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子供の貧困対策に関する有識者会議（第17回） 

議事録 

 

 

日 時：令和３年７月28日（水）12:59～14:55 

場 所：合同庁舎４号館12階共用1214特別会議室 

出席者： 

【構成員（敬称略、50音順）】 

阿部 敬子、磯崎 哲夫、岡﨑 祐吉、笹山 衣理、新保 幸男、末冨 芳、 

菅田 賢治、藤田 君子、松本 伊智朗、水橋 誉、宮本 みち子、山野 則子、 

横川 伸、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） 

出倉 功一  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 孝浩  厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

 

≪議 題≫ 

１． 令和２年度子供の貧困の現状及び子供の貧困対策の実施状況（報告） 
２． 貧状状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構築に向

けた調査研究（報告） 
３． その他 
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≪議事録≫ 

 

○飯田参事官 皆様、定刻より１分ほど早い状況でございますが、ただいまから第17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、大変御多忙の中、御参集いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 まず初めに、坂本内閣府特命担当大臣から御挨拶をいただきたいと思います。 

 大臣、よろしくお願いいたします。 

○坂本大臣 内閣府特命担当大臣の坂本哲志でございます。 

 本日は、大変お忙しい中、本会議に御出席いただき、御礼申し上げます。 

 また、構成員の皆様におかれましては、日頃から子供の貧困対策に御尽力いただくとと

もに、本会議の構成員に再任又は新規に御就任いただき、改めて感謝申し上げます。 

 子供の貧困対策については、平成25年度に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

が制定され、その後、「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、各種の支援を進めてき

た結果、子供の貧困率を始めとする多くの指標で改善が見られてきたところであります。 

 一方、昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたり、国民の雇用や生活

にも広く影響が及ぶ中、低所得の子育て世帯など、厳しい状況にある子供たちの生活の安

定や学びの継続に向けて、引き続き、しっかりと支援していくことが大変重要な課題と考

えています。 

 このため、政府としても、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、子育て世帯生活

支援特別給付金の支給といった子供たちの生活の安定のための支援、そして、家計が急変

した学生に対する授業料の減免や給付型奨学金の支給等といった、子供たちの学びの継続

のための支援を強化しています。 

 また、コロナ禍で、子供の自殺も増加するなど、孤独・孤立の問題も顕在化したことを

受け、本年３月には、孤独・孤立対策に取り組む幅広いNPO等に対し、約60億円の緊急支

援策を取りまとめました。 

 この緊急支援策の中には、従前から、見えにくく捉えづらいとされている子供の貧困対

策の観点からも、コロナ禍で子供たちが孤独・孤立に陥らないよう、子ども食堂をはじめ

とした子供の居場所づくりへの支援を強化したところです。 

 また、地方自治体等にゴールデンウィークや夏休み中の子供の居場所の確保に向けた対

応をお願いしています。 

 さらに、本年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」において

も、ポストコロナの持続的な成長につなげるため、子供の貧困対策を含む「子ども・子育

て支援」を日本の未来を開く原動力の一つに位置づけ、投資を重点的に促進することとし

ています。 

 本日の有識者会議では、子供の貧困の現状と、その対策の実施状況等について政府から
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報告をいたしますが、コロナ禍、そしてポストコロナにおける子供たちの現在と将来を見

据えて御審議いただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 大臣、ありがとうございました。 

 坂本大臣は、公務により、これにて御退室いたします。 

（坂本大臣退室） 

○飯田参事官 報道機関の方も御退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○飯田参事官 それでは、議事を進めていきたいと思います。 

 まず、本日でございますけれども、昨年に引き続きまして、新型コロナウイルス感染症

対策の観点から、オンラインによる開催とさせていただいております。念のためでござい

ますけれども、オンライン会議における発言方法等につきまして、改めてこの場で確認さ

せていただきたいと思います。 

 まず、オンラインで御参加の構成員の皆様におかれましては、今回Zoomでやっており

ますけれども、画面の下にマイクのアイコンが出ていると思いますが、会議の進行中は、

今、皆様、赤でミュートになっておりますけれども、ミュートでお願いいたします。そし

て、御発言される際には、画面の中で挙手などをしていただく形で合図を送っていただき、

この後、座長の選出をいたしますが、座長から御指名いただいた上で、マイクのミュート

を解除していただいて御発言をいただければと考えております。また、念のためでござい

ますけれども、ハウリングを防ぐためにも、御発言が終わりましたら、またミュートに戻

していただければと考えてございます。 

 また、議題に対しまして御賛同いただく場合ですけれども、こういうアクションマーク

もありますけれども、手とか、向かって頷いていただくという形で、異議がない旨を御確

認したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、長くなっておりますが、本日、資料の画面共有とかページ送りも含めまして、事

務局で行わせていただきたいと思いますので、例えば御発言とか御質問の際には、資料番

号の何ページとおっしゃっていただければ、事務局が画面共有で資料を出すようにいたし

たいと考えてございます。 

 あと、念のためでございます。事前に導通テストを行っておりますが、万が一、会議中

に通信回線や音声通話が途切れるといった問題があるようでございましたら、事前にお伝

えしてある緊急の電話連絡先にお電話をいただければと考えてございます。 

 あと、本日の会議でございますけれども、基本的にはオンラインで開催しておりまして、

行政機関の者と渡辺構成員は４号館で会議しているところでございます。その他、一般公

開を隣の部屋でしております。そして、最終的な議事の結果につきましては、後日、議事

要旨を内閣府のホームページに掲載させていただきたいと思っております。 

 それでは、紹介が遅れて恐縮でございますが、私、事務局を担当しております内閣府の
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子どもの貧困対策担当参事官の飯田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、こちらの有識者会議の構成員の皆様、全ての方が再任されたか、あるいは新た

に就任されたという形になってございます。そして、参考資料のほうにございますが、こ

ちらの有識者会議の設置要領の中で、座長は構成員の中の互選という形にしたいと定めさ

せていただいているところでございます。後ほど互選の手続をしたいと思いますが、まず

は、参考資料１という形で皆様のお手元に構成員の名簿があるかと思いますが、今回新た

に就任された構成員の方が６人いらっしゃいますので、委員の名簿は五十音順になってお

りますが、上から順に簡単に私からお名前を御紹介いたしますので、その後、１分程度で

御挨拶をいただければと考えてございます。 

 まず、宮城県石巻市の阿部構成員、台風が来ている中で恐縮でございますが、よろしく

お願いいたします。 

○阿部構成員 宮城県石巻市福祉部次長、生活再建課長も兼務しております阿部敬子と申

します。 

 今回、初めて会議に出席させていただくことになりました。力不足ではありますが、こ

んなチャンスを頂いたということで、しっかりと現場の声を届けてまいりたいなと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 続きまして、あしなが育英会専務理事の岡﨑構成員、よろしくお願いいた

します。 

○岡﨑構成員 皆さん、こんにちは。あしなが育英会の岡﨑です。 

 今回初めて参加させていただくことで、大変光栄に思ってございます。私自身、２歳の

ときに親を亡くしまして、あしながの奨学金で高校・大学と進むことができた、親を亡く

した遺児の１人でございます。その後、あしなが育英会に入って、もう30年近くなりま

すけれども、日々、子供たちや学生たちと交流しながら、彼らがどうやったら幸せにこの

世の中で生きていけるか、いつも悩み苦しんでおります。是非、皆様方と一緒に、明るい

将来に向けて御議論させていただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 続きまして、滋賀県健康医療福祉部の笹山構成員、よろしくお願いいたし

ます。 

○笹山構成員 滋賀県子ども未来戦略室の笹山と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 このたび、このような機会を与えていただきまして、重責に非常に身の引き締まる思い

をしております。 

 滋賀県は、全国知事会で本県知事が次世代育成対策のプロジェクトチームのリーダーを

担当しているということもございますので、本県の状況のみならず、全国の地方の声をこ

の場でもお届けするということをさせていただけたらと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 続きまして、全国母子寡婦福祉団体協議会副理事長の藤田構成員、よろし
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くお願いいたします。 

○藤田構成員 皆様、こんにちは。全国母子寡婦福祉団体協議会の副理事長をさせていた

だいております藤田君子と申します。 

 前任の海野理事長の代わりに、この有識者会議に出席させていただいております。何分、

初めてでございますので、こういう機会を与えていただいたことをありがたく思っており

ます。ひとり親家庭の立場として、いろいろなことを皆様方にお伝えできればと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 続きまして、北海道大学大学院教育学研究院の教授でいらっしゃいます松

本構成員、よろしくお願いいたします。 

○松本構成員 初めまして、北海道大学の松本と申します。 

 このたびは、構成員に入れていただいて、貴重な機会をいただいたと考えております。

どうもありがとうございます。 

 専門にしていることは、教育学部ではありますけれども、貧困の研究をベースにして、

子供や家族の諸困難について考えているということであります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 最後になりますが、全国児童養護施設協議会副会長でいらっしゃいます横

川構成員、よろしくお願いいたします。 

○横川構成員 初めまして、全国児童養護施設協議会の副会長をさせていただいておりま

す横川と申します。よろしくお願いいたします。 

 児童養護施設の子供たちの将来を考えた時に、今、在籍している子供のみならず、その

子供たちが社会に出てから、どのような生活を送っていくのか。また、その生活を送る中

でどのようなことが課題になっているのかという、現場の声を皆さんのほうにもお伝えし

ながら、一緒に考えていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○飯田参事官 皆様、御挨拶をありがとうございました。 

 なお、本日、千葉市こども未来局こども未来部長の植草様は御欠席となっております。

あとは全員御出席いただいている状況でございます。 

 続きまして、先ほど座長の互選についてお話ししましたが、座長の互選の手続に入りた

いと思います。「子供の貧困対策に関する有識者会議の開催について」という設置要領を

参考資料に付けておりますが、その中で「構成員の互選により、座長を置く」という形に

させていただいております。つきましては、構成員の皆様方におかれまして座長の選出を

お願いしたいと思いますが、座長の御推薦等ございませんでしょうか。 

 新保先生、よろしくお願いします。 

○新保構成員 私からは、宮本構成員を推薦させていただきたいと思います。高い見識を

お持ちであるのはもちろんですが、これまでも座長として様々な難しい局面を見事に取り

まとめてこられてきた手腕を拝見してまいりましたので、これ以上ない方であると思いま

すので、推薦させていただきます。 
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○飯田参事官 末冨先生。 

○末冨構成員 私も新保先生の意見に賛成いたします。子供分野・若者分野の貧困だけで

はなくて、就労や家族支援にも御専門性が高いということですので、私も宮本先生にお願

いいたしたく存じます。 

○飯田参事官 その他に御推挙のお声がないようでございますので、新保構成員と末冨構

成員のほうから宮本構成員を座長にという御推薦をいただきましたが、皆様、いかがでご

ざいますでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○飯田参事官 御賛同いただけましたので、引き続き、宮本構成員に座長をお願いしたい

と思います。宮本先生、座長をよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、以後の進行を宮本座長にお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○宮本座長 宮本でございます。何人かの構成員の皆様とはしばらくぶりでございます。

また、今度新しく御参加いただいている新しい構成員の方々もこれからよろしくお願いい

たします。 

 話が前後してしまいましたけれども、ただいま座長を務めるようにというお話をいただ

きまして、微力な身でございますけれども、大変重要な会議だと思いますので、全力を挙

げて務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますけれども、議事を進めてまいります。 

 まず、本日の議題と出席者は、議事次第、座席表のとおりでございます。お手元にござ

いますでしょうか。配付資料につきましては議事次第のとおりでございますが、全てそろ

っておりますでしょうか。不足がある場合は、事前にお知らせした事務局の連絡先までお

知らせいただくようにお願いいたします。 

 それでは、次に進みたいと思いますが、初めに、子どもの貧困対策の推進に関する法律

第７条に基づく公表に関して、政府より令和２年度の主な取組について、簡潔に御説明を

お願いしたいと思います。 

 内閣府、文部科学省、厚生労働省の順でお願いいたします。 

○飯田参事官 内閣府でございます。 

 議題１につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、こちらの議題でございますが、子供の貧困対策の推進に関する法律第７条におき

まして、「政府は、毎年１回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を

公表しなければならない」とされております。そうしたことを受けまして、今回、公表す

べき資料について構成員の皆様方に御説明するという立てつけとなってございます。 

 資料の順番が前後して恐縮ですが、まず、「子供の貧困の状況」ということで、資料１

－２を御覧いただければと思います。子供の貧困対策の大綱の中で39の指標がございま

すが、その中で直近値で更新ができたものを一番右の赤字という形でまとめさせていただ
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いております。私からは、赤字になった部分について簡潔に御説明したいと思います。 

 まず、「教育の支援」でございますけれども、上の生活保護世帯に属するお子様の高等

学校等の進学率や中退率、大学等の進学率が３つ並んでおります。こちらの数値は、おお

むね横ばいか、中退率は下がっている。そして、生活保護世帯に属するお子様の大学進学

率は上昇しているといった状況でございます。 

 その下、児童養護施設の子供の進学率、中学校卒業後と高校卒業後とございますが、こ

ちらの数値はいずれも上昇しているという状況でございます。 

 次のページを御覧いただければと思います。 

 スクールソーシャルワーカーの対応実績のある学校の割合ですとか、スクールカウンセ

ラーの配置率、そして就学援助制度に関する周知状況等でございます。こちらを御覧いた

だければ分かりますように、スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割

合や、スクールカウンセラーの配置率の割合は、全部上昇傾向にございます。また、就学

援助制度に関する周知状況のほうも上がっておりますし、その後、皆様からの声の大きい、

入学前に就学援助に基づいてしっかり支給すべきじゃないかといった点につきましても、

小学校・中学校、両方とも数値が上がっているといった状況でございます。 

 次のページ、お願いいたします。あと、更新があったのはこの部分でございまして、昨

年４月から高等教育の修学支援新制度が施行されておりますが、そちらの利用者数が最新

で分かりましたので、右側に赤字で記載させていただいているところでございます。こち

らでございますが、コロナ禍直前といった数字が多いものですから、コロナ禍後、お子様

が大変厳しい状況になっていることもあると思いますので、引き続き数値をしっかり注視

してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、資料が前後いたしますが、資料１－１を御覧いただければと思います。こ

ちらは、法７条の公表のうち、施策の実施状況について説明したペーパーでございます。

詳細、全部の施策につきましては、資料１－３という形でおまとめしておりますが、本日

はそちらの施策の中から、新規とか拡充したものをピックアップしたものを資料１－１と

いう形でおまとめしておりますので、こちらに沿って、内閣府、文部科学省、厚生労働省

から御説明さしあげたいと思います。 

 内閣府でございますけれども、３ページをお願いいたします。「５．調査研究等」以下

が内閣府の取組という形で記載させていただいている内容でございます。 

 まず、令和元年６月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正されましたが、その

際の附帯決議で「子どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努める」こととさ

れたことを踏まえまして、内閣府では、こういった子供の貧困実態調査につきまして、地

方自治体の皆様方が広く使えるような共通の調査票のフォーマットを、調査研究会を設け

て検討しまして、昨年の３月でございますけれども、こちらの調査票を公表させていただ

きました。 

 そして、全国的に実施されるようにということを踏まえまして、こちらの調査票をベー
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スに、新たにコロナ禍での影響を調査項目に追加した形で、内閣府で昨年度、本当に遅く

なりましたけれども、全国調査の試行実施したところでございます。今、結果の方を鋭意、

有識者の方に御議論いただいていて、渡辺構成員もこちらの検討会に入っていただいてい

ますが、本年秋を目途に結果を公表できればと考えてございます。 

 続きまして、「６．施策の推進体制」でございますが、内閣府の方で財政支援といたし

まして、「地域子供の未来応援交付金」という制度がございます。こちらは、ちょっと下

の参考というところを御覧いただくといいと思いますが、どういったものを支援している

かと申しますと、地方自治体が子供の貧困対策として取り組む実態調査とか、その結果に

基づいた法律に基づく計画の策定。その後、実際に子供の居場所づくりを行いたいという

自治体さん向けの子供等支援の事業。あと、例えば庁内の福祉部局とか教育部局を始めと

した連携体制を構築したいという場合の連携体制の整備。あるいは、職員の方の研修を行

いたい自治体の皆様に、交付金という形で内閣府のほうで交付してきているところでござ

います。 

 そして、先ほど坂本大臣の御挨拶にもございましたけれども、コロナ禍でお子さんの孤

独・孤立の問題が顕在化しているという状況でございます。そうした中で、内閣府といた

しましても、地方自治体が子供の居場所づくりを、子ども食堂を始めとしたNPO等の外部

団体に委託した場合に、従来の補助率は２分の１だったのですが、４分の３に引き上げて、

今年の３月下旬からでございますけれども、支援を強化している状況でございます。 

 最後に、地方自治体の皆様方向けの交付以外に、もう一つ、内閣府の方で子供の未来応

援基金という基金がございます。こちらは、企業とか個人の皆様から御寄付を募りまして、

御寄付いただいたお金を用いまして、子供の学習支援とか子ども食堂をはじめとして、貧

困状況にあるお子さんを支援していただいているような民間団体に、活動資金という形で

提供させていただいております。こちらは、年１回、夏過ぎから広報しまして、年末に決

定するという形で進めておりまして、今年度も来年に向けて、夏以降、広報等をしていき

たいと考えております。 

 あと、昨年度、コロナ禍の中で、学習支援予算でオンライン支援をしたり、あるいは子

ども食堂さんに至っては、感染防止対策の観点から居場所づくりをするのはなかなか難し

いので、フードパントリーを行いたいといったお声も多数いただきましたので、20か所

のNPO法人等に緊急で約5,300万円、こちらの基金で臨時の支援をしたといった状況でご

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。 

 それでは、次、文部科学省からお願いいたします。 

○石塚課長 文部科学省総合教育政策局の石塚と申します。よろしくお願いいたします。 

 文部科学省におきましては、経済状況に関わりなく、全ての児童生徒に対して適切な学

びを保障することが重要と考えております。文科省の貧困対策としましては、教育負担軽
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減というもの。あと、学校をプラットフォームとしたスクールソーシャルワーカー等を活

用した取組。あと、地域の様々な資源と連携した学びの支援といった３本柱で取組をして

いるところでございます。今回は、その中から２つ、主なところを少し説明したいと思い

ます。 

 資料１－１の「１．教育の支援」ということでございますけれども、まず、高等教育の

修学支援ということで、主に大学生ということになりますけれども、子供の修学を支援す

るため、令和２年から経済的に修学困難な学生等を対象とする修学支援新制度というもの

を設けております。例えば、私立大学の自宅外の学生であれば、給付型の奨学金は上限約

90万円。あと、授業料等の減免ということで、上限70万円という制度を開始しておると

ころでございます。先ほど内閣府から数字の説明がありましたけれども、令和２年度は、

合わせて約27万人に対して支援を行っているところでございます。また、貸与基準を満

たす希望者全員に対する無利子奨学金の貸与も実施しているところでございます。 

 また、令和２年度につきましては、新型コロナウイルスの影響というものがありました

ので、それによって家計が急変した学生に対する対応というものも実施しているところで

ございます。 

 参考の今年度の取組でございますけれども、この修学支援新制度につきまして、引き続

き学生等に情報が行き渡るよう周知・広報に努めていくことを考えております。 

 また、新型コロナの影響により急変した学生に対する支援についても、引き続き実施す

ることにしております。 

 もう一つ、学校教育における学力保障ということでございます。家庭環境等に左右され

ない学力の保障ということで、少人数の習熟度別指導とか放課後の補習を行う取組という

ものを推進するため、教職員等の指導体制を充実するということでございます。貧困に対

応する関連として、教員定数につきまして50人増やすという措置を行っております。 

 今年度の取組ということでございますけれども、既に周知かもしれませんけれども、少

人数によるきめ細かな指導体制ということで、小学校につきまして学級編制の標準を、５

年間かけて、第２学年からになりますけれども、35人に計画的に引き下げることとして

おります。それに伴う副校長・教頭の複数配置とか、生徒指導担当教員の配置の充実とい

う定数改善も図っていき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。 

 それでは、厚生労働省からお願いいたします。 

○中野課長 厚生労働省子ども家庭局の中野と申します。よろしくお願いいたします。 

 厚生労働省においては、社会保障全般を担当しておりますが、資料１－１の２番から４

番の御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、「２．生活の安定に資するための支援」ということでございまして、１つ目は、

妊娠・出産期からの相談・切れ目のない支援を行うということで、いわゆる日本版ネウボ
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ラと言われているものでございますが、子育て世代包括支援センターを市町村に設置しま

して、様々な悩みについてワンストップで相談を受けるという対応を実施してございます。 

 参考のところに書かれてございますが、令和３年度における取組としましては、「引き

続き支援を実施」しているというところでございます。 

 ２ページ目以降を御覧いただければと思います。生活困窮者の支援、これは親の支援も

含めてということでございますが、生活困窮者自立支援法に基づきまして、多様なニーズ

に応えるということで、生活困窮者の自立支援、就労準備、家計改善、こうしたニーズに

応じた支援を一体的に実施しているところでございます。 

 下に書いてございますとおり、新型コロナウイルス感染症拡大を受けまして、電話や

SNS・メール等、なかなか相談窓口に行けない方のニーズに応えるということで、遠隔相

談のための設備への支援というものについても実施しておりますし、自立相談支援機関の

人員体制や環境の整備、こうした支援に対応しているところでございます。 

 また、ここには書かれてございませんが、ひとり親のワンストップ支援体制の強化も推

進しています。これは、906ある福祉事務所を設置している自治体に、ひとり親の相談窓

口を設置しているところでございますが、ここにつきましても、新型コロナウイルスの問

題を受けまして、例えばSNS等のIT機器を使って相談できる体制支援などを、補正予算を

使って行ってきているところでございます。母子・父子自立支援員の方だけでは対応がな

かなか難しいなか、ITを活用した相談体制の強化を図る。これは、コロナ対応で、支援

のメニューも複雑化してきておりますので、こうした適切な支援のメニューがうまくつな

がるように、お届けできるようにという対応を実施しているところでございます。 

 続きまして、子供の生活支援というところで、これまで内閣府・文科省の説明の中にも

ございましたが、新型コロナウイルスによりまして、学校も休校になって居場所づくりと

いうことが課題になっております。こういった中、子供の見守り機会が減少しまして、児

童虐待のリスクが高まっているということで、子供たちの状況の把握をするために、ある

いは食事の提供、学習・生活支援といった地域のニーズに応じた見守り体制の強化が必要

だということで、昨年度の第２次補正予算、第３次補正予算におきまして、支援対象児童

等見守り強化事業というものを実施してございます。 

 これは、令和２年度の補正予算でございますが、実質的には繰り越されまして今年度事

業としても実施しているところでございます。今の実施状況、必ずしも十分実施されてい

ないところでございますが、交付決定額ベースで14億でございまして、実施自治体ベー

スで言いますと、最新の情報ですと102自治体という状況でございます。 

 まだまだ活用できる余地がございまして、各自治体のニーズに応じて、子ども食堂、こ

ども宅食といった取組を更に進めていきたいと考えておりまして、７月に入ってから、全

ての自治体を対象に７回に分けまして、全国会議・セミナーを実施しているところでござ

います。地域の自治体の皆さんと連携して、子ども食堂、こども宅食等の取組について、

この事業を活用して進めてまいりたいと考えてございます。 
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 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。 

 １つ目は、ひとり親家庭等の親への就労支援でございまして、資格取得、学び直しの支

援、マザーズハローワーク等でのひとり親を含む子育て中の女性に対するきめ細やかな就

業支援を実施しているところでございます。これはひとり親に限らず支援する、求職者訓

練制度も拡充いたしました。３月の新型コロナについての非正規等緊急対策に基づいて拡

充しております。 

 また、ひとり親対策という観点で言いますと、参考のところに書かせていただいており

ますとおり、令和３年度に「ひとり親自立促進パッケージ」を策定しました。これは、下

に書かれてございます高等職業訓練促進給付金の給付対象、もともとは看護師等の国家資

格取得を目的としたものでございましたが、民間資格を対象にしまして、資格取得の準備

中・訓練中に、原則、月10万円、生活費の支援を実施するというものでございます。こ

うした支援について対象となる資格を拡充し、また短い訓練期間に対しても支援ができる

という特例措置を講じたところでございます。 

 さらに、こうした訓練期間中の活用も視野に入れて、住居の借り上げのために必要な資

金について、これは、貸付けではございますが、償還免除つきという形の制度についても、

併せて新たに導入しているところでございます。 

 次に、「４．経済的支援」でございます。 

 低所得の子育て世帯に対する臨時特別給付金の支給というところで、昨年度以来、３回

にわたりまして支給させていただいているところでございます。これは、児童扶養手当受

給者、それから、児童扶養手当は受けておられないのですが、手当受給者相当の所得の方

で公的年金を受けていることで併給調整されている方。それ以外に、家計急変されたとい

うことで、児童扶養手当を受けておられないのですが、それ相当の所得になった方を対象

に、これまで３回にわたって臨時給付金支給を実施してまいりました。 

 さらに、その３回、令和３年度の支給ということで、低所得の子育て世帯、ひとり親だ

けではないだろうという御指摘がございましたので、今回に当たっては、ひとり親に加え

まして、二人親、つまり、両親がそろっている家庭につきましても支給の対象としたとこ

ろでございます。 

 なお、ひとり親に対しては、児童扶養手当受給世帯に対しては、既に６月までに支給を

終えております。さらに、二人親の世帯につきましても、７月までにほぼ９割近くのとこ

ろが支給を開始しているところでございます。申請に基づく支給の対象者の方がございま

すので、引き続き、しっかり周知した上で支給してまいりたいと考えてございます。 

 最後、３ページの一番上の○のところ、養育費の確保推進についてでございます。養育

費は、実態としてなかなか受けられていないというのが実情でございますので、自治体と

連携しまして、離婚協議開始前から親支援講座等を実施しまして、ひとり親の支援施策に

ついて情報提供を行ってまいりましたが、これらに加えまして、例えば公正証書等による
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債務名義の作成支援等々、あるいは弁護士による支援、そうしたものを自治体が実施した

場合について、自治体の養育費の履行確保に資するための取組に要する費用の支援につい

て、今年度拡充しているところでございます。 

 令和２年度までは、１自治体当たり補助単価が170万円であったところについて、今年

度から1,500万円まで拡充しまして、養育費の確保に向けた取組をさらに充実してまいり

たいと考えてございます。 

 厚生労働省の取組は以上でございます。 

○宮本座長 短い時間で簡潔に御説明いただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、しばらくの間、ただいま頂いた御説明についての御質問、御意見等をいただ

ければと思います。どうぞ、どなた様からでも手を挙げていただいて。 

 山野構成員、お願いします。 

○山野構成員 ありがとうございます。山野です。よろしくお願いします。 

 いろいろ取り組んでくださって、本当にありがとうございます。いろいろなことがちょ

っとずつ前に行っていると感じます。ありがとうございました。 

 その中で、幾つか思いはあるのですけれども、時間もありませんので、１点、経済的支

援のところでは、いろいろ緩和というか、基準を下げるということも出されたと思うので

すけれども、生活保護に関しては基準が2013年からずっと引下げが実施されていて、特

にこのコロナ禍で、この後、私も提出資料を出させてもらっているのですが、コロナによ

る影響ということは、皆さん御承知のとおり、非常に大変な状況だと思うのです。 

 そこに子供さんがいる世帯は、もちろんたくさんあるわけで、生活保護の基準の引下げ

ということ、あるいはマスクの購入とか、特別に費用が発生するわけですから、その辺の

配慮というか、生活保護に関するところには触れられなかったので、もし御議論や検討事

項とかがあれば教えていただきたいなと思いました。なければ、是非、取り上げていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○宮本座長 幾つか御質問、御意見いただいてから、まとめて御回答いただければと思い

ます。 

 末冨構成員、お願いします。 

○末冨構成員 ありがとうございます。 

 まず、内閣府、文部科学省、厚生労働省の精力的なお取組に感謝申し上げます。 

 その上で、資料１－１と１－２に基づいて、幾つか質問と確認をさせていただきたいの

ですけれども、まず、高等教育の修学支援につきましては、高校在学段階での周知になお

課題があると私は考えています。大学等進学率の数値自体は、生活保護世帯からの進学率

も児童養護施設からの進学率も、上昇傾向にあるのですが、それほど大きくは改善できて

いないことが把握されます。こちらのほうが、高校側から必要な高校生に必ずしも支援情

報が行っていないという実態が、特に高校のソーシャルワーカーや高校の事務職員からは
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懸念される声が届いておりますので、その辺りの働きかけについて何かあるか、あるいは

お取組があればお教えください。 

 併せまして、後ほどの意見書でも指摘しておりますが、入学金と受験料の支援がないと

いうことも、特に生活保護世帯や、それに準じる低所得世帯からの進学の阻害要因になっ

ておりまして、今年度、文部科学省の「大学入試のあり方に関する検討会議」では、入学

金については、学納金の納付時期等について調査をいただくという提言をされておられま

すけれども、現状の文科省のお取組について、お教えいただければと思います。併せて、

受験料につきましても、検討の現状をお教えください。 

 それから、先ほど厚生労働省からご説明がございまして、生活支援に大変力を入れてい

ただいているということは分かったのですが、今、夏休みに入ってしまっておりまして、

夏休み中に食料がなくて体重が減ってしまうわけなので、そうした緊急支援について、何

か取組が進んでいる自治体の事例等あれば、是非お教えいただきたいと思います。 

 併せまして、内閣府にお願いしたいことが１点ございます。令和２年度の子供の貧困全

国調査の試行実施の秋の結果公表につきましては、これはぎりぎりコロナの前の子供の生

活実態と、恐らく今日、山野先生や渡辺さんからも御報告あると思いますが、その後に明

らかになった深刻な子供の貧困の状況を対照させていく上でも非常に重要な調査ですので、

公表の在り方ですとか、例えばオンラインの報告会のような形で、なるべく多くの関係者

に普及していただきたいと思っているのですが、そうした御検討をお願いすることが可能

かどうか、お教えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 そのほか、御質問、御発言ありますでしょうか。 

 では、松本構成員、お願いします。 

○松本構成員 松本でございます。 

 初めての参加で、これまでの議論の経過を知らないのですけれども、先ほど山野構成員

から、生活保護の問題について、どのように検討されているかという御意見がありました。

大変重要な視点だと思います。山野構成員が生活保護の基準の問題を取り上げられました。

加えて、運用の問題についても状況をお知らせいただきたい、あるいは御検討いただきた

いということであります。 

 １つは、この間、扶養照会について、必ずしもそれは必須ではないということがありま

した。大変大きな前進かと思います。特に、子供の貧困の関わりで言いますと、ひとり親

世帯、特に離婚されるとかDVで避難される方にとって、扶養照会の問題はとても大きか

った。それをきちんと徹底していかなければいけないというときに、周知も含めて、せっ

かくの前進ですので、有効なものにしていくということが必要かと思います。 

 もう一つは、資産の自動車です。特に、地方都市や過疎地において、就労していく、あ

るいは病院に通う、あるいは保育所に送る時に大変重要な生活手段であります。ここがネ
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ックになって、特に職場に通うというときに、自動車を手放さなければいけないので、逆

に保護の申請のハードルが上がるということが実際にあります。ですので、特にひとり親

世帯、あるいは子供さんを持って就労している人、あるいは若い人たちで自動車の問題は

とても大きい。 

 特に、地方都市で公共交通機関の利用ということだけでは難しいところについて手だて

を取っていくことが、子供の貧困対策、あるいはその緩和ということについても大変重要

なことかと思いますので、山野構成員の御指摘に重ねまして意見を述べたいと思います。 

 以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 そのほか、御発言ありますでしょうか。 

 では、渡辺構成員。 

○渡辺構成員 ありがとうございます。すみません、ちょっとこの後の予定があって、今

日はこちらから失礼させていただきます。 

 私の方からは、３点大きくございます。 

 まず、１点目が、高等教育の修学支援新制度、本当にすばらしい制度だと思っておりま

す。これができたことで、数字でも上がっておりますが、私たちが学習支援をやっている

子たちも、これを使って大学へ行くような子がすごく増えております。また、昨年からコ

ロナが大変になったということで、日本全国で困窮している御家庭に少し受験料の補助を

ということで、５万円ほどの奨学金を渡しているのですけれども、そのような家庭の子の

利用率は非常に高くなっておりまして、非常にいい制度なので、これを作っていただいた

のは本当にありがたいですし、とても大きなことだと思います。 

 少し問題として出てきているのは、受けられる子と受けられない子のボーダーの問題が

ございます。ぎりぎりで受けられない家庭の子たちが楽かというと、決してそうではない

ので、そういった子たちをどうしていくのかということがすごくあるのかなと思います。

そういうことも含めて、私たちが支援しているような低所得の御家庭からは、児童手当の

高校までの延長です。一番お金がかかる高校生のときに月１万円がなくなるということは、

非常に大きな声が挙がっておりますので、そこについては何かできるといいかな。これが

あれば３年で36万円になりますので、そこは大分違うのかなと思っております。 

 また、２つ目が学校教育による学力保障ということで、コロナの影響で非常に学力格差

が広がっていくだろうということが言われております。私たちの方でも、例えば低所得の

御家庭を御支援している中で、８％ぐらいの方は不登校になっている。不登校傾向の方も

十何％ぐらいいるというところで、そういう貧困家庭の中で不登校とか、そういう課題が

出てくる子たちにどうしていくのかということがないと、ひたすらこのまま広がっていく

状況になってしまうので、そこがどうにかできればいいのかなと思っています。 

 その中で、GIGAスクール構想でPCとかタブレットが１人１台というのは、非常に大き

な、明るいことなのですけれども、今だと子供が自由に家に持ち帰って使えるという状況
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になっていないところがすごく多くて、例えば私どものようなNPOがオンラインで学習支

援をやろうと思っても、お家にはいまだにデバイスがないという状況が続いておりますの

で、何かそれをうまくできる手だてがあれば、この先はお家の中でインターネットができ

るかどうかということが非常に大きな影響がある。 

 私たちも、昨年御寄付をいただいて、通信費付きのスマートフォンを200台ほど、低所

得の高校生と中学生で、受験生でスマホを持っていない子に渡したのですけれども、物す

ごく学力が上がったということが出ていて、通知表がオール５に近くなったとか、英検に

受かったとか、アプリを落としていろいろ勉強したということがあって、あるとないのと

でどんどん差が開いてしまうので、ここをどうしていくのかというのは、すごく重要だと

思っております。 

 最後になりますが、保護者の就労支援はこの先は非常に重要だと思っています。失職し

ている方とかお仕事がなくなっている方がすごく多くて、就労支援の方もいろいろと頑張

っていただいていると思うのですけれども、保護者の方から、制度が非常に難しい、分か

りづらいということで、利用がなかなかできないという声が１つ挙がっています。 

 もう一つが、マザーズハローワークとか公共施設のやっている時間がどうしても平日の

昼間ということで、実は今、困っていらっしゃる方で、パートのお仕事を何とかされてい

る方がすごく多いのですね。パートの仕事をやりながら、もうちょっと収入を増やしたい

とか、より良い仕事につきたいという中で、仕事をしながら利用できる無料の就労支援み

たいなものがなかなかないということが、すごくネックになっているのかなと思いますの

で、こんなところで何か新しい取組ができればいいのかなと思っております。 

 私の方から以上です。 

○宮本座長 その他、御質問、御発言ございますでしょうか。 

 それでは、ただいま４人の構成員から御質問、御意見が出ましたけれども、少々時間が

押しておりますので、３つの省庁から簡潔に御回答いただければと思います。よろしくお

願いします。 

○飯田参事官 それでは、内閣府から御回答させていただきたいと思います。 

 まず、順番が前後いたしますけれども、渡辺構成員からの児童手当のお話の方、末冨先

生からもお話しいただいているところでございます。児童手当につきましては、こちらに

今頂いた御意見を、担当部署にしっかりお伝えするようにいたしますが、今年の５月に子

ども・子育て支援法と児童手当法の法改正がございました。こちらの改正法の附則におき

まして、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給、その財源の在り方、支給要件の在

り方につきまして、あと、少子化対策の観点からでございますけれども、そういった検討

規定がございます。その検討規定に従って、また検討してまいると思いますが、いずれに

しましても、本日いただいた御意見をしっかり伝えてまいりたいと思います。 

 また、末冨先生から御指摘のありました全国調査、是非貴重なものなのでという話です

けれども、こちらは実際に調査を実施した時期が今年の１月から３月ぐらいにかけてです



16 

 

ので、お話の内容自体もコロナの影響も含めて聞いております。そういったことでもあり

ますので、当然公表するのですが、公表の在り方につきましては、本日の有識者会議の構

成員の皆様方にも、よくお分かりになるような形で検討した上で、また御連絡申し上げた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 それでは、文部科学省のほうからよろしくお願いします。 

○石塚課長 文部科学省でございます。 

 まず、修学支援新制度の周知ということでございます。当然、制度をつくって周知しな

いと、ないものと同じと考えておりますので、特に福祉機関との連携とかをしながら、更

なる周知なども重要と考えております。 

 また、受験料のお話がございました。先ほどの新制度の中で、受験料の支援も見込んだ

給付型の奨学金ということになっておりますけれども、高校の段階でという要請があると

承知しております。大学等の入学前に、保護者・生徒等が利用可能な貸付制度があって、

そこは入学金とか授業料のものもあると承知しておりますので、そこの周知を図ってまい

りたいと思いますし、更なる、どのような対策が効果的かというところは、引き続き検討

していきたいと考えております。 

 また、GIGAの持ち帰りにつきましては、学校・自治体等の判断というものがあるとこ

ろではございますけれども、そこについてもなるべく推進するような形が望ましいと考え

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。 

 それでは、厚生労働省からお願いします。 

○中野課長 厚生労働省家庭福祉課長でございます。 

 まず、１点目の生活保護の件でございます。生活保護、御案内のとおり、他法他施策の

施策活用ということで、緊急小口資金の貸付とか総合支援資金の他施策の充実を行ってき

ているわけでございますが、当然ながら、生活保護が必要になった場合については、確実

かつ速やかに保護を実施するということで、申請権を侵害しないようにということについ

ては、繰り返し通知したり、あるいは全国会議でも周知徹底を図っているというところで

ございます。 

 また、松本先生からも御指摘いただいたとおり、扶養照会の件についても見直しの通知

を発出してきているところでございます。 

 基準や自動車保有の件については、こちらで御指摘あった点については、担当課の方に

しっかり伝えてまいりたいと思います。 

 それから、児童養護施設等の退所者の支援というところで、これは御指摘いただきまし

たとおり、施設退所者等、社会的養育の、いわゆるケアリーバーと言われている方々の自
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立支援、大変重要だと思っておりまして、昨年度、厚生労働省としても初めて実態調査を

して公表したところでございます。 

 また、施設等に対して、退所者支援の担当者の方を置くという措置費の加算措置を講じ、

こうした方々に情報を伝えていただく取組のほか、国による支援策としては、例えば住居

を借りた場合に身元保証の制度であるとか、奨学金の貸付制度、これは、社会的養育の

方々を対象とした免除付きの貸付制度を導入しております。こうした制度について、施設

に置かれている退所者支援の担当者の方々とうまく情報を連携しながら、しっかりと対象

者に伝わるように取り組んでまいりたいと思っております。 

 それから、夏休み中の子供たちに対する緊急支援という点で御指摘を頂きました。これ

は、資料１－１の「子ども食堂」のところで書かれております。２ページの子供の生活支

援、支援対象児童等見守り強化事業です。これは、先ほど申し上げましたとおり、まだま

だ執行可能な予算が残っている状況でございまして、その活用について、７月上旬から７

つのブロックに分けまして、全自治体に対して働きかけたところでございます。その中で、

特に夏休みについての事例ということではないのですが、よく取り組んでいる事例を幾つ

か発表していただいて、なおかつ、そうした好事例を紹介した資料についても、全ての対

象自治体に対して事務連絡として流させていただいたところでございます。 

 繰り返しになりますが、この「見守り強化事業」、食料を買ってお届けする費用にも充

てることができるところでございまして、こうした事業の活用について、引き続き自治体

の皆さんにしっかり活用を働きかけてまいりたいと思います。 

 厚生労働省から以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 ただいまの質疑応答の内容の一部は、後ほど３人の構成員からの御提言等がございまし

て、そことも関わると思いますので、またそれと関わりながら検討したいと思います。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。「調査研究等の実施について」でございま

す。貧困状態の子供の支援のために、教育・福祉等データベースの構築に向けた調査研究

等の実施について、事務局から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２を御覧いただければと思います。こちら、「貧困状態の子供の支援のための教

育・福祉等データベースの構築に向けた研究会」というものを、今年の４月から設けて、

現在検討を進めている状況でございますので、そちらについて御報告をさせていただきま

す。 

 まず、経緯でございますけれども、下の点線部分の参考というところを御覧いただけれ

ばと思います。こちらも順序が逆ですが、参考２の方、皆様御案内のとおり、子供の貧困

の実態は「見えにくく、捉えづらい」と言われている中、令和元年11月に２回目の「子

供の貧困対策の大綱」を策定したわけでございますが、そちらの大綱の中でも、支援が行

き届いていない、又は届きにくい子供・家庭に配慮して対策を進めるべきであるというこ
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と。そして、市町村において、福祉や教育等の取組の過程で得られた個別の子供の状況に

関する情報を活用して、支援を要する子供を広く把握し、効果的な支援につなげていくと

いったことが大綱のほうに盛り込まれたところでございます。 

 その後、ちょうど１年後、昨年11月でございますが、秋の行政事業レビュー、テーマ

は、子供の貧困とシングルペアレンツ問題というものの中で、読み上げますが、自分が支

援対象であることに無自覚な人、潜在的に支援を必要とする人を含めて、必要な支援を必

要な人に十分に行き渡らせるためには、「ワンストップ化」や「プッシュ型」、いわゆる

アウトリーチの支援を実現することが必要である。 

 それを受けまして、国（内閣府・文科省・厚労省）におきまして、こうした支援を実現

するため、デジタル・データの特性を生かしたデータベースに関わる共通インフラを主導

して構築することを検討すべきこととされたことを受けまして、上の概要に戻りますが、

現在、文部科学省、厚生労働省に御参画いただきながら、内閣府の方で研究会を設けてい

るという状況でございます。 

 こちらの目的の方、正に市町村等にある教育や福祉等に係る個別の親御さんやお子さん

の情報を活用して、①支援が必要な貧困状態にある子供を広く把握、発見していく。そし

て、発見・把握したお子さんに対して、アウトリーチ、プッシュ型で地域にある学習支援

や居場所などの各種の支援につなげていく。それを見つけ出すためのツールとしてのデー

タベースのフォーマットのひな型を、今年度末までに作成できればと考えてございます。

こちらが取りまとまる前に、こちらの有識者会議の場でまた御議論いただきたいと考えて

おります。年明けになるかと思います。 

 次のページをお願いいたします。研究会の構成員でございますけれども、本有識者会議

の構成員でもいらっしゃいます山野先生、末冨先生に有識者という形で入っていただいて

います。 

 あと、地方公共団体の方でございますが、原則、都道府県、政令市、市、そして町村の

教育部門と福祉部門、双方から担当の方に入っていただいていると同時に、皆様、基本的

に先進的な取組をされている自治体という形で入っていただいておりまして、一番上にお

名前がございます笹山構成員も、こちらの研究会の構成員に入っていただいております。 

 また、大綱の中では、学校がプラットフォームであるとされていることもございますし、

こういったものを作った暁には、学校のほうでもいろいろ関与があるかと思います。そう

いった中で、学校長という形で、全国連合小学校長会の会長様、全日本中学校長会の会長

様、そして私学の方は私立順天学園（中学・高校）校長の長塚様に入っていただくと同時

に、文部科学省、厚生労働省からも御参画いただいて検討を進めているという状況でござ

います。 

 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。 

 ただいまの御説明に関しまして、質問や御意見がありましたらお願いいたします。 
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 末冨構成員、お願いします。 

○末冨構成員 ありがとうございます。 

 今の研究会のメンバーとして申し上げておきますと、こちらの会議につきましては、特

に学校関係者の御協力がございます。かなり積極的な御意見も出ておりまして、とりわけ

ニーズが高いのが、小学校・中学校段階の基礎自治体でつなげるデータはいいのだけれど

も、高校に行ってしまうと情報が届きづらくなる。特に、中退の情報などが届きづらくな

ることが支援の開始を送らせてしまうことにもなるので、そこはどうにかなりませんかと

いう意見が学校側からもございましたし、自治体の方からもありました。そうしたニーズ

にも応えられるような在り方について、政府の後押しがないと大変かなと思っております

ので、お願いしたいと考えております。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございます。 

 その他、御発言ありますでしょうか。 

 松本構成員、お願いします。 

○松本構成員 これも経過を知らないので、的外れかもしれませんけれども、この研究会

はこの有識者会議にぶら下がっているものではなくて、別途立ち上がっているものという

理解でよろしいのですね。 

○飯田参事官 そのとおりです。 

○松本構成員 分かりました。 

 それで、今、末冨構成員から高校中退の話が出ましたけれども、そこはすごく大事とい

うか、あとは小中のところでも、恐らく要対協のネグレクトケースで上がってきているケ

ースなどの情報も、ここにどんなふうに入るのかとか。割と一般的な全体のデータベース

というだけじゃなくて、むしろ現在、支援につながっている、あるいは支援につながるべ

きグループというところを、どんなふうにきちんとフォローできるかという観点がとても

大事だろうなと思うのです。そこで、実際にデータベースのときのデータはどんなことが

考えられているのか、あるいはどういう中身なのかというのは、今、議論として何か出て

いるのでしょうかということです。 

 これはここでお聞きすることなのかどうか分からないですけれども、全ての子供に関わ

るデータとなると、かなり限られるような気がするのですけれども、そちらの方向を追求

していく方なのか、それともニーズの高いようなグループを想定して、そちらの方の支援

をもうちょっと充実させていけるという方向で何か考えられるということなのか。もし、

議論の状況が分かれば御紹介いただけたらありがたいです。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございます。 

 松本構成員からの御質問の議論の状況、今の時点で御説明があれば。 

○飯田参事官 山野先生、先にお話しされますか。後でいいですか。 
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○山野委員 後でいいです。 

○飯田参事官 では、事務局からまず報告いたします。 

 松本先生の御指摘の内容でございますけれども、正にこれから研究会のほうで議論を深

めていく段階と承知しております。一方で、先ほど末冨先生や松本先生もおっしゃったよ

うに、高校中退の問題も当然視野に入れて検討することをしたいと考えてございます。あ

と、児童虐待の関係、ネグレクトの関係の御質問がありましたが、そちらの方の関係も論

点として挙げておりますので、そちらも今後本格的に議論していきたいと考えてございま

す。 

 事務局から以上でございます。 

○宮本座長 ありがとうございました。 

 では、山野構成員、お願いします。 

○山野構成員 ありがとうございます。 

 松本構成員の御質問にちょっとと思って、手を挙げさせてもらったのですけれども、今、

飯田さんがおっしゃられたとおりです。虐待ケース、要保護児童ケースというところは、

議論の場が一応あるのですが、もっとグレーゾーンで見えていないところ、ここの貧困対

策の会議でずっと見えないところをどうするのかという、先ほどの児童扶養手当の話もあ

ったのですけれども、私の10万件の大阪調査でも児童扶養手当が受けられるのに受けて

おられない方が10％いる、就学援助も受けられるのに受けていない方が14％あるという

ことが明らかになっていますので、そこをどうするかということが一番大きなテーマでも

あると思います。 

 もちろん、チェックするデータだけをつくるということではなくて、そこが支援につな

がって、どういうふうに支援を見える化していくかということも含めて議論していく予定

にしている段階だと御理解いただけたらなと思いました。 

 以上です。 

○宮本座長 ありがとうございます。 

 そのほか、御発言ありますか。 

 松本構成員。 

○松本構成員 すみません、簡単に。 

 今、山野構成員がおっしゃったように、本来、受給資格がある、あるいは制度に包被す

べきところが漏れているところをどういうふうに捕捉していくかという観点で、いろいろ

なデータを整理されていくというのは大変大事な点だと思いますので、そういうデータベ

ースの幾つかの狙いというものをお示しいただけると、この場での議論も生産的かと思い

ます。それで、山野構成員の今の方向付けというか、論点については大変大事なことだと

考えております。 

 もう一つ、さっき末冨構成員もおっしゃいましたけれども、学校ベースでいくと、中退

も含めて、学校からちょっと外れている子供について、なかなかフォローできないという
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ことがありますので、むしろそちらの方が重要なことになっていくかなという気もいたし

ます。 

 以上です。何回もありがとうございました。 

○宮本座長 その他、御発言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 本当に興味深くて、非常に期待できるなと思っております。 

 私の方から１点だけ、このデータベースをつくる時に、考え方として、子供個人のデー

タベースなのか、もう一つは、世帯ということを見ていくのかということで、両方あるか

と思うのですけれども、私たち、現場をやっていく中で、子供の貧困という観点で考える

と、御家庭とのつながりみたいなことが非常に大きいので、個々の子供一人一人だけ見て

いくというよりは、何となく家庭の状況みたいなことが見えるといいのかなと。例えば、

５人兄弟がいるなら、５人それぞれのつながりが見えて、ここに集中的な支援が必要だと

か、そういうことがあるとすごくいいのかなというのは、お話を聞いていて思いました。 

 以上です。 

○宮本座長 その他、御発言ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私も子供の問題に取り組んできましたが、その立場からすると、今回のデータベース構

築の試みというのは、非常に画期的で期待の持てるものだという感じがいたします。内閣

府の事業の子ども・若者育成支援推進法の議論の中でも、把握すべき人が把握できない、

どうしたらいいのか、今までそこに手をつけることができない状態で現在まで来ましたけ

れども、今回のことが機会になって発展できればと期待するところでございます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に入りたいと思います。次は、３人の構成員から提出された資料を

基にして御説明をいただきたいと思います。末冨構成員、山野構成員、渡辺構成員のお三

方です。まず、末冨構成員から御説明をお願いいたします。10分以内ということで、よ

ろしくお願いします。 

○末冨構成員 分かりました。それでは、私の意見書の資料３を御準備ください。 

 １ページ目と２ページ目は、概要を示しておりますけれども、大きく４つの項目にして

ございます。 

 １番目が、急がれる児童手当・児童扶養手当の拡充。２番目が、子ども・若者の命を守

る支援。３番目、子ども・若者の学びを守る支援。４番目、子どもの貧困対策の抜本的な

財源・組織拡充ということでございます。それぞれの項目に●がございまして、●は昨年

度も意見書に記載した事項なのですけれども、なかなか取組が進まず、今年度も重要なの

で、改めてお願いしたい再掲事項。そして、○の方が、今年度新たにお願いしていく事項

でございます。特に、１番と４番を重点的に読み上げてまいりますが、読み上げない部分

も含めて、今お願いしなければならないことも大変多うございますので、関係各省庁に持

ち帰られて、ぜひともお取組を進めていただきたいと思います。 
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 それでは、３ページからの本文の方に進ませていただきます。 

 まず、急がれる児童手当・児童扶養手当の拡充ということで、４ページにお進みくださ

い。４ページには、沖縄県の子ども調査の結果が示してございますが、減収があった世帯

が１歳児で36％、５歳児では39％となっており、特に低所得層ほど減収の影響が大きく

なっております。であればこそ、子どもたちの衣食住やライフラインを支える基礎的な現

金給付の強化が非常に急がれる状態になっております。 

 具体的には、（１）低所得子育て世帯への児童手当加算と高校生世代への延長給付とい

うことです。 

 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

とが最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

緩和が重要な政策手段となります。 

 児童手当につきましては、子ども・若者支援及び生活困窮者支援に取り組む13団体か

らなる委員会が共同提言に示したとおり、図２の方ですけれども、低所得世帯への加算、

高校生世代への延長を要望いたします。 

 続きまして、５ページに参ります。（２）児童扶養手当の二人親困窮世帯支給、所得制

限緩和と支給額拡充ということもお願いいたします。 

 児童扶養手当の二人親困窮世帯支給も急がれます。我が国の子どもの貧困人口は、

2016年推計ではひとり親世帯が78.2万人に対しまして、二人親世帯192.7万人と多く、保

護者の数で子どもが受けられる公的支援が差別されている状況になります。 

 全ての貧困状態の子どもの心身の健康と成長を支えるためにも、児童扶養手当の二人親

困窮世帯支給を早急に実現ください。 

 併せて、現行のひとり親世帯への児童扶養手当の所得制限緩和につきましても、かなり

厳しい基準となっておりますので、厳しい生活実態を支えるという方向で所得制限の緩和

をお願いいたしたく存じます。 

 そして、（３）低所得子育て世帯生活支援特別給付金の計画的支給です。 

 先ほど厚労省からも御説明がありましたけれども、７月の支給がかなり進んでいる段階

である。そして、プッシュ型支援が行われたという意味では、我が国の子どもの貧困対策

のスキームの画期的進化と言え、高く評価できます。 

 一方で、経済停滞の長期化の中では、夏休みぎりぎりで支給が間に合ったことの意味と

いうのは、かなり大きいと思います。ただし、これまで春休みや新学期等、本当に家計に

現金が必要な時期に間に合わなかったことも見逃すことのできない状況ですので、2021

年度につきましては、今後、12月、３月等の給付金の計画的・継続的な支給をお願いい

たしたいと思います。 

 そして、次のページに参ります。６ページ、（４）生活保護制度の基礎自治体における

水際作戦の改善、緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付等の貸し渋り対策もお願いいたし

ます。 
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 ２．子ども・若者の命を守る支援について、見出しのみといたしますが、（１）、虐待

相談体制及び保護体制については、昨年度に引き続き、充実が求められます。 

 そして、（２）実効性の高い子ども・若者の自殺対策お願い申し上げます。 

 ７ページですけれども、先ほども厚生労働省にお願いいたしましたとおり、衣食住を支

えるための現物給付や生活支援の拡充をということで、夏休みの緊急支援というものをで

きれば定常化していただきたいなというのが私自身の願いでございます。 

 ８ページに参ります。子ども・若者の学びを守る支援につきましては、昨年度もお願い

いたしましたが、就学援助の所得制限の緩和と国庫負担100％にしていただきたいという

こと。併せまして、高校進学者のための入学準備金の就学援助の支給もお願いいたしたく

存じます。現行制度は、小泉純一郎政権時に一般財源化されて以降、自治体間の所得基準

格差が大き過ぎる状態になっておりまして、非常に憂慮されます。 

 それから、（２）高校生等奨学給付金の上乗せ支給をということですけれども、例えば

学びの基礎診断やGIGAスクール、新指導要領によって高校生の家計負担も大きくなって

いるはずなのです。であればこそ、実態調査と支給額の改善を早急にお願いいたしたく存

じます。 

 それから、（３）大学・専修学校の受験料及び入学支援制度の改善、それから、児童養

護施設の子どもたち、生活保護世帯や低所得世帯対象とした特別選抜等の拡大による実質

的平等の実現をというお願いをいたしております。 

 先ほど文部科学省に申し上げましたが、「大学入試のあり方に関する検討会議」の提言

では、９ページの一番上に進みますけれども、入学金や受験料については、実態調査をし

たり、あるいは改善に取り組むということが指摘されておりますが、今年度の入試に間に

合わせるためには、今すぐ民間試験団体や都道府県、学生支援機構や社会福祉協議会の取

組を進めていかなければ間に合わないというのが見えておりますので、すぐに何とかして

いただきたいと思っております。 

 それから、文部科学省の入試実態調査では、個別の大学入試で、児童養護施設ですとか、

保護者に大学進学歴がない等の厳しい状況の世帯からの受験生に対して、特別選抜をして

いるという例もございます。実質的な公平性の観点というものが、今回の提言の中では非

常に重要な原則になっておりますが、是非こうした特別選抜を支えるような、あるいは普

及させるような取組を文部科学省にお願いいたしたく存じます。 

 最後の段落につきましては、文部科学省の方で是非共有していただきたいのですが、私

は2018年から、共通テストへの英語民間試験や記述式テストの導入については、格差拡

大的ではないかということで厳しく批判し、憂慮を示してまいりましたが、何のお取組も

されませんでした。今回の見直し、それから延期の経緯を踏まえた上で、教育の機会均等

の理念を、文部科学省の関係者には胸に強く刻んでいただき、職務遂行していただくこと

を要求いたします。 

 10ページに参ります。（４）学習支援事業の必須事業化と国庫補助率の拡充を改めて
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お願いします。今は災害時と同じ状況にあります。過去の災害時と同様に高い効果が期待

できます。 

 それから、（５）要支援度の高い学校への教員加配、スクールソーシャルワーカー

（SSW）・スクールカウンセラー（SC）常勤化による学校プラットフォーム／チーム学校

体制の充実もお願い申し上げます。 

 11ページに飛んでいただきまして、（６）のすぐ上ですけれども、困難な状況の児童

生徒に手厚い支援を行うためにも、義務標準法・定数法に定める教員の配置基準見直しや

支援員配置、SC・SSW配置などの基準の改善もお願い申し上げます。 

 同様に、高校生についても、（６）のとおり、支援の拡充をお願い申し上げます。 

 それから、（７）に飛んでいただいてよろしいでしょうか。12ページになります。文

部科学省にお願いしたいのが、各種調査における保護者の社会経済的地位や子どもの貧困

関連の設問・尺度の軽視という状況がございますので、早急な改善をお願いいたします。 

 特に、（７）の３段落目ですけれども、格差貧困関係の変数を用いた分析がなければ、

子どもたちの学力差や意欲格差、家庭でのデジタル環境格差などの適切な現状把握と改善

策に結びつきません。逆に言えば、こうした分析が不可能な調査は、子どもの貧困対策の

視点からは租税の浪費とも指摘できるような状況です。早急な改善をこちらもお願いいた

します。 

 そして、13ページですけれども、最後の部分です。子どもの貧困対策の抜本的な財

源・組織体制の拡充を、このコロナの厳しい状況の中だからこそ考えるべきだと思ってお

ります。 

 （１）子どもの貧困対策の財源確保をということですが、大きな１番に述べましたよう

な政策オプションを実現するためには、年5,000億円程度必要になりますので、財源の議

論を真剣にしなければいけない状態にあります。 

 それから、（２）子どもの貧困対策を支える人材の確保につきましては、①スクールソ

ーシャルワーカー、スクールカウンセラーの常勤化・待遇改善と適格者確保をお願いいた

します。 

 特に、今、懸念しておりますのが、13ページの一番下にございますが、厚生労働省で

検討されているスクールソーシャルワーカーを含む子ども支援専門資格について、スクー

ルソーシャルワーカーも含め、子どもの支援職として国家資格を限定するような動きがあ

ります。それはスクールソーシャルワーカーに求められる広い専門性とは矛盾するもので

はないかと私自身は考えておりますので、今、本当にそれが必要な選択肢であるのか、厚

生労働省には慎重な判断を求めます。 

 それから、14ページに参ります。併せまして、生活保護制度等の支援制度の適切な運

用や生活再建支援のための自治体常勤公務員やケースワーカーの増員もお願いいたします。 

 最後に、14ページの（３）ですが、子どもの貧困対策等を重点化するための行政組織

（いわゆる子ども庁）の設置に際しては、子どもの権利実現のための基本法、専任大臣の
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設置・財源拡充・人員拡充の実現をお願い申し上げます。骨太方針にも、既にその方針が

明記されておりますけれども、財源や人員の拡充についてはかなり曖昧であること。そし

て、子どもの権利の尊重がなければ、子どもの貧困対策の抜本的な改善もあり得ないこと

については、いま一つ言及が薄いように思っておりますので、この場を通じてお願い申し

上げます。 

 以上です。お時間いただき、ありがとうございました。 

○宮本座長 末冨構成員、ありがとうございました。 

 それでは、続いて、山野構成員から、資料４に基づいて御説明をお願いいたします。 

○山野構成員 山野です。では、よろしくお願いします。 

 私からは、今、画面共有してくださいました資料４を提示させていただきました。大き

く４点ほどあります。その流れは、コロナでどんな状態になっているのか。先ほど渡辺構

成員からも、不登校の８％増というお話があったのですが、実はそれどころではない話で

す。その実態が明らかになったので、皆さんに共通認識を、特に国の方には是非認識して

いただきたいと思います。 

 まずは、厚生労働科学研究で厚生労働省から依頼を受けて行った調査です。内容は、も

ちろん私の方で企画したことですが、子どもや保護者の調査と、それから、ここにありま

すように、児童相談所とか学校も取りましたし、全国の1,741の児童福祉部門、保健部門、

教育部門、教育委員会で調査させていただきました。このコロナ禍の中で非常に回収率が

悪い。ほかの厚労科研では10％、20％という回収率だった中で、50％を超える回収もい

ただきました。そんな中ですので、ぜひ現場の声だと思っていただけたらなと思います。

今日、お見せしているのは本当に一部にしかすぎないので、研究室のホームページに、ア

ップしているので、山野則子で検索していただいたら、新着の中に全部上げていますので、

御覧ください。 

 まず、１点目です。このグラフは、一番下の帯を見ていただいたら、コロナによってス

トレスを感じている子どもというのが９割弱。元気に学校へ来ているから大丈夫というこ

とではないということを知っていただきたい。 

 それから、その下、子供が学校に行きづらいと感じているのが３分の１あります。だか

ら、30％の子供たちが、いつ不登校になってもおかしくない状況で、ちょっとしたこと

でわれてしまう風船を抱えている状態だなと思いました。 

 次、お願いします。次のページは、性的な問題と、ゲーム依存というのが児童相談所の

相談の中で非常に高い。急激に増えています。ここにありますように、高位群、低位群、

中位群という３つの群に分けて分析しました。高位群とは、コロナの発生率の高かったと

ころ、皆さんが御承知の大阪・東京・沖縄といった自治体です。低位群というのは、東北

の岩手とか、この調査の去年の10月の時点ですけれども、低かった自治体です。そんな

ふうに分けたときに、一律では行かないことがわかります。高位群のところにより手厚い

手だてが要るのではないかというのが、明らかな差がある結果でした。そこも配慮いただ
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きたいと思います。 

  その下、お願いします。先ほどの御報告にありましたが、コロナによる教育に関する

支援というのが非常に効果をなしたというのが、これで分かります。皆さんのおかげで随

分つながって申請数が増えたというのが、ここを見れば一目瞭然で、５月に真っ赤な高位

群のところでは非常に上がっているということです。このグラフでお分かりのように、１

年間あるいは半年間、経緯を見ないと何とも言えない。そのときだけ点で調査しても分か

らないので、件数を経緯で調査させていただきましたので、このデータもぜひ全部見てい

ただけたらと思います。 

 例えば、今日挙げていませんが、親と子供のニーズの違い。すごくミスマッチがあった

のは、子供は居場所に困っていた、でも親は全然気づいていない。子供の居場所というの

は、学校が休校になって、行く場所に困った。あるいは、皆さん報道されていたように、

親子関係がぎくしゃくし、夫婦関係が、仕事が休みになったり、なくなったり、テレワー

クになったりということも含めて、非常に家庭内暴力が増えたり、家庭内の混乱が増えた

のですが、そういうことで子供の居場所がなくなったということも想定されます。これは、

実は大学生でもあって、非常に高い声でした。 

 そんなことから、結果、考察に挙げていますが、学校は何があっても休校にすべきでな

いというのが私の強い意見です。学校が休校になったことで、再開後、すごく件数が上が

っているのです。なので、虐待数もそうですし、いろいろなことが、学校がある間はなか

ったのですけれども、学校が再開した途端に上がったというのは、先ほどのやり取りでも

申し上げたように、見えない貧困、見えない子供の悲鳴を、子供の最善の利益という立場

でどうやって拾っていくかと考えると、学校というところは教育を与える場所、教育して

いる場所だけではなくて、子供たちの居場所であったり、ちょっとした悲鳴を先生方が拾

ってつなげてくださっていたり、非常に貴重な場所だったのだということが改めて分かり

ました。 

 なので、このことを肝に銘じて、見えない叫びを早期にキャッチして対応していくとい

う、一番最後の行ですけれども、ここはコロナ禍にある今は、もう喫緊の課題ではないか

と思っています。先ほどちょっと申し上げたように、虐待で通告している、真っ赤になっ

ているところは何らか動いているのですけれども、そうじゃない、もしかしたら９割危な

いかもしれない。PTSDも結果に書いていますが、トラウマとなりうるできごとの体験を

有している子ども101人のうち、何らかのPTSD症状があると回答した子どもは93.1％にも

上り、PTSDの可能性が高いとされた子どもは17.8%であった。今回の新型コロナウイルス

感染症が子どものこころにトラウマとなるような大きな影響を及ぼした可能性が示唆され

た。 

 次、お願いします。そんな中で、お話ししたように、どうやって早期に子供たちの見え

ない声を拾って動かしていくのかということは、先ほどのやり取りでもお話ししましたが、

この会では何度かプレゼンもさせていただきました。スクリーニングYOSSというものを
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開発し、ここにお集まりの自治体の方も複数自治体で実施くださっていますが、文科省が

このスクリーニングの取組を推奨してくださって、今年度から予算枠を作成され、滋賀県

さんがスクリーニングのモデルの国の補助の制度に手を挙げられて、今、実施中です。 

 データは、先ほどの松本先生と渡辺先生の御質問にも関係するのですけれども、子供の

遅刻というような目に見えるもの、忘れ物、保健室から健診に行きなさいと言われたけれ

ども、健診に行っていない。今、ちょうど夏休みで、虫歯の治療に行っていない子供たち

とか、そういう学校が普通に持っているデータなのですけれども、それらが横串が刺され

ていない。保健室は保健室だけが持っている、遅刻や忘れ物は担任だけが持っているみた

いなことが起きていますので、そこには、諸費滞納だったり、家庭の気になることとかも

入っています。なので、渡辺構成員の御質問の家族の視点も入っているデータなのです。 

 そういったデータも含めて、これは１つの案で、先ほどの研究会で決まったわけじゃな

いのですけれども、すぐにでもできることだという意味で私は主張しています。今、皆さ

んが持っているデータで、よいしょと覚悟さえすればできることなのです。新たに取ると

なったら、教師の負担とか、いろいろあるのですけれども、そうじゃないということです。 

 ちょっと下げていただいて、どういうことかというと、スクリーニングというのはアセ

スメントではありません。１歳半健診、３歳健診のように、私の住んでいる堺市で言えば、

80人を１日の健診で拾い上げていますので、１クラス15分で全員の子供たちを、チェッ

クデータに基づいて、健診後の会議に代わるのが学年会議ですけれども、必ず毎月１回、

学年会議されているので、そんな中で学期に1回はスクリーニングをするという形で拾い

上げていく。学校の先生方は我が子のように思っておられるので、データ、プラス、ディ

スカッションも入れて、このシートは見えにくいですけれども、私の提案しているシート

には、子供たちの今お話ししたようなデータに、どういう方針で行けばどうなっていった

かという、対応から結果まで後々追っていくようなシートになっています。 

 次のページ、お願いします。スクリーニングのデータからチーム会議に上がって、方向

性、Ｂというのが貧困対策の子ども食堂だったり、学習支援だったり、民間でやっている

ような支援。Ｃというのが児童相談所とか、先ほど松本先生の御指摘の要対協になるので

すが、もっとＢを活用できないと児相や要対協で滞ってまわらないです。後手、後手にな

っています。早期対応しようと思ったら、学校の中でチームで、かつＢでうまくケアして

いくということが、実は大事だということです。もちろん、Ａも、Ｃのところの要対協も

もちろん大事なのですけれども。 

 その下に行っていただいて、そこが今、何もされていない。Ｂのところは何もされてい

ない。地域活用は何もされていないという状況なのです。スクリーニングをやっていく中

で、ちょっと見えにくいですけれども、もうちょっと大きくしてもらったらいいかもしれ

ませんが、Ａ自治体、Ｂ自治体、Ｃ自治体と分けています。円グラフの上です。Ａ自治体、

37％拾い上げているところは、この円グラフのように、70％、80％と改善していってい

るわけです。遅刻が多い、最近、忘れ物が多いという次元のところで、きっちり方針を決
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めてやっていくということが改善につながるということです。 

 次、お願いします。このスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの常勤化

調査の中で、このスクリーニングの調査をしました。ちょっと下げていただいて、また細

かいことはゆっくり後で見ていただいて、何が効果があったかということを挙げています。

驚く結果だったので貼らせてもらっているのですけれども、右側が、学校の中で、福祉職

場と違って、先生方は教育する現場なので、この子にこういう対応をしていこうという決

定していくというところは非常に弱い。ずっと指摘させていただいていたのですけれども、

学校組織の問題です。 

 それが見事に出ていて、スクリーニングをやることで、２段目が校長の列ですけれども、

６％ぐらいしか決定できていなかったのが、YOSSを活用することで、57％ぐらいまで増

えている。スクリーニングをやることで、決定できるようになってきているということな

のです。そうすると、子ども食堂につないでいこう。つなぐといっても、子供の個人情報

を子ども食堂に全部言うわけではないのです。子ども食堂はアクセス、オープンなので、

行っておいでと後押ししていく。受けるほうも特別な個人情報を知りたいと思っているわ

けではなくて、地域において、居場所などで、愛あふれた対応を子どもたちにしてくださ

って、結果、自己効力感とか学力は一般の子供たちよりも改善率が上がっています。 

 次、お願いします。こんなふうにスクリーニングというのが、教師に負担増になってい

ない。この右側のグラフは、負担感は全然変わらなかった。必ず教師の負担と言われるの

で、それを聞いています。負担はないという結果でした。 

 その下、お願いします。時間がないので、こういったことをやっていくのに、教師だけ

でやっているのと、スクールソーシャルワーカーが入ってやっているのと全然違って、拾

い上げられているので、このスクリーニングの理念を理解して学校に浸透していくために

は、スクールソーシャルワーカーは必須じゃないかと思っています。 

 その下、お願いします。それで４点目につながるのですが、末冨先生も、先ほど文科省

の方もおっしゃいました。学校プラットフォームということで、スクールソーシャルワー

カーは１丁目１番地、一番前に挙げてくださっていました。でも、実態は先ほどの結果報

告のとおりです。スクールカウンセラーは拡充していますが、スクールソーシャルワーカ

ーは拡充とは言いがたいと私は思っています。そんな中で、こういうふうに拾い上げてい

くことができないので、スクールソーシャルワーカーを常勤化していく、正職化していく

ためには、社会福祉士はいるのですかと言われていますが、いますよというのがここに数

を挙げています。 

 最後のところをお願いします。それで、先ほど末冨先生もおっしゃられた、今、議論に

なっている子供に特化した新たな国家資格をつくろうという動きがあるのですが、スクー

ルソーシャルワーカーの認定資格みたいなものをつくっているのですけれども、私とした

ら、社会福祉士の資格に積み上げてスクールソーシャルワーカーというのをやっているの

です。同じように、社会福祉士に積み上げて、それで国家資格として看護師資格の積み上
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げで保健師の資格という、違った国家資格、２つ目がもらえるのですね。こんなふうにす

るべきじゃないかと思っています。 

 単に科目を取ればいいというだけでは弱い。国家資格として、こういうスクールソーシ

ャルワーカーも児童福祉司も含め、児童領域の福祉をジェネラリストソーシャルワークの

上に積み上げてつくれないかということ御提案させていただき、ぜひ厚労省の議論の場で

拾っていただけたらなと思っています。 

 私からは以上です。お時間ありがとうございました。これで終わります。 

○宮本座長 山野構成員、どうもありがとうございました。限られた時間の中で、非常に

密な調査結果と御提言をいただいたと思います。 

 それでは、続いて、渡辺構成員のほうから、資料５に基づいて10分以内で御説明をお

願いいたします。 

○渡辺構成員 ありがとうございます。 

 私のほうからは、コロナの中で非常に大変な状況というのを、是非、皆様と共有したい

と思っておりますし、私どもがやったアンケート調査について少しお話しさせていただけ

ればと思います。 

 キッズドアというのは、もともとは子供の支援ということで、子供の学習支援とか居場

所をやったりしていたのですけれども、昨年から非常に深刻な状況にあるということで、

今はその学習支援、従来のものはもちろんやりながら、全国の困窮の御家庭、例えば児童

扶養手当を受けているとか、生活保護を受けているとか。あと、お子さんが５人以上いる。

こういった中で、ひとり親でも二人親でも、ちょっと生活が厳しい、コロナで減収してい

るという方を、ファミリーサポート事業という名前の下に御登録いただいて、その方たち

にいろいろな食料支援をしたり、文具を送ったり、就労支援をしながらやっております。 

 その方々が大分増えてきまして、今、2,500人ぐらいおりまして、LINEでつながってい

るのですけれども、アンケートにとても協力的な方々なので、その方たちにいろいろな状

況をお伺いしながら、どんなことをやろうかというのを考えております。 

 夏に向けて、末冨先生、山野先生もおっしゃっていたように、給食がなくなる中で非常

に厳しい状況になるということを思いまして、緊急提言に向けたアンケート結果というこ

とで、６月26日から７月３日の１週間、非常に厳しい困窮子育て家庭で全国の方々に御

案内して、1,469件、回収率60％の結果が出ました。一言で言うと、本当に大変な状況に

あるので、家庭を支援するために現金給付ということを是非お願いしたいということを思

っております。 

 ２ページに行きまして、家計がとにかく厳しいですね。200万円未満という方が65％で、

300万円未満まで入れると88％ですから、約９割が年収300万円未満ということです。 

 貯蓄額も非常になくて、10万円未満が51％ということで、いろいろな声を聞いていて

も、カードのキャッシングを全部使ってしまいましたとか、いろいろなものを滞納してい

ますとか、そういう状況の方が非常に多いです。 
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 2021年の収入が減収しそうですか、今年の見通しはどうですかということを聞いたの

ですけれども、７割の方がさらに減収しそうだということをおっしゃっておりますし、世

帯主が失業や転職を経験したという方が３分の１になっているという状況です。 

 次、お願いします。二人親家庭も本当に大変で、一人親も大変なのですけれども、二人

親の実態も出ました。私たちのほうですと135件が二人親だったのですけれども、例えば

貯蓄額に関しては二人親のほうが深刻でした。10万円未満が64％で、全体ですと51％で

すから、二人親のほうが本当に貯金もない中で苦しい状況にある。 

 減収見込みというのも、全体よりも高いですし、厳しい状況がうかがえるということで、

二人親の貧困のところをどうしていくかというのは、すごく重要な問題だと思っておりま

す。 

 ４ページへ行っていただきまして、生活、子育てへの状況というのを聞きましたけれど

も、本当に大変です。生活状況についてお伺いしますということで、より安いものが増え

たとか、十分な食料品が買えなかったとか、電気・ガス・水道が払えなかった、食料品が

買えなかったというのが出ていて、逆にそういったことはなかったという方は４％しかい

ないということで、96％の方が生活の質とか量が非常に落ちているということです。 

 教育の支払い等についても本当に厳しい方が多くて、学校関係の支払いが遅れた方が大

体４割、学校関係の引き落としができなかった方も26％いらっしゃるという状況で、こ

この支援が必要だなと思っています。 

 食事についても本当に大変で、より安いものを買うようになった方が７割ですし、食事

の質、バランスが悪くなった。おはがきみたいなものも頂いているのですけれども、子供

から、肉や魚が買えないので、肉や魚を送ってもらってうれしいですという声がたくさん

届くように、たんぱく質とかがほとんど取れていない御家庭が非常に増えていると思いま

す。また、食事のボリュームが減っているということもありますし、親が食事を減らして

いる。これも、食事に関して変わらないという方は８％しかいないので、９割の方は食事

の質が悪くなったり、量が減っているという状況です。 

 そんな中で、次のページ、夏休みの影響も、夏休み中の食事に関しての不安があるとい

う方が９割、87％ということですから、皆さん不安で、栄養バランスのよい食事を与え

られない。肉とか魚が出せないとか、親が十分な食事を取れないということが出ています。 

 もう一つ、進路への影響というのも聞いたのですけれども、今の状況だと、希望する進

路に進めない可能性があるという方が４割いらっしゃいます。既に進路を変更してもらわ

なければいけないという方も６割いて、該当する子供はいないという方が20％いるので、

該当するお子さんたちの５割ぐらいが進路を考えなければいけないような状況にあるとい

う厳しい状況でした。 

 次が、心身の健康状態ということで、保護者の方に御自身の体調はどうですかというこ

とを聞くと、常に疲れを感じるが82％です。よく眠れないという方が半分いらっしゃい

ます。これは、声として、いろいろ考えると本当に眠れなくなってしまって、そろそろ心
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療内科に行かなければいけないということを言っていて、これも特に健康上の不安はない

という方が６％しかいらっしゃらないということで、非常に大変な状況であります。 

 いろいろなことで苦しんでいらっしゃるということがその下にありますが、７）今後求

める支援としては、現金給付が本当に一番です。特に下の表、必要な支援は何ですか。特

別給付金などの現金給付をぜひということで、次が食料の支援ということで、とにかく手

元にお金がないので、安心して暮らせるようにしてくださいということで、食べられない、

食べさせてあげたいということが出ています。 

 一番最後に自由回答ということで、これもたくさんある中からちょっとだけ拾ってきた

のですけれども、上から５個目、高校生の児童手当を早期に実現してほしい。高校生をお

持ちの方からは、高校生に一番お金がかかるのに、何で児童手当がなくなるのだという声

は非常に多いです。その下にあるように、高校生こそ、いろいろなことを免除してほしい、

大学入試にかかる費用が多いということもあります。子供たちが困らないように、いっぱ

い食べられるように。働いていらっしゃるのです。働けなくなっていても何とかしようと

思っていらっしゃる方たちなので、ここをどう支えるかということです。 

 ただ、ちょっと気になっているのは、皆さん、すごく疲れてきているので、そろそろ生

活保護にならざるを得ないみたいな方も増えてきてしまっていたり、メンタルを悪くして

しまって働けない、失職したという方も増えている中で、ここが非常に頑張りどころの支

援だと思います。 

 キッズドアでもどうにかしなければいけないということで、2,500世帯に食料支援とい

うことで、御寄附とかを集めてお肉とか魚とか米とか野菜とか送るのですけれども、御案

内をすると、一晩です。夕方にLINEで送って、翌日の朝には1,900件ぐらい、食料支援を

ぜひ受けたいという申込みが来ているぐらい、非常に困っていらっしゃるという状況です。 

 こちらの資料は以上です。 

 続いて、もう一つ、大学受験をする方たちの苦しい状況ということで、これは私どもの

関連団体のキッズドア基金という奨学金を出している団体がございまして、こちらが今年

も昨年に続きまして、困窮している御家庭の高校３年生、高校２年生、あと浪人した方で

大学受験を目指す方に限定して、その方たちに受験勉強のために使ってもらうということ

で募集をかけました。昨年初めてやりまして、非常によかったという話もあったので、今

年も寄附を集めてやったのですけれども、今年の方が、一言で言うと、申し込む方もすご

く多かったですし、生活ぶりも厳しくなっているという状況です。昨年は、申し込んだ方、

高校３年生は大体拾えたのですけれども、今年に関しては、残念ながら250人ぐらいはお

送りできなかったという状況がございまして、非常に厳しい状況です。 

 次が申込家庭の状況ですけれども、一人親世帯のほうが多いですし、括弧は昨年ですけ

れども、世帯年収で200万円未満の方が63％ということで、この方たちが何とか子供を大

学に行かせようと思っているという状況です。 

 コロナによる大幅な減収もしくは失業という方は35％で、これも長引く中で、本来的
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にはここまで大変にならなかったような方たちが、いよいよ駄目になっているなというこ

とが見てとれる状況だと思います。 

 次が年収の幅でいきますと、88％が300万円未満ということで、非常に大変であります

し、ここの300万円未満でも高等教育の修学支援新制度を受けられる方たちと受けられな

い方たちが出てきてしまうということで、その辺の御不満みたいなことも多いです。 

 次、お願いします。これは、どういう方たちが、どういう状況で申し込んだかというこ

とで、色の濃い方が今年なのですけれども、昨年は児童扶養手当を受けていますという方

たちだったのですけれども、今年は保護者が失業、又は大幅な減収をしたというところで、

そういった方々がすごく増えています。 

 最後は、声を拾ったのですけれども、コロナで２月に解雇されました、とても厳しい状

況です、食料を買うのも厳しい毎日ですとか、次の方も、昼間の仕事が時短になって助成

金の申請みたいなものも会社がやってくださらないので夜はファミレスでバイトしている

が、これもなかなかうまくいかないとか、その次の方も、月曜から土曜まで８時から５時

まで働いて、更に火曜から土曜日は17時半から22時まで、コンビニ２件を掛け持ちして、

何とか子供を大学に行かせようと思っているけれども厳しい状況だということで、御支援

しています。 

 その次の次ですか、コロナにより仕事はほぼなくなりました。生きていくためにいたし

方なく、大学受験にためていた貯金も使い、緊急小口資金、総合支援資金を借りて生活を

していますとか、本当に厳しい状況の方たちが増えているなと思います。 

 最後、受給後の御家庭からの声ということで、３つ目、息子は中学生より建築士を目指

しておりました。今回の奨学金を受験費用に充てさせていただける。要は、受験費用がな

いから受験させられないのではないかと思っていた方が非常に多くて、受験費用に充てさ

せていただけるので、子供がこれで安心して受験ができるということで、非常によかった

というお話があるのですけれども、３万とか５万とか、共通テストの１万8,000円が非常

に苦しい御家庭が増えている。去年の結果から見ても、高校３年生の女の子で、全ての親

が共通テストのお金を出してくれるわけじゃありません。子供が用意しなければいけない

家もあります。高校生もアルバイトができないので、結局、自分は共通テストの用意でき

なかったので、受験は諦めましたというお子さんがいる。 

 非常に厳しい御家庭が増えているので、ここに対して、是非何らかの早急な支援という

ことをやっていただければいいのかなと思いました。私のほうからは以上です。 

○宮本座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま３人の構成員から、正に極めてリアルな実態を、綿密な調査を基にして報告し

ていただいたと思います。本来であれば、少し意見交換などできればいいのですけれども、

その時間がございません。今、構成員から頂いた御意見について、府省庁の方から可能な

範囲で御発言いただきたいのですが、時間が少なくなっておりますので、本当に限られた

時間の中で何か御発言いただければと思います。内閣府、文部科学省、厚生労働省の順で
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お願いいたします。 

○飯田参事官 内閣府でございます。 

 お時間も限られておりますので、まず、３名の構成員の方から非常に貴重な御意見、そ

して非常に現場を捉えた的確な情報を提供いただきまして、誠にありがとうございます。

こうした情報ですとか施策の改善に向けた提案、こういったことを私どもしっかり受け止

めて、担当部署にお伝えする形で今後とも進めてまいりたいと思います。お時間が限られ

ていますので、そういった形でお願いできればと思っております。 

 以上でございます。 

○宮本座長 では、文部科学省、お願いします。 

○石塚課長 文部科学省ですけれども、貴重な御指摘と実態等を述べていただきましたの

で、関係部署に周知して今後の取組の参考にしたいと考えておりますので、引き続きよろ

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。 

 では、厚生労働省、お願いします。 

○中野課長 貴重な情報、それからデータをありがとうございます。 

 私どもも、（内閣府、文科省と）同じような話なのですが、今年度執行できる予算につ

いて、ニーズを捉えて自治体とうまく連携して、今日伺ったような方々に届くように工夫

したいと思います。その上で、今、概算要求のシーズンですので、来年度に向けて何が課

題ということの参考に、今日いただいたお話をしっかり捉えていきたいと思っております。 

 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。 

 時間となりましたので、本日の会議はこのくらいで閉会にしなければなりません。去年

から今年にかけて、もう２年続きのコロナ禍で、予想を超える子供と親たちの実態がある

ということが、本日の時間の中でも非常にリアルに共有できたと思っております。 

 ということで、これをもちまして、第17回「子供の貧困対策に関する有識者会議」を

終了したいと思います。ありがとうございました。 

 あとは、事務局にお返しします。 

○飯田参事官 事務局でございます。 

 次回の開催につきましては、また追って日程を調整した上で御案内したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日は、御多忙の中、御参加いただき、誠にありがとうございました。これにて終了と

させていただきます。 

（以上） 


