松岡 2019,p.4,上図)、民間調査では明らかにされ

ています(三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング,p.4,下図)。 
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 しかしなが ら政府に

よる困窮世帯 に対する

調査は行われ ておらず、

子ども・若者へ の長期休

校の与えた影響についてはあきらかにされていません。 

「さまざまな課題」をあきらかにし、「政府として責任をもって対応」いただくためにも、

すみやかな実態把握をお願いいたします。 

 

あわせて新型コロナウイルスへの感染の不安、一斉休校期間中の生活リズムの不安定化

により、不登校児童生徒も増加傾向にあるのではないかとの懸念を持っております、実際

に関わっております学校現場でも、中高生世代を中心に不登校生徒数が昨年度より増加し

ているとの懸念も多く寄せられております。 

 

以上の状況をふまえ、長期休校の子ども・若者や子育て世帯への与えた影響を調査する

必要があります。 

具体的には、困窮世帯の子ども・若者の生活環境、心身の健康・学習時間・学習環境格

差等の検証、現在の世帯の困窮度や支援ニーズの調査が急がれます。 

 

また学校現場で把握されております児童生徒の心身の不調や支援ニーズをあきらかにし、

今年度の政府予備費や来年度予算編成において、対応をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

子ども・若者の間で貧困による格差が拡大しないよう、迅速かつ着実な対策を講じるこ

とは、政府の役割であるはずです。 

 

くわえて一斉休校、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、政府

としての疫学的な検証も必要と考えます。冬場に予測される新型コロナウイルスやインフ

ルエンザ等の感染症対策のためにも必要な検証です。 

 

とりわけ休校の当事者でもあり、長期休校の中でつらい思いをしてきた子ども・若者そ

して保護者への説明責任を果たすためにも必ず検証が実施されるべきであると考えます。 
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(2)要支援度の高い学校からの少人数学級・指導体制、学校プラットフォーム／チーム学校

体制の充実 

 

 現在、教育再生実行会議や、文部科学省において少人数学級・少人数指導体制が検討さ

れています。 

長期化する経済活動停滞の中で、困窮家庭の増加、心身の不調を感じたり学習支援の必

要となる児童生徒の増加も予測されることから、教員だけでなく、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拡充や、支援団体への補助増額などの政策が必要

となります。 

 

①30 人学級を標準とするための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拡充 

  

 教員増員は、とくに困難な状況にある子ども・若者への丁寧で質の高い教育の保障のた

めにも必須です。 

 その前提として、働き方改革やハラスメント相談体制を充実すること、非常勤講師等に

依存するのではなく、高い資質能力を備えた人材を獲得するために正規教員の増員が必要

です。 

 

  国家責任として考えるならば、子ども若者の生命の安全保障のために、新型コロナウイ

ルス感染状況下での少人数指導体制は急務といえます。 

イギリスでは、2004 年子ども法に基づき、「子ども若者の安全保護」に学校も責任を持つ

主体とされています(神山 2013)。新型コロナウイルス感染拡大に際しても、イギリス教育

省は 2020 年 5 月に 新型コロナウィルスに関する安全保護指針を位置づけ、児童生徒をよ

り小規模のグループに分けて指導しグループ間の接触を避けることを指示しています。 

 

 また、実証的な視点からは、少なくとも、現在のような国際的にみて相当に過密な状態

の 40 人学級が、子どもたちに認知能力・非認知能力等の面で良いインパクトをもたらすと

いう知見は、日本の実証データを用いた研究でも見当たりません(Ito, Nakamuro& 

Yamaguchi2019,伊藤ほか 2017)。 

 国際的にみても異常な状況にある教員の長時間勤務のもとでの過密な指導体制は、教員

が一人ひとりの児童生徒の課題を発見し丁寧に寄り添うことを難しくしているだけでなく、

児童生徒が自分自身の悩みごとなどを教員に相談しやすい環境からも程遠く、学校プラッ

トフォームが機能するうえでの障壁となっていることは確かです。 

学級規模の最適サイズは、支援が必要な児童生徒の数や教員の勤務年数などによっても

異なりますが、法制・政策上のメルクマールとなるのは 30 人学級であると判断いたします。 

 

 OECD 平均の学級サイズは初等教育 21.3 人(日本 27.2 人)、前期中等教育 22.9 人(日本

32.2 人)であり(教育再生実行会議 2020,p.13)、先進国である我が国の法制上のスタンダー

ドがこれと大きく乖離する状況は改善される必要があります。またすでに 67 都道府県政令

市のうち 20 自治体では、30 人以下学級が実施されており、学級サイズに関する自治体間

格差が大きくなっている実態は等閑視されるべきではありません。 
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 教育財政学研究の専門家として指摘するならば、少人数学級推進の目的を明確化するこ

とが重要であり、また教員以外の専門職スタッフの増員も含め、効果の検証を進めながら

の人員配置の拡充が必要となります。 

 

海外の研究では、少人数学級は貧困層の子どもたちに効果が厚いとする研究や(Krueger 

& Whitmore 2001)、日本でも少人数学級は不登校やいじめに効果があるという可能性を示

唆する研究があります(中室 2017)。 

貧困層の子どもたちの学習面での困難や問題行動など、子どもたちの困難や課題を改善

するため、という政策目的を明確化した少人数学級・少人数指導体制の推進が重要である

と考えます。 

 

子どもの貧困対策の観点からは、「子供の貧困対策に関する大綱(令和元年度閣議決定)」

にも示されているように「家庭の状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供が

質の高い教育を受け、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるようにす

ること」(p.4)、「家庭環境や住んでいる地域に左右されず、学校に通う子供の学力が保障

されるよう、少人数指導や習熟度別指導、放課後補習等の個に応じた指導を行うため、教

職員等の指導体制を充実し、きめ細かな指導を推進する」(p.8)が重要とされています。 

 

とくに自治体の子どもの貧困実態調査からは、貧困状態の子どもほど、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児童生徒の比率

が高いことも判明しています(末冨 2019)。 

 

 
図 2 末冨(2019)p.28 より転載 
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子どもの貧困対策の文脈からは、少人数学級は、きめ細かい指導やケアの実現を政策目

的とすることが重要です。この場合、政策のアウトカムとしては出席日数の増加、学習時

間やテストスコア等のほかに、「授業がわかる」「教員に安心してわからないと言える」「教

員に丁寧に教えてもらえる」などの学校内での心理的安全を含む児童生徒のウェルビーイ

ングの改善や教育の質の改善が伴っているかどうかの検証が必要となります。 

 

また教育の質の改善だけでなく、児童生徒の家庭での生活が安定しなければ継続的な学

力の保障には結びつかないことから、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拡充も、重要です。 

 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーともに資格保有者は多いですが、

ほとんどが非常勤職であり、勤務条件の悪さゆえに、優秀な人材を確保することが難しい

状況にあります。 

 

 スーパーバイザー等の専門性の高い人材から常勤化をし、優秀な人材を確保するととと

もに、学校現場の配置ニーズに対応しきれない自治体も多いことから、人員配置拡充が急

がれます。また常勤職としての運用の改善も各自治体の取り組みを政府として促進すべき

です。 

 

すでに子供の貧困に関する指標として「スクールソーシャルワーカーの対応実績のある

学校の比率」、「スクールカウンセラーの配置率」も採用されていますが(子供の貧困対策に

関する大綱,p.27)、支援の質の向上をはかるために専門資格の保有者比率、常勤雇用を行

う自治体数、学校内担当教諭の設置やスクリーニングシートの活用等による効果的な支援

活動の展開などの視点からの検証も重要になります。 

 

 

②要支援度の高い学校（要保護・準要保護率、特別支援教育・通級指導、日本語指導が必

要な児童生徒数の多い学校等）からの教員・専門職増員 

 

 教員、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も、急に増員で

きるわけではなく、段階的な増員が実施されていくはずです。 

 この際、要支援度の高い学校（要保護・準要保護率、特別支援教育・通級指導、日本語指

導が必要な児童生徒数の多い学校等）からの教員・専門職増員をお願い申し上げます。 

 

 このほかに、人口流動性の高い地域、所得格差が激しい地域などにおいても、教員が指

導に困難をきたす場合も多いことから、政府として教員の優先配置をすべき学校を例示し

たうえで、基礎自治体で教員の配置計画を作成し、要支援度の高い学校が多く存在する基

礎自治体に対して手厚い教員増員を任命権者（都道府県政令市）が実施するなどの計画策

定が急がれます。 

 

困難な子ども・若者に対し、より手厚い教育条件整備を行わなければ、児童生徒間の教

育条件の格差が今以上に拡大してしまいます。 
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国立学校や私立学校についても、要支援度の高い児童生徒を受け入れている場合の公費

助成額を手厚くするなどの支援策により、設置形態にかかわらず少人数指導体制が必要な

学校・学級から実現していくことが必要です。 

 

 

③学習支援団体への支援拡充 

  

東日本震災の経験からは、学校での丁寧な指導に加え、NPO 等の継続的な学習支援活動

が、児童生徒の学力だけでなく学びを支える学習意欲の拡充に効果があったことが指摘さ

れています(柴山 2014)。 

 また阪神淡路大震災以降のわが国の数々の災害経験からは、災害長期化の中で、家庭の

経済格差や児童生徒の心理上の問題も長期化し継続支援が必要であることも指摘されてい

ます(柴山 2014)。 

 学校の教職員が異動したとしても、継続的に関わり続けるコミュニティに根差す学習支

援団体への支援を拡充することにより、日本全国の深刻な状況にある子ども・若者の学び

と成長を継続的に支えることが可能になります。 

生活困窮者自立支援事業等を通じ、地域に根差し子ども・若者を支える学習支援団体へ

の支援拡充が必要です。 

 

④高校生のための学校プラットフォーム/チーム学校体制の拡充 

  

少人数学級等の検討は義務教育段階を中心に行われていますが、高校生世代に対しても

手厚い支援が必要とされています。 

 

そもそも中学校から高等学校の生徒や家族に関する情報共有の引きつぎが不十分であり、

これまでの本有識者会議においても、中学校と高等学校の間に「切れ目」が存在すること

が指摘されていました。 

 

高校 1 年段階でもっとも重要なのは入学前からの情報共有であり、入学後早期時点での

関係性の構築です。 

中学校と高校の教育委員会間の情報共有体制、またスクールソーシャルワーカーや、学

年主任間の引継ぎの体制などを、整備いただくようお願い申しあげます。またこの際に教

職員や専門職に過剰な負担がかかることのないよう、人員配置の拡充とともに個人情報保

護に十分に配慮しながら ICT 等を活用した効果的効率的な引継ぎ体制の確立が必要となり

ます。 

 

長期休校や、家計収入減少、進路不安などで、高校生やその保護者は強い心身の不安に

さいなまれています。 

求人状況の悪化、家庭の経済状況の悪化が長期化することも予測され。こういった状況

においては、各種制度にも詳しい専門家がとくに高校の現場には必要です。 

 

長い就職氷河期が再来するならば、新卒で就職の機会を逃してしまうと、“氷河期世代”



14 
 

“ロスジェネ”と同様な状況に陥ってしまうでしょう。それが世代単位で発生してしまう

ことは、避けねばなりません。 

まずは中退予防を防ぎ、そして既卒者含め進路相談体制を手厚くするために、高校スク

ールソーシャルワーカーの常勤化とスクールキャリアカウンセラーの配置が必要です。 

 

とくに進路多様校においては、スクールキャリアカウンセラーを民間委託形式等の柔軟

な方式で必置化し、教員やスクールソーシャルワーカーとの連携をはかるだけでなく、い

ったん卒業した高校生も母校で進路相談ができる体制を整えることも重要と思われます。 

高校生世代の相談窓口が少ない状況を改善することにもつながります。 

 

 また長期休校期間中の学び残しをキャッチアップするために、理系科目を中心に、少人

数授業(1 クラス 20 人程度)を行ったり、補講開講などを行う必要があります。 

そのための教員の加配をお願いできればと存じます。教員免許更新ができていない人材

も柔軟に登用したり、非常勤講師の勤務時間制限の緩和(それによる社会保険の加入)をお

こなうことで、迅速な対応が可能です。 

特にすでに学校のことをよく理解している既存の非常勤講師の勤務時間増加は、生徒に

も学校側にとっても迅速かつ効果的な支援の手段となります。 

 

 

(3)就学援助制度や進学支援制度の拡充を 

 

①準要保護世帯への就学援助の国庫補助率を 10/10 に（東日本大震災時と同様） 

  

新型コロナウイルスは、日本の国難ともいえる社会的な災害であり、大規模災害時と同

様に、就学援助の国庫補助率を 100％にし、児童生徒の学びを支える必要があります。 

 

②高校進学者のための入学準備金を就学援助として支給を 

 

 小中学生ともに、就学援助費の入学前支給を、大綱指標としても採用いただいており、

いっそうの運用の拡大が期待されるところです。 

 いっぽうで、高校進学者の入学準備金は就学援助に含まれておらず、経済的理由により

進学断念をしてしまう中学生が出現しないよう、制度の拡充が必要です。 

 

③高校や大学・専門学校の受験料や各種資格試験料などの補助を 

  

 進学の際に受験料や各種資格試験料が支払えないと、進学を断念する進学希望者が出て

きます。受験料・資格試験料等の補助制度の創設と運用を早急にお願い申し上げます。 

 各都道府県への補助等により地域の実情に応じて柔軟な運用が可能となるよう、国から

の補助をお願い申し上げます。 
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(4)高校生・専修学校生・大学生等のための就職支援や無償化等の学びの支援 

 

①就職支援 

 

 すでに高校の現場からは、就職活動を 1 か月遅らせていても求人がないことが憂慮され

ています。 

 専修学校生・大学生も、希望する業界によっては求人がなく、就職内定が確保できず、

長期化する景気停滞の中で内定切りも発生している厳しい状況です。 

 

 リーマンショック後に成果を上げた新卒ハローワークの取り組みを再活性化するととも

に、厚生労働省が実施している求職者支援訓練制度を活用し、就職未定の高校生等が在学

中から応募できるようにしていくことで、技能訓練を実施でき、景気回復とともに正規雇

用につながりやすくする取り組みが必要です。 

 現在は短期のコースが多いようですが、たとえば高卒新卒 6か月コース(専修学校生・

大学生等も同様に 6 か月コース等)の設置を促進し、半期かけてデジタルスキル習得や資

格取得などを行うことで、雇用のマッチング力を上げることも可能です。 

  

 加えて新卒者採用のための企業助成金の設置などをし、若者の雇用確保の取り組みを積

極的に政策展開いただくようお願い申し上げます。 

 

 また専修学校生・大学生等に関しては、就職未定者のための授業料や在籍料を無償もし

くは低廉に設定するなどした在籍制度の設置を可能にし、学校でのキャリア支援を受けら

れる状況を確保するなどの、就労支援を継続できる仕組みの整備も必要と考えます。 

 

②無償化等の学びの支援 

 

高等教育の修学支援新制度（いわゆる高等教育の無償化）につきましては、引き続き、

保護者の失職や減収のみならず、学生自身のアルバイトの失職や減収なども対象としてい

ただく柔軟な対応をお願い申し上げます。 

 

また、私立学校を中心に授業料や施設費など学校納付金の減免や納付時期の延期への支

援が必要です。納付時期の延長を促進するために学校への「つなぎ資金」の融資を政府と

して実施いただくようお願い申し上げます。 

くわえて授業料や施設費など学校納付金の減免への国庫補助率の拡充をいただき、学生

たちが安心して学び続けられるよう支援をお願い申し上げます。 
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※教育の支援について必要な政策 

 

（一斉休校・緊急事態宣言による子ども・若者への影響の検証、説明責任の遂行） 

・一斉休校・緊急事態宣言による休校期間中の困窮世帯の子ども・若者の生活・学習状況

の格差の検証 

・長期休校の疫学的効果の検証と説明責任の遂行 

 

(少人数学級・指導体制、学校プラットフォーム／チーム学校体制の充実) 

・正規採用教員の増員 

・要支援度の高い学校からの少人数学級・少人数指導体制、学校プラットフォーム／チー

ム学校体制の充実 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等専門職の常勤化と増員 

・学習支援団体への支援拡大 

・高校生のための学校プラットフォーム／チーム学校体制の拡充 

・高校 1 年生の入学前の中学校と高校の「切れ目」をつくらない情報共有 

・高校スクールソーシャルワーカーの常勤化とスクールキャリアカウンセラーの配置 

・高校における少人数指導体制の推進（非常勤講師の活用等） 

 

(就学援助・進学支援制度) 

・就学援助の国庫補助率を 10/10 に 

・就学援助に高校進学者のための入学準備金 

・高校・大学・専門学校等の受験料補助や資格試験補助 

 

(高校生・専修学校生・大学生等のための学びの支援と就職支援) 

・新卒ハローワークの再設置・活性化 

・就職未定の高校生が在学中から応募できる求職者支援訓練制度 

・新卒者採用のための企業助成金 

・就職未定者のための在籍料・授業料の無償化もしくは低廉化 

・高等教育の無償化の柔軟な運用 

・私立学校等の学校納付金減免や授業料納付時期の延期のための国庫補助の充実を 

・授業料、施設設備費等の減免のための国庫補助充実を 
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