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令和 4年 9月 26 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・こども基本法・こども家庭庁体制への移行を受けた 

子供の貧困対策のさらなる拡充について 

末冨 芳（日本大学） 

Ⅰ 長期化するコロナ禍・物価高、子育て世帯の低所得化の中で、 

いますぐ必要な子供の貧困対策について 

●継続：昨年度も意見書に記載した事項

〇新規：今年度新たにお願いする事項

1.急がれる児童手当・児童扶養手当の拡充、養育費確保体制
(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（●継続）

(2)児童扶養手当のふたり親困窮世帯支給、所得制限緩和・支給額拡充（●継続）

(3)低所得子育て世帯生活支援特別給付金の計画的支給（●継続）

(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

貸付等の償還対策（●継続）

(5)国としての養育費確保体制の整備（〇新規）

(6)大学生・専修学校生の生活保護支給について（〇新規）

2.子供・若者の命を守る支援
(1)18 歳までの医療の無償化の全国展開（〇新規）

(2)学校給食の無償化（〇新規）

(3)子供・若者の虐待相談体制・保護体制の早急な拡充を（●継続）

(4)実効性の高い子供・若者の自殺対策を（●継続）

(5)衣食住を支えるための現物給付や生活支援の拡充を（●継続）

3.子供・若者の学びを守る支援
(1)高校および高等教育の無償化の所得制限の大幅な緩和（〇新規）

(2)就学援助の所得制限の緩和と国庫負担、高校進学者のための入学準備金の就学援助支

給（●継続）

(3)高校生等奨学給付金の上乗せ支給を（●継続）

(4)大学・専修学校の受験料および入学金支援制度の改善、

児童養護世帯・生活保護世帯や低所得世帯を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（●継続）

(5)学習支援の必須事業化、国庫補助率の拡充、対象層の拡大を（〇新規・●継続）

概要 
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(6)要支援度の高い学校への教員加配、SSW・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（●継続） 

(7)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（●継続） 

(8)文部科学省調査における保護者の社会経済的地位（SES）や子供の貧困関連設問・尺度・

軽視の早急な改善を（●継続） 

(9)部活地域移行にともなう家計補助制度の創設について（〇新規） 

(10)不登校の児童生徒のフリースクール通学、通信教育等への家計補助について（〇新規） 

 

Ⅱ  こども基本法・こども家庭庁体制への移行を受けた子供の貧困

対策のさらなる拡充について（〇新規） 
 

1.これまでの子供の貧困対策の成果と課題の整理について 
(1)これまでの子供の貧困対策の成果 

(2)課題の整理 

 

2.子供の貧困対策の基盤となるこども財源の確立について 

 

3.こども大綱・こども家庭庁における、子供の貧困対策の推進体制について 
(1)こども大綱の「最優先課題」としての子供の貧困対策の推進体制の拡充 

(2)こども家庭庁での子供の貧困対策の体制拡充について 

(3)子供・若者自身のウェルビーイングの改善を最優先とした EIPP(Evidence  

Informed Policy and Practice)の推進 

(4)こども大綱をふまえた自治体こども計画の策定・推進の支援体制、着実な実施状況の 

「見える化」の体制 

 

4.こども基本法・児童の権利条約を基盤とした子供の貧困対策の推進について 
(1)貧困当事者・虐待被害者や社会的養護の子供・若者、ヤングケアラー等の意見表明・ア

ドボケイトを反映した実効性の高い支援策の拡充 

(2)学校・園での教育活動におけるこども基本法・児童の権利条約の周知・実践および相談・

支援体制の充実 

 

5.こども政策・子供の貧困対策を支える人的体制・行政体制の拡充について 
(1) 教育・福祉・医療・司法・療育等のあらゆる分野での「こどもまんなか」の日本社会

を支える専門職・人材配置の拡充 

(2) 学校プラットフォーム・チーム学校体制から「地域こどもプラットフォーム」へーさ

らなる行政体制・官民協働体制の推進 

(3)データ連携活用を子供・若者への支援に確実につなげる体制整備について 

(4)こども家庭庁との連携による自治体こども政策・子供の貧困対策推進体制の拡充―自

治体こども政策ダッシュボード（仮称）を通じた施策の充実 
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令和 4年 9月 26 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・子供の貧困対策および支援体制の大幅な拡充について 
 

末冨 芳（日本大学） 

 

 物価高、新型コロナウイルス禍の長期化により、子供・若者の貧困、そして保護者の貧

困もますます深刻化しております。 

 子供の貧困対策は、「子ども一人一人が夢や希望を持つことができる」（子どもの貧困対

策の推進に関する法律第 1 条）日本社会を実現するためにも、政府において取り組まれる

べき最優先事項です。 

生活困窮世帯の子供・若者に対する支援により、衣食住のベーシックニーズを支え、栄

養失調や虐待を予防・改善し、安心して学習に専念したり、進学を断念することのない日

本国の実現は急務です。 

 

 以下、Ⅰ 長期化するコロナ禍・物価高、子育て世帯の低所得化の中で、いますぐ必要

な子供の貧困対策について、Ⅱ こども基本法・こども家庭庁体制への移行を受けた子供

の貧困対策のさらなる拡充について、意見を申し述べます 

 

 なお要望事項の中には昨年度、意見書を提出したにもかかわらず、政府において進展がな

いものも多く、国家として最優先で取り組まれるべき政策の一つが子供の貧困対策である

ことを、あらためて強調し、迅速なお取組みをお願いいたします。 

 

 来年 4 月に施行・発足予定のこども基本法・こども家庭庁において、子供の貧困が改善

していくことが、子供・若者の幸せを願う国民の期待に応えることでもあるはずです。 

 

 

●継続：昨年度も意見書に記載した事項 

〇新規：今年度新たにお願いする事項 

 

本文 
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Ⅰ 長期化するコロナ禍・物価高、子育て世帯の低所得化の中で、 

いますぐ必要な子供の貧困対策について 
 

1.急がれる児童手当・児童扶養手当の拡充、養育費確保体制 
 

内閣府「令和 3 年 子供の生活状況調査の分析 報告書」は、国によるはじめての子供の

貧困に関する実態調査として重要な意義があります。子供の貧困を単に低所得ではなく、

逆境経験や友人関係など「子供らしい幸せな生活水準が満たされていない状況」という、

ウェルビーイング基準による子供の貧困の実態把握に取り組んだ点も、高く評価されます。 

 同報告の中では、コロナ禍の中で、所得に関わらず子育て世帯の減収が拡大しているこ

と、低所得層（相対的貧困層）ほどその度合いが高いこと、出費も拡大し、衣食住のベー

シックニーズがままならない世帯が増加していることが明らかになっています(図 1)。 

 第 7 波による子どもの感染者数の激増、それに伴う保護者の減収や失業、物価高の中で、

子育て世帯ほど経済的に苦しい状況が拡大しています。 

 本格的な対策は急務です。 

 

 

 
図 1 内閣府・令和 3年 子供の生活状況調査の分析 報告書,pp.91-94. 
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(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（●継続） 

 

 子供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。 

 児童手当につきましては、子供・若者支援および生活困窮者支援に取り組む 13 団体から

なる「コロナ禍 子供・若者のいのちと生活・学びを守ろう！」実行委員会が共同提言に

示した通り、低所得層への加算、高校生世代への延長を要望いたします(図 2)。 

 
図 2「コロナ禍 子供・若者のいのちと生活・学びを守ろう！」実行委員会,2021,「共同

提言」より 

 

児童手当を低所得世帯に対し子供 1 人あたり 2 万円～3.5 万円に増額し、高校生世代ま

で延長することで、子供の衣食住やライフラインなどのベーシックニーズを充足し、絶対

的貧困に陥ることが防止でき、子供・若者の心身の健やかな成長を支えることが可能にな

ります。  

 

(2)児童扶養手当のふたり親困窮世帯支給、所得制限緩和・支給額拡充（●継続） 

 

 児童扶養手当のふたり親困窮世帯支給も急がれます。我が国の子供の貧困人口は、2016

年推計ではひとり親世帯 78.2 万人に対し、ふたり親世帯 192.7 万人と多く、保護者の数で

子供が受けられる公的支援が差別されています(周燕飛,2019,「子供の貧困と親への就業支

援」内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議・第 12 回資料)。 

 

 すべての貧困状態の子供の心身の健康と成長を支えるためにも、児童扶養手当のふたり

親困窮世帯支給を早急に実現ください。 

 あわせて子供の貧困の実態に照らし合わせ、現行のひとり親世帯への児童扶養手当の所

得制限緩和についても、全部支給の所得要件を年収 200 万円、一部支給の要件を年主 400

万円に拡充、支給額についても第 2 子・第 3 子加算の倍増等、厳しい生活実態に見合った

改善が必要です。 
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(3)低所得子育て世帯生活支援特別給付金の計画的支給（●継続） 

 

昨年、ふたり親困窮世帯に対し低所得子育て世帯生活支援特別給付金が支給されました。

内閣府はじめ政府関係者のみなさまに厚く御礼申し上げます。住民税非課税世帯等に対す

る申請不要のプッシュ型支援が行われたことも、わが国の子供の貧困対策スキームの画期

的進化といえ、高く評価できます。 

 

 いっぽうで経済停滞の長期化の中で、子供の体重減少・栄養失調や進学断念も残念なが

ら常態化してしまっています。 

 

景気対策で最優先されなければならないのは、貧困状態の子供・若者であるはずです。 

年末（12月）、新学期（3月）の、低所得子育て世帯生活支援特別給付金の計画的継続的支

給をお願い申し上げます。家計にもっとも現金が必要な時期にあわせた現金支給が、子供・

若者の生命や進学を支えます。 

 

(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

貸付等の償還対策（●継続） 

 

 基礎自治体での生活保護制度の水際作戦やが、新型コロナウイルスパンデミックの中で

も、全面的に改善されていない実態があります。 

早急な改善を要求します、政府のコールセンターを設置し、該当自治体を明確化し、政

府による自治体名公表や是正指導も行うべきです。 

 

 なお、緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付は本年 9 月末日をもって初回貸付が終了と

なりますが、厚生労働省の住民税非課税世帯の償還は免除される方針を示していただいた

ことは重要なご判断です(厚生労働省社会・援護局地域福祉課・令和 3 年 3 月 16 日事務連

絡)。 

社会経済活動の停滞が長期化するようであれば、償還免除となる期間を延長する措置も

お願い申し上げます。 

 

(5)国としての養育費確保体制の整備（〇新規） 

 

法務省・法制審議会における養育費確保の検討が遅れていることについて、子供の貧困

対策に携わってきた研究者として深く懸念しております。 

内閣府の毎年の公表資料では、子供の貧困の状況「養育費を受け取っていない子供の割

合」は母子世帯 69.8%、父子世帯 90.2%とともに高く、早急な改善が必要です。 

 

親権の議論は子供の最善の利益の実現にとって重要ですが、子供自身の生きる権利・学

ぶ権利を支える養育基盤の確立こそが、親権に先立って整えられなければ、「こども置き去

り」のわが国の行政であるとの誹りを免れることはできないでしょう。 

 

我が国の子供の貧困問題の要因には、先進国最悪のひとり親貧困率があり、子供の養育
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費受給率が 24.3%に過ぎないという厳しい状況も、ひとり親世帯の貧困を深刻化させてい

ます。 

 

他の先進国では、国・自治体による養育費確保（強制徴収・立て替え払い）などの制度

整備が進展しております。 

立ち遅れている養育費確保体制の整備については、法務省ではなく、子供自身の最善の

利益を実現する観点から、こども家庭庁での迅速な検討と法制化をお願い申し上げます。 

 

 

(6)大学生・専修学校生の学生の生活保護支給について（〇新規） 

 

 18 歳成年にともない、大学生・専修学校生等（18 歳以上）は全員成人となります。現行

制度上も、要件を満たせば、原則として、当該大学生等の生活保護世帯の家族は、世帯分

離によって生活保護利用を認められます。しかし大学生等（専修学校生を含む）の生活保

護受給は認められておらず、親や大学生自身が失業や失職をした場合でも、生活保護受給

はできません。 

社会的養護出身の学生についても頼る親もおらず、やはり生活保護受給が必要です。 

 学ぶ意欲を持つ若者の教育を受ける機会を福祉制度の不備が奪う、悲しい実態がござい

ます。わが国の人材育成の面からも、社会損失・経済損失に当たります。 

大学生・専修学校の在学中の生活保護受給を認め、就労や社会での活躍につなげること

は、「自立助長の原則」にかなうことでもあるはずです。大学生・専修学校生の在学中の生

活保護受給を認める方針の確立を早急にご検討ください。 

 

 あわせて、高校生の生活保護受給を認めた、厚生省（厚生労働省）昭和 38 年局長通知を

大学生・専修学校生にも拡大いただきますようお願い申し上げます。 

 

【参考】3 高等学校(定時制及び通信制を含む。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学

校の高等部専攻科、高等専門学校、専修学校又は各種学校(以下「高等学校等」という。)

に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については、就学しな

がら、保護を受けることができるものとして差し支えないこと。ただし、専修学校又は各

種学校については、高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるものと認められるもので

あって、その者がかつて高等学校等を修了したことのない場合であること 。 

 

2.子供・若者の命を守る支援 

 
(1)18 歳までの医療の無償化の全国展開（〇新規） 

 

兵庫県小野市・明石市・埼玉県熊谷市等では令和 3年より、18 歳までの医療無償化が実

現されています。東京都では令和 5年度より 18歳までの子供・若者の医療の無償化が実現

される旨の報道がされています。 

 

子供・若者の医療の無償化は、将来的な国民医療費削減の効果が高く、特に貧困状態に
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ある親子に、医療が気兼ねなく受けられる機会が拡大することは、子供自身の健康にとっ

て必須の支援です。 

 

15 歳までの医療無償化も拡大しつつありますが、児童手当は 15 歳で打ち切られてしま

う現在、高校生になると教育費も医療費も高くなり、メンタルヘルスや性の悩みなどがあ

った場合にも高校生世代が受診につながらなくなってしまう問題も深刻です。 

 

小・中・高校生の自殺者数は過去最悪を更新していますが、令和 2 年の小・中・高校生

の自殺者数 479 名のうち、329 人（68.7%）が高校生です。 

高校生世代にも医療費無償化を実現することができれば、治療が必要な心理的精神的な

状況や性暴力・妊娠等の悩みを持った際の受診につながる確率を上昇させることも期待さ

れます。 

 

子供・若者の命を守る基盤として、18 歳までの医療の無償化を国として実現いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

(2)学校給食の無償化（〇新規） 

  

学校給食は、小中学生の成長を支え、貧困世帯の子どもたちにとっては、唯一の温かい

栄養バランスの良い食事であることも少なくありません。 

また学校給食の保護者負担は、これまでも保護者が給食費を未納・滞納する子供たちが

学校で差別的取り扱いを受ける原因ともなってきました。 

 

学校給食の無償化に踏み切る自治体も増加傾向にあり、また給食費が補助される就学援

助制度の運用も自治体間格差が大きい実態があります。 

地方創生臨時交付金で、学校給食費の保護者負担の軽減策も可能ですが、取り組みには

やはり自治体間格差があります。 

 

また所得制限は子供同士、保護者同士の分断を深める帰結を発生させています。子育て

世帯の所得こそ、賃金停滞やコロナ禍、物価高の影響を受けている中で、学校給食の無償

化は、全ての子供、とくに困窮世帯の子供たちにとっては恩恵が大きい支援策であり、急

ぎ実現が期待されます。 

 

このような厳しい状況の日本経済であるからこそ、全ての子供たちの安全安心と政府へ

の信頼につながる政策の実現が急がれます。 

 

(3)子供・若者の虐待相談体制・保護体制の早急な拡充を（●継続） 

 

 厚生労働省における「子供の見守り強化アクションプラン」や児童相談所相談専用ダイ

ヤルの無料化などの施策が進んでいます。民間支援団体との連携が重視されている点も重

要です。 
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 あらためて子供の緊急保護の体制を、昨年度一昨年度に引き続きお願い申し上げます。

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・公的支援の拡充がニ

ーズに追い付かない状況が継続しています。 

 子供・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

が必要です。 

 

 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をお願い申し上げ

ます。 

 

(4)実効性の高い子供・若者の自殺対策を（●継続） 

 

 警察庁・厚生労働省・文部科学省の統計によれば、令和 2 年度に自殺した小中高校生は

497 人と統計開始以来、過去最悪でした。 

  

 子供・若者の自殺対策は大人の自殺対策にくらべて立ち遅れており、早急な政策拡充が

必要です。 

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、子供・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、前述した保護体制のほかに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など、子供・若者の悩

みや相談をキャッチする多様なアクセスポイント拡充が必要となります。 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの常勤化や配置拡充も急がれます。 

  

 また文部科学省では児童生徒が SOS を伝えるための教育も重視しておられますが、信頼

関係のある教員からの指導でなければ、逆効果にもなります。 

教員だけではなくスクールカウンセラーや実績ある民間支援団体による、SOS 発信の方

法や相談窓口の利用方法などの学校プラットフォーム・チーム学校体制を活かし、児童生

徒を相談につなげることが必要です。 

 

(4)衣食住を支えるための現物給付や生活支援の拡充を（●継続） 

 

 衣食住を支えるための現物給付や生活支援の拡充をお願い申し上げます。 

 子ども食堂、フードバンクや子ども宅食等については、厚労省・内閣府等での政策拡充

が行われており、地域差・自治体差を可能な限り少なくできるよう、空白自治体への働き

かけや自治体ニーズにも沿った制度運用を引き続きお願い申し上げます。 

 とくに夏休み・冬休み・春休み等の長期休業は、貧困世帯の子供の体重減少が発生する
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時期でもあり、特別給付金支給実績のある世帯への食糧配布など、緊急支援も必要です。 

 

 また、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の取り組みを引き続き拡

大することも重要です。この際、低所得者向けの住宅政策の拡充、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）と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も引き続き必要で

す。 

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。 

 

3.子供・若者の学びを守る支援 
 

(1)高校および高等教育の無償化の所得制限の大幅な緩和（〇新規） 

 

子育て世帯に拡大する所得減少、物価高の中で、進学を断念する子供・若者が拡大する

ことが懸念されます。 

労働者の平均賃金の停滞、国民負担率の上昇の中で、貧困層に限らず子育てする中間層

ですら、家計に余裕がなく、将来的な教育費を懸念し出産を諦めたり、進学したい高校・

大学等を子供・若者が諦める実態があるとの相談事例も増えてきました。 

 

今年 6 月に成立したこども基本法には、「全てのこどもについて、（略）教育基本法（平

成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること」

とありますが、実際には保護者の所得によって受けられる教育無償化の金額に著しい違い

があります。 

たとえば私立高校の無償化は保護者の合算年収約 590 万円（モデル世帯）までは年間 39

万 6 千円の授業料無償化が受けられますが、保護者年収が所得制限を 1 円でも上回れば、

年間 11万 8800 円に支援額が切り下げられます。 

 

専門家・支援団体は、この支援額の激変を「所得制限の崖」と称し、改善を求めてきま

した。 

 

大学生についても 18 歳成年であるにも関わらず、保護者所得が住民税非課税やそれに準

じる世帯と、それ以外の世帯との間での支援額の差が大きすぎます。 

 

教育を受ける機会は子供・若者自身の権利であり、保護者所得によって著しい差別を受

けることは、教育基本法・こども基本法の精神・規定と矛盾しています。 

 

超少子化のわが国で、子どもを産み育てる世帯の苦しい状況が中間層までひろく拡大し

ている実態もふまえ、高校および高等教育の無償化の所得制限の大幅な緩和をお願い申し

上げます。 

 

貧困状態の子供・若者へのいっそうの教育の無償化や、高校・大学等で学ぶ期間の生活
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費支援を手厚くすることも必要です。 

 

 あわせて、カルト宗教の親により虐待・搾取されてきた、いわゆる宗教 2 世への教育の

無償化の適用も検討・実現をお願い申し上げます。保護者の信教の自由は憲法第 20条に定

められた重要なものであり尊重されなければなりません。いっぽうで親の信教により、子

供・若者が教育を受ける機会すら奪われることも日本国憲法に照らし容認できないもので

す。 

 いわゆる宗教 2 世が貧困状態に陥らず、自らの人生を切り開くためにも教育を受ける機

会は重要です、教育の無償化の適用に向けて、政府としての早急なお取組みをお願い申し

上げます。 

 

(2)就学援助の所得制限の緩和と国庫負担、高校進学者のための入学準備金の就学援助支

給（●継続） 

 

新型コロナウイルスは、日本にとっても国難と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。 

同時に小泉純一郎政権において就学援助費が一般財源化されて以降、基礎自治体間の就

学援助の所得基準に大きな格差が出てしまっており、子供の生まれ育つ地域によって同じ

所得水準でも支援対象となる世帯とならない世帯が分断されてしまっています。 

国庫負担化とあわせて、就学援助制度の対象となる所得制限を生活保護基準の 1.5 倍等

に一律改善（さらなる所得制限緩和は基礎自治体の裁量により実現可能な仕組み）とし、

より多くの児童生徒が安心して学び続けられる仕組みを整備すべきです。 

 

 また、高校進学者の入学準備金は進学前の就学援助に含まれておらず、経済的理由によ

り制服や学用品が準備できないために、不登校等の原因となりかねません。基礎自治体で

の就学援助に高校入学準備金を含める措置も必要です。 

 

(3)高校生等奨学給付金の上乗せ支給を（●継続） 

 

 高校進学後の高校生等奨学給付金の上乗せ支給も必要です。 

平成 30 年度からは、民間の試験等を活用し基礎学力の定着を目的とした「高校生のた

めの学びの基礎診断」が国の制度として開始されたところですが、国はいまだにその活用

や費用負担、公的補助の実態すらあきらかにしていません。 

早急な調査と低所得世帯の負担増に見合った高校生等奨学給付金の増額が必要です、 

 

あわせて GIGA スクール構想は高校段階でも推進されており、デジタル端末購入費の自己

負担や通信料などの家計負担も増大しています。 

また高校段階では今年度より本格実施されている新学習指導要領において推進される探

究型の学習活動のために、活動経費や学習経費の家計負担の拡大も発生しつつあります。 

これらの高校での学びに必要な経費を、国として低所得世帯の若者に支給することを急

いでください。 
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(4)大学・専修学校の受験料および入学金支援制度の改善、 

児童養護世帯・生活保護世帯や低所得世帯を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（〇新規） 

 

文部科学省「大学入試のあり方に関する検討会議・提言」(令和 3 年 7 月 8 日)では、低

所得層の民間資格試験等の受験料の減免、交通費負担の少ないオンライン試験の導入、地

理的経済的格差を解消するための共通テスト高校会場の設置等の必要性等が指摘されてい

ます。 

 

また、「入学時の学生納付金の負担が困難な学生等に対しては、納付時期の猶予、分納、

免除及び減額等の柔軟な配慮を積極的に講じ、具体的な納付時期や配慮措置を募集要項等

に明確に記述するよう、文部科学省から引き続き各大学に求めるとともに、志願者の進路

選択に生かす観点から、各大学の取組の実態を定期的に把握し、分かりやすい形で公表す

べきである」(p.35)、受験料の公的な貸し付け制度の活用(日本学生支援機構・入学時特別

増額貸与奨学金や都道府県・社会福祉協議会・生活福祉資金貸付制度)、都道府県移管され

た高校奨学金事業の活用が記載されています。 

 

大学・専修学校進学時の受験料・入学金については高等学校就学支援制度（いわゆる高

校無償化）と高等教育の修学支援新制度（いわゆる高等教育の無償化）の制度的な「切れ

目」の中で、受験時・入学時の必要なときに進学資金が受験生・家計にないという深刻な

課題を発生させています。 

 昨年度からこのことを指摘してまいりましたが、昨年度の受験生にも今年度の受験生に

も何の対応もなく「こども置き去り」の状況が継続しています。 

民間試験実施団体、都道府県・日本学生支援機構・社会福祉協議会の取り組み体制を早

急に構築くださるようお願い申し上げます。 

 

また、文部科学省の入試実態調査により、個別の大学入試においては「地理的・経済的

事情のある志願者等のための様々な優れた特別選抜等の取組事例（例：児童養護施設の入

所者を対象として検定料・入学金・学納金を免除した選抜区分の設定、児童養護施設の長

の推薦による選抜、地方出身者・離島出身者を対象とした公募型推薦入試、進学第一世代

を対象とした奨学金、昼間のキャンパスでの勤務を前提とした夜間学部の総合型選抜、難

民を対象とした選抜区分の設定 等）が明らか」にされました(p.35)。 

 

子供の貧困対策の観点からは、受験生の多様な経済的社会的背景を考慮した「実質的な

公平性」の確保という新たな原則が確立された点が、同提言の最重要の内容になります。

困難な状況にあっても進学を志望する受験生のための特別選抜等の取り組みの調査・公表

および、こうした入試形態の普及のための個別大学への支援含め、政府をあげた取り組み

をお願いいたします。 

 

(5)学習支援の必須事業化、国庫補助率の拡充、対象層の拡大を（〇新規・●継続） 

 

内閣府「令和 3 年 子供の生活状況調査の分析 報告書」では、中学校 2 年生の回答者が
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「利用したことがある」もしくは「利用したいと思う」ともっとも高い比率で回答した支

援制度が「勉強を無料でみてくれる場所」でした。 

 貧困状態でなくとも、37.8%の中学生が「利用したことがある」もしくは「利用したいと

思う」と回答しています。 

 

 中学生から見ても、塾や習い事に費したり、将来の進学に備える保護者の家計負担が重

い実態が把握されているのだと想定されます。超少子化の中で、通える範囲に民間学習塾

や予備校がない地域も拡大しつつあります。 

また中間層であっても、わが国の景気低迷の中で塾に通うことをためらったりやめたり

するケースもあります。 

生活困窮者自立支援事業の枠組みを超えて、子供・若者のニーズが高い学習支援の対象

層を拡大していく必要があります。 

 

 

 
図 3 令和 3年 子供の生活状況調査の分析 報告書,p.119 

 

 とくに困窮状況の子供・若者については、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補助を拡充することにより、日本全

国の深刻な状況にある子供・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、地域に根差し子供・若者を支える学習支援団体への支

援拡充が必要です。 

 

 生活困窮者自立支援制度の学習・生活支援事業がすべての地域で必要な子供たちに実施

されるよう、対象層の拡大、自治体の必須事業化、国庫補助率を 1/2 から 2/3 に拡充いた

だくようお願い申し上げます。 

 

(6)要支援度の高い学校への教員加配、SSW・SC 常勤化による学校プラットフォーム／チー
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ム学校体制の充実（●継続） 

 

 すでに小学校 35 人学級が順次実施されつつあり、骨太方針においても中学校 35 人学級

の実施が明記されています。感染症対策としてだけではなく、教員の多忙化や自治体間の

クラスサイズ格差を改善し、すべての児童生徒に丁寧なかかわりを通じた質の高い教育を

実現していくうえで重要です。 

  

 また、日本では形式的平等だけが重視され、低所得層の多い学校への教員加配は法令化

されていません。しかしすでに要保護・準要保護率の高い学校での学校事務職員の政令加

配は実現されており、法令での教員加配も検討されるべきです。 

 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門職についても要支援度の

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）からの配置拡充と常勤化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、所得格差が大き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・専門職等を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

どの施策が急がれます。 

 

困難な子供・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。 

 

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。 

 

 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ます。 

 

子供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。 

 

特に自治体の子供の貧困実態調査からは、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児童生徒の比率が高い
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ことも判明しています(末冨芳,2019,内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議・提出資

料,2019 年 5 月 13 日)。 

 

またあわせて障害を持つ子供・若者や家族、外国につながる世帯、日本語指導が必要な

子供・家族の所得や進学状況も調査検証し、子供の貧困対策問題としても取り組みを進め

ていくことが必要です。 

 

困難な状況の児童生徒に、手厚い支援を行うためにも、義務標準法や定数法に定める教

員の配置基準見直し、支援員配置、SC・SSW の配置などの基準を、改善していくことが急が

れます。 

 

(7)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（●継続） 

 

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、早期の教職員や専門

職との適切な信頼関係と相談体制の構築です。 

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も強い心身の不安に

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る現状においては、

就労や修学支援等の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。 

 

高校中退を防ぎ、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。 

 

 義務教育段階と同様に、要支援度の高い高校に対する教員、スクールカウンセラー、ス
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クールソーシャルワーカー配置をお願い申し上げます。 

 

(8)文部科学省調査における保護者の社会経済的地位（SES）や子供の貧困関連設問・尺度・

軽視の早急な改善を（●継続） 

 

 文部科学省調査においては、全国学力・学習状況調査では子供の貧困に着眼した分析を

可能とする保護者抽出調査が実施されているものの、その他調査においては、子供の貧困

対策に必要な保護者の社会経済的地位（SES）や子供の貧困関連の設問や尺度が他省庁と比

較して著しく軽視されていることを指摘せざるをえない残念な状況があります。 

 

 児童生徒の不登校・問題行動調査、教育課程実施状況調査、学習指導要領実施状況調査

等の主要調査や教育関係調査においても、保護者調査の平行実施や学校の要保護・準要保

護率等、保護者の社会経済的地位（SES）や子供の貧困状況に関する設問と尺度を必須化し

ていただくようお願い申し上げます。 

 格差貧困関係の変数を用いた分析がなければ、子供たちの学力差や意欲格差、家庭での

デジタル環境格差の適切な現状把握と改善策に結び付きません。逆にいえばこうした分析

が不可能な調査は、子供の貧困対策の視点からは租税の浪費とも指摘できます。 

  

 この指摘を重く受け止めていただき、早急に文部科学省および国立教育政策研究所をは

じめとする関係機関での取り組みを強く求めます。 

 

(9)部活地域移行にともなう家計補助制度の創設について（〇新規） 

 
 本年 6月、スポーツ庁「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」、8月には文化庁

「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」が公表されました。 

 超少子化の中で、児童生徒にとって持続可能で豊かな、スポーツ活動や文化活動を支え

るためには、家計補助制度の創設が不可欠です。 

 

「経済的に困窮する家庭においては、地域のスポーツ団体等への会費を支払うことが難

しく、スポーツ活動に参加できないことも想定される。家庭の経済状況等にかかわらず、

誰でもスポーツに親しむ機会を確保することは重要な課題である」(提言 p.35：文化庁提

言同旨)とされ、スポーツ庁令和 5年度概算要求では「部活動の地域移行に向けた支援」と

して地域スポーツクラブ活動・文化クラブ活動への家計の参加費用補助も計上されていま

す。 

 

 ぜひ国を挙げての実現をお願い申しあげます。 

 

 また従来、就学援助援助制度での部活動補助の金額や対象となる家計所得水準にも著し

い自治体間格差があることが知られてきました。 

 生まれた自治体が児童生徒に冷淡であるために、部活動の機会を奪われることのないよ

う、就学援助制度の全国的な運用の改善も、強く要望いたします。 
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(10)不登校の児童生徒のフリースクール通学、通信教育等への家計補助について

（〇新規） 
 

 不登校の児童生徒は約 20 万人、その中でも出席日数が年間 10 日未満の小中学生は約 2

万人います。 (8)に述べたような文部科学省調査の不備から、その子供たちがどのような

社会経済的困難の中にあるのかが把握できていません。 

 

しかし、学校の教職員やスクールソーシャルワーカー等のアセスメントでは、長期不登

校の児童生徒の中には、貧困状態の子どもやヤングケアラーが含まれていることも少なく

ありません。 

学校に行くことができない場合でも、フリースクール通学や通信教育等への意欲がある

場合、児童生徒の学びを支えるためにも家計補助は必須です。すでに東京都が家計補助の

実証事業を開始しておりますが、国としても不登校困窮世帯の児童生徒の実態把握をいた

だき、早急に家計所得に応じた「所得制限の崖」を作らないきめ細かい支援制度をお願い

申し上げます。 
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Ⅱ こども基本法・こども家庭庁体制への移行を受けた子供の貧困対

策のさらなる拡充について（〇新規） 
 
 わが国で子供・若者が育つ環境は、脆弱化しており、抜本的な改善が必要です。 

 

超少子化の進行、先進国最悪のひとり親貧困、やはり主要国中でも最低水準の子供の

生活満足度や自己肯定感、社会参画意識、過去最悪を更新し続ける子供・若者の自殺者数、

児童虐待相談件数、不登校者数、課題をあげれば切りがありません。 

 

日本の未来を担うはずの子供たちが置かれる危機的状況が広く国民、そして国会に共有

されたからこそ、先の第 208 国会においてこども基本法・こども家庭庁設置法が成立した

と理解しております。 

いまこそ「こどもまんなか社会」の実現が急がれます。子供の貧困対策はこども政策の

中でももっとも急いで拡充され実現されるべき政策課題です。 

 

こども基本法・こども家庭庁体制への移行を受けた子供の貧困対策のさらなる拡充につ

いて、以下の事項について意見を申し述べます。 

 

1.これまでの子供の貧困対策の成果とさらなる進化の必要性について 

 
 平成 25年に子どもの貧困対策の推進に関する法律が整備され、令和元年に改正されまし

た。令和元年改正時には児童の権利に関する条約の精神に基づき子供の貧困対策の推進が

行われることが規定され、本有識者会議において当事者の若者・保護者が意見表明をされ、

子供の貧困対策に関する大綱の改訂に際し、重要な手続きを実現することができました。 

 

 この経験を経て、子供の貧困対策団体も、子供の権利の国内法であるこども基本法の重

要性を認識するに至りました。本年 6 月の第 208 国会において、こども基本法が成立した

ことは、わが国の子供の貧困対策のさらなる進化にとっても望ましいことです。 

 

 また内閣府としても、子供の貧困対策に精力的にお取組みいただいてきましたことに、

改めて感謝申し上げます。 

 

(1) これまでの子供の貧困対策の成果 

 

 子供の貧困指標の改善、子供の貧困の実態調査（子供の生活状況調査）については、着

実にお取組みを進めていただき、令和元年法改正において、一人親世帯の貧困率、生活保

護世帯に属する子どもの大学等進学率を、法指標として規定いただきました。 

 

 加えて、継続的なお取組みを経て、令和元年大綱改訂時には子育て世帯・ひとり親世帯

の「電気、ガス、水道料金の未払い経験、「子供がある世帯の世帯員で頼れる人がいないと

答えた人の割合（ひとり親世帯）」など、べーシックニーズの欠如である絶対的貧困を明確
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化する指標や、ひとり親世帯の孤立などのウェルビーイングに関する指標など、「多元的貧

困」をとらえるための指標の充実も実現していただきました。 

 

 そして令和 3 年には国として初の子供の貧困の実態調査となる「子供の生活状況」を試

行的に実施いただき、低所得にとどまらず子供のウェルビーイングが欠如した状態を貧困

と捉える、ウェルビーイング基準での調査票を開発され、調査実施・公表されたことは、

今後の子供の貧困対策におけるデータ・エビデンスの活用の基盤としても重要な実績であ

ることを高く評価したいと存じます。 

 今後の自治体調査での活用、国による自治体調査の比較分析やメタ分析による子供の貧

困対策の充実も期待されます。 

  

 また 2014 年の子供の貧困対策に関する大綱の閣議決定以来、学校をプラットフォームと

した子供の貧困対策の推進については、文科省・厚労省等の関連省庁とともに、政策を充

実いただいてきました。 

 

 厚生労働省・生活困窮者自立支援事業による学習支援事業の拡大、子ども食堂・子ども

宅食等への補助事業充実は、コロナ禍の中でも、親子の命や学びを支える共助システムの

下支えとして機能しました。 

 また教育政策においては、令和 2 年 4 月に高等教育の修学支援新制度が発足し、低所得

世帯や家計急変世帯の若者の進学を支えていただいています。 

 

 令和 3 年度には「貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データ連携・活用に向け

た調査研究」を立ち上げ、データ連携・活用を、子供・若者に必ず届くプッシュ型支援/ア

ウトリーチ型支援につなげるための礎となる報告書を公表いただきました。 

  

これらの蓄積があってこそ、こども家庭庁における、子供の貧困対策のさらなる進化が

可能であると考えます。 

 

(2) 課題の整理 

 

 個別政策に求める改善や進化の方向性についてはⅠに示しました。 

 また、こども基本法・こども家庭庁体制のもとでの、子供の貧困対策・こども政策の抜

本的拡充については、これ以降の項目にて述べております。 

  

 ここでは、現行の子供の貧困対策の大綱に関する課題について、整理をしておきます。 

 

① 子供の貧困対策の対象が、生活保護世帯やひとり親世帯、社会的養護の子供たちに限

定されており、ウェルビーイング基準に基づき「ウェルビーイングが損なわれた状態

にある全ての子供・若者」を対象としたものとはなっていません。特に、若者の貧困

対策についてはこれまでの大綱・政策においての検討や位置づけが希薄であったこと

を、私自身も委員として真摯に反省しなければならないと考えています。 

② 子供の相対的貧困率の改善目標、そのために必要な所得再分配の手法・予算が明示さ
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れていません。 

③ 保護者の生活支援において現金給付の重要性の充実が必要です。 

④ 子供の貧困に関する指標において、他の先進国では常識となっている貧困層と非貧困

層のテストスコアの格差指標や出席率（欠席率）等の教育関連指標が欠如しています。 

⑤ 同様に、子供自身の主観的幸福度に対する貧困層と非貧困層のギャップ指数も欠如し

ています。 

 

 これらの課題を含め、こども基本法・こども家庭庁体制のもとで、さらなる進化が実現

されることを期待しています。 

 

 

2.子供の貧困対策の基盤となるこども財源の確立について 

 
 こども基本法・こども家庭庁体制のもとで、子供の貧困対策を拡充するため、急ぎ実現

されなければならないのは、こども財源の確立です。 

 

Ⅰ-1.に述べました児童手当、児童扶養手当の拡充等で最低でも年 5000 億程度は経常的

に必要になると推定されます。この財源を確保しなければ、低所得世帯の子供への所得再

分配の改善はありえず、子供の貧困問題の抜本的な改善もありえません。 

 

また「所得制限の崖」をなくし、こども基本法第 3 条第 1 項に定める通り「全てのこど

もが全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにする」支援制度を、子供のライフステージの全段

階にわたって実現しなくてはなりません。 

 

 所得逆進性の高い消費税ではなく、持続可能で多様な財源の組み合わせにより、貧困状

態の子供の状態を改善するためのこども財源の確立を、政府をあげて最優先で実現くださ

るようお願い申し上げます。 

 

3.こども大綱・こども家庭庁における、子供の貧困対策の推進体制について 

 
(1) こども大綱の「最優先課題」としての子供の貧困対策の推進体制の拡充 

 

 こども政策に関する有識者会議で、こども大綱の策定スケジュールが令和 5 年中に閣議

決定と、示されていますが、こども大綱の「最優先課題」として、子供の貧困対策の推進

体制の拡充を位置づけていただくようお願い申し上げます。 

 

 日本の子供に関する諸課題の中で、もっとも該当人口が多く、かつ現在および将来にわ

たって子供自身に影響が大きいのが、貧困問題だからです。 

 こども大綱策定に際しては、未だに抜本的に実現はできていない、子供の貧困問題の早

急な改善のために、子供の相対的貧困率や関連する指標の改善に関する目標値の設定や、

そのために必要な政策・財源を具体的に記載するなど、子供の貧困対策の充実の方針が示
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されてこそ、こども基本法・こども家庭庁体制の意義が国民に認められるはずです。 

こども大綱では、こども財源の拡充、こども政策全般に関わる人的体制・行政体制の拡

充についても、必ず触れていただきますよう強く要望いたします。 

 

 こども家庭庁での審議会分科会・有識者会議等の、子供の貧困対策に関する体制拡充も

必須となります。 

 

(2)こども家庭庁での子供の貧困対策の体制拡充について 

  

本年度をもって内閣府における子供の貧困対策の推進は終了します。こども家庭庁への

移管後における子供の貧困対策は、支援部門で所管されることが昨年末に閣議決定された

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」にて示されております。 

 いっぽうで、出産前後から学齢期・青年期にわたる切れ目のない子供の貧困対策の実現

に際しては、企画立案・総合調整部門および成育部門との連携が不可欠になります。 

 

 (1)に述べたように、こども家庭庁では、未だに抜本的に実現はできていない、子供の貧

困問題の早急な改善、子供・若者自身のウェルビーイングの改善への取り組みが求められ

ます。 

 

 そのためには、内閣府での子供の貧困対策に関する有識者会議での蓄積を生かしつつ、

さらなる体制の拡充も必須となると判断します。 

 こども家庭庁における会議体設置や委員の拡充、小委員会設置等による体制の拡充を、

お願い申し上げます。 

 具体的には、以下のような体制拡充が求められます。 

 

① 子供・若者当事者や支援者等の意見表明と参画の拡充（当事者経験を持つ委員や支援団

体委員の参画拡大、若者の貧困対策への機能向上、政策・事業スキーム改善等に関する

支援団体からの提案制度等） 

② データ連携・実証調査を活用した、子供・若者自身のウェルビーイングの改善に有効な

子供の貧困対策の政策・事業の検証、子供の貧困の改善に資する指標の精緻化等の体制

拡充 

③ こども家庭庁の総合調整機能を活かした関連省庁への子供の貧困対策の改善・充実に関

する勧告等の実施 

 

(3)子供・若者自身のウェルビーイングの改善を最優先とした EIPP(Evidence Informed 

Policy and Practice)の推進 

 

昨年末に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」では、デー

タ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCA サイクル（評価・改善）が強調さ

れていますが、エビデンスの活用が、子供・若者自身のウェルビーイングの改善に結実し

なければ意味がありません。 

 EBPM(Evidence Based Policy Making)は、データ収集やエビデンス構築と政策改善に焦
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点が置かれがちで、「こども置き去り」の政策 PDCA となる懸念が大きいことを、研究者と

して指摘してきました。 

 

 こども家庭庁においては設置法に定める通り「こどもの最善の利益」の実現を政策規範

とし、子供の貧困対策を含め、あらゆる政策分野で、子供・若者自身のウェルビーイング

の改善を実現すべき「公共の利益」とし、子供・若者への「実践」を充実させる政策 PDCA

サイクルを運用することが必要になります。 

  

 繰り返しになりますが、こども家庭庁でのエビデンス活用は、子供・若者自身のウェル

ビーイングの改善、こどもの最善の利益の実現のためにこそデータ・エビデンスの活用を

していただく必要があり、そのための体制整備が重要になります。 

 

 

 
図 4 末冨芳,2021,「教育における公正はいかにして実現可能か？」『日本教育経営学会紀要』

第 63 号,p.62. 

 

(4)こども大綱をふまえた自治体こども計画の策定・推進の支援体制、着実な実施状況の

「見える化」の体制 

 
子供・若者自身一人ひとりのウェルビーイングを改善していくためには、こども大綱を

ふまえた自治体こども計画の策定・推進を支えることが必要です。 

こども家庭庁による自治体の支援体制、自治体で取り組むべきこども政策・子供の貧困

対策の着実な実施状況を「見える化」し、自治体の取り組みを促進する体制整備も必要に

なります。 

 

4.こども基本法・児童の権利条約を基盤とした子供の貧困対策の推進について 

 
(1) 貧困当事者・虐待被害者や社会的養護の子供・若者、ヤングケアラー等の意見表明・ア

ドボケイトを反映した実効性の高い支援策の拡充 

 

子供・若者自身のウェルビーイングが改善する実効性の高い政策・支援等の拡充のため

には、こども基本法第 11 条に定める通り、子供・若者や関係者の「意見を反映させる」 



23 
 

アプローチを充実することが不可欠です。 

 

日本では、子供の意見表明や参画に関する蓄積は少なく、アンケート＝意見表明である

かのような誤認をしている行政関係者も少なくありません。 

 

 こども大綱の策定プロセスにおいては、子供・若者当事者の意見表明や、子供・若者の

パブリックコメント参加、ユースモニターの活用など多様な手段で、子供・若者の参画を

支える方針が明記されています。 

 

 いっぽうで貧困当事者・虐待被害者や社会的養護の子供・若者、ヤングケアラー等で、

いままさに困難な状況にある人々は、意見を表明することが困難である場合も一般的です。

支援者や支援団体によるアドボケイトを含め、丁寧な意見の表明と尊重の手続きを整備い

ただくようお願い申し上げます。 

 

障害を持つ子供・若者、医療的ケア児、日本語支援が必要な子供・若者などにも同様の

アプロ―チが必要と考えます。 

 

(2)学校・園での教育活動におけるこども基本法・児童の権利条約の周知・実践および相談・

支援体制の充実 

 

 子供・若者自身がウェルビーイングを改善していくためには、まず子供・若者自身が安

心して相談や支援につながれる体制を整備する必要があります。 

 それとともに、日ごろから子どもの意見表明や相談体制を支える基盤として、学校・園

での教育活動におけるこども基本法・児童の権利条約の周知・実践をはかっていく必要が

あります。 

 

 特に日本では子供の意見表明権については、子供・保護者・教職員のいずれも認識が乏

しい状況にあります。学校・園での正確かつ適切な周知や実践が必要な状況にあります。 

 

 9 月 15 日にこども基本法成立を求める PT 呼びかけ人として、永岡桂子文部科学大臣・

伊藤孝江政務官・文部科学省幹部に面会しましたが、文部科学省としても教育課程行政等

でのこども基本法へのお取組みは、きわめて初期的もしくは実質的に取り組みゼロの状況

であることが把握されました。 

 

いっぽうで、こども家庭庁との連携のもとでのこども基本法の学校・園への周知・浸透

については、永岡文部科学大臣も進めるべきであるとの認識を示されました。 

 

こども基本法第 15 条には国民への周知が明記されており、学校・園における周知も含ま

れることは国会質疑によっても明らかにされております。 

 

貧困状態の子供たちは、自己肯定感が低く、大人への信頼度も低いことから、現在の学

校教育システムの中では、相談につながり自分自身の人生を充実させていくための認知・



24 
 

非認知スキルの発達が十分に保障されていないケースも少なくありません。 

 

子供・若者が、自分自身の権利（愛される権利、学ぶ権利や、育つ権利等）を学ぶこと

は、とくに困難な状況の子供たちの認知・非認知スキルの発達を、民主主義国家として支

えるためにも重要です。 

自らが国によっても応援され守られる存在であることを学び、子供・若者が親・家族の

問題で苦しんだときに秘密が守られ、意見が尊重される体制を整え、信頼できる大人たち

が伴走型支援を行える体制を知り、利用することができるようになれば、わが国における

全ての子供・若者のウェルビーイング向上の基盤となります。 

 

 教育政策においてこそ、子供・若者自身がこども基本法・子どもの権利を学び実践でき

る具体的なお取組みをお願い申し上げます。 

 

 

5.こども政策・子供の貧困対策を支える人的体制・行政体制の拡充について 

 
(1) 教育・福祉・医療・司法・療育等のあらゆる分野での「こどもまんなか」の日本社会

を支える専門職・人材配置の拡充 

 

こども基本法第 13 条に定めるように、教育・福祉・医療・司法・療育等のあらゆる分野

での「こどもまんなか」の日本社会を実現するためには、専門職・人材配置の拡充が必要

です。 

 

合わせて国・自治体ともにデータ分析の専門職拡充も必要です。 

 

個人的な試算ですが、義務教育段階だけでも、スクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー、児童生徒支援対応教員等のフルタイム職・7-8 万人程度、特別支援教育支援

員等のパートタイム職・30～40 万人程度の人的体制が必要となると想定しております。 

保育・就学前教育・高校段階は別途、人的体制の配置拡充が必要です。 

こども財源の確保とともに、「こどもまんなか」の人的体制の計画的拡充をお願い申し上

げます。 

 

(2) 学校プラットフォーム・チーム学校体制から「地域こどもプラットフォーム」へーさら

なる行政体制・官民協働体制の推進 

 

これまで子供の貧困対策において、学校プラットフォーム・チーム学校体制による教育

と福祉の連携を充実してきたことが、重要な蓄積として評価されます。 

 

いっぽうで、子供・若者の最善の利益の実現のためには、教育・福祉とともに医療・司

法・療育等、より多くの分野での協働体制が必要となります。 

学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進とともに、令和 6 年度から全自治

体に設置されていく「こども家庭センター」を拠点とした子供・若者のための協働体制の
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拡充が必要になります。 

いわば「地域こどもプラットフォーム」の整備が必要になります。 

この際、自治体担当部局の確化、教育委員会との権限関係の整理（自治体担当部局の権

限の確立）等の行政体制の整備が必要です。 

またこども基本法第 13条第 2項に定める通り、地域の支援団体との官民協働体制の推進

が必要になります。 

 

(3)データ連携活用を子供・若者への支援に確実につなげる体制整備について 

 

 こども家庭庁では企画立案・総合調整部門において「データ・統計を活用したエビデン

スに基づく政策立案と実践、評価、改善」に取り組まれる予定です。 

 またデジタル庁ではこどもに関する情報・データ連携に取り組まれており、こども家庭

庁での情報・データ連携を活用した政策展開も急がれます。 

「こども最善の利益」を機関哲学とするこども家庭庁においては、データ連携活用を子

供・若者への支援に確実につなげる体制整備をお願い申し上げます。 

 

将来的には、データ連携を活用し、こども家庭センター、公立小中学校、子ども若者総

合相談センター等への専門性の高いソーシャルワーカーの配置により、都道府県・市区町

村における「切れ目のない支援」を実現する体制整備が必要です。 

子供若者に関わるソーシャルワーカーは、データ連携も活用し、「必ず届く」アウトリー

チ型/プッシュ型支援の実現のため司令塔職として機能することが、子供・若者自身に届く

支援の実現の上で不可欠です。 

 

 特に学校プラットフォームの司令塔職となることが期待される常勤スクールソーシャル

ワーカーは、単に教育委員会・校長の権限に服し「学校まんなか」の職務に限定されるの

ではなく、子供・若者への支援マネジメントを担う「こどもまんなかの」専門職として、

自治体こども政策担当部局での専門職権限も確立する法制整備が不可欠になります。 

  

(4)こども家庭庁との連携による自治体こども政策・子供の貧困対策推進体制の拡充―自

治体こども政策ダッシュボード（仮称）を通じた施策の充実 

 

子供の貧困対策においても自治体間格差の問題は深刻です。 

自治体こども計画の策定をこども家庭庁が支援し、自治体のこども政策・子供の着実な

実施状況の「見える化」の体制整備が必要であることはすでに指摘しました。 

この際、自治体こども政策ダッシュボード（仮称）を設置し、自治体の子供の貧困対策・

こども政策への取り組みを国民にもわかりやすい形で示すことも必要と考えます。子育て

世帯の居住地選択や、ふるさと納税等を通じた国民の自治体応援にも結び付く取り組みで

あると考えます。 

併せて取り組みの進捗が停滞しがちな自治体については、国・先進自治体からのアドバ

イザー派遣や中間支援団体による地域団体育成支援など、自治体のニーズに沿った支援が

行われる体制の整備により、自治体間格差の改善が実現すると判断します。 
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最後に、こども基本法・こども家庭庁体制によるこども政策・子供の貧困対策の充実に

ついては、多くの国民が期待を寄せています。 

「こどもまんなか」の日本に進化するための、財源・人的体制・行政体制が抜本的に拡

充され、全ての子供・若者の人生が幸せで充実したものとなるよう、国を挙げたお取組み

を改めてお願い申し上げます。 


