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1.教育費支援政策の現状及び充実の方向性

(1)就学援助制度の自治体間運用格差
(2)高等学校等就学支援金制度の効果と課題
(3)ニードベース大学等給付型奨学金の必要性
(4)教育費支援政策に関する提言
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(1)就学援助制度の自治体間運用格差
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東北・北関東

北陸・中部

就学援助率の全国平均は15%程度(平
成25～27年度)

・自治体財政力指数、納税者1人あたり
平均所得等との統計的な関連性は弱
い
→地域の豊かさにかかわらない。
東北・北関東、北陸・中部など、特定
エリアでの運用が低調である。

・人口1人あたり生活保護費、母子世帯
比率、就学援助の制度周知方法の多さ
の影響が強い（末冨2017a）
→福祉制度の運用に積極的な自治体
では就学援助制度の運用にも積極的

平成25(2013)年度
文部科学省調査
データより作成

生活保護・非課税世帯の17.7%の保護者は
就学援助を「知らない」
（あすのば2018・給付金利用者アンケートより）
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(2)高等学校等就学支援金制度の効果と課題

• 国公私立高校等悉皆調査(回答率
61.0%より)

高等学校等就学支援金制度

＝授業料無償化部分（対象・目安世帯
年収910万円未満）

＋高校生等奨学給付金（対象・生活保
護受給世帯・非課税世帯）

学校からみた効果

①中退の防止

②保護者の教育費負担の軽減

③学校への納付金の未納・延
滞の減少

④私立高校への進路選択の幅
の拡大

などに一定の効果

（文部科学省委託事業・武蔵野大学
2018,p.159）

（文部科学省委託事業・武蔵野大学2018,pp.15-16）
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(2)高等学校等就学支援金制度の効果と課題
沖縄県高校生調査（沖縄県実施）

高等学校等就学支援金制度の課題
（文部科学省委託事業・武蔵野大学2018,pp.159-161）

①情報ギャップへの対応
✔沖縄県高校生調査(2016年実施)でも困窮／非困

窮にかかわらず20～40%弱の保護者は制度の存
在を認識していない
✔高校等悉皆調査でも「対象者にとって制度がわ
かりにくい」が国公私立の6～7割

②高校事務負担の軽減
国公私立問わず9割が「事務負担が大き
い」（就学支援金制度）

国公立は「全生徒を対象に」し
た就学支援金制度(77.2%)を要
望

→就学支援金・給付奨学金・自
治体奨学金にくわえ、

日本学生支援機構・大学生等
給付型奨学金の対象生徒選定
事務が

1学期の学校マネジメントを圧迫
（新指導要領実施の円滑な実施
が懸念されるレベル）
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(2)高等学校等就学支援金制度の効果と課題
高等学校等就学支援金制
度の課題
③奨学給付金の代理受給
④奨学給付金の申請方法
⑤就学支援金の支給時期
「就学支援金の支給が、最初の授業
料納入時までに行うことができる」こと
が重要
（文部科学省委託事業・武蔵野大学
2018,pp.159-161）

⑥スクールソーシャルワー
カー、スクールカウンセラー
等の相談体制
⑦高校教育の質保証
「新しい経済政策 パッケージ」（平
成29年12月閣議決定）でも、高等教
育段階では質保証と無償化はセット
で提言、高校教育も質保証の課題

私立高校における高校生支援体制への課題
（就学支援金の書類の督促を保護者に対し
行っていない高校比率は私立が国公立より10
ポイント多く、奨学給付金受給率が7.1ポイント
低くなっている）
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(3)ニードベース大学等給付型奨学金の必要性

●現行制度（平成31年度入学者対象）
①対象者＝生活保護世帯の人、住民
税非課税世帯の人、社会的養護を必要
とする人
（平成29年度は約2800人分、平成30年
度以降は1学年2万人の採用者枠を、
過去3年分の日本学生支援機構第一種
奨学金予約採用者に応じて高校に割り
当て）

②日本学生支援機構が示すガイドライ
ンを参考に
高等学校等が定める
・人物
・学力
・家計
の基準を満たす人を推薦
（平成30年度入学者対象は④健康が含まれていた
が現行制度より対象外）

(3)③支給額は月額2～4万円

文部科学時報2017年5月号,p.9

✔1学年あたり2万人は高校生等奨学給付金受給者の13％
程度をカバーする仕組み
→進学率ギャップ解消のためには受給対象者の
いっそうの拡充は必須

✔高校の進路指導体制に依存する配分ルール
✔採用者枠の配分ルールが理解できていない高校も多い

✔日本学生支援機構および文部科学省における
「学力・資質」の強調（下図）→ほんとうに厳しい世帯の生徒が
制度利用から外れる

✔人物・学力・家計の基準は「高校での運用」が基本であり、
「家計」を重視しても差し支えない、というルールが高校側には
徹底されていない
→都道府県高校所管部局・管理職・進路指導主事・学校事務
職員等に対する情報の周知徹底が必要

年額24～48万円では支給
額が少ないのでは？

利用者の利用状況や学業へ
の専念ができているかどうか、
に対する実証調査の必要性
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(4)教育費支援政策に関する提言
①制度の地域間・学校設置者間の運用格差の改善

=どの地域、どの学校種でも「全ての子ども・若者」が必要な支援にアクセス
できる条件整備が必要

✔就学前から高等教育まで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配置拡充

（グッドプラクティス・広島県では県庁内に乳幼児教育支援センターを設置、

保育ソーシャルワーカー2名を配置）

✔私立高等学校に対しても支援を

（例：各都道府県に高校支援チームを設置し、私立高校への派遣も可能とする等）

②情報ギャップへの対応（対保護者、対高校）

✔よりわかりやすい情報発信

✔高校所管部局や高校教職員に対する制度の周知徹底を

③高校における「教育の質」「支援の質」の向上も

✔私立高校への就学支援金拡充は重要

✔いっぽうで高校生支援制度の拡充に伴う高校側の事務負担の拡大

✔教職員配置体制の拡充など、「教育の質」、「支援の質」の向上も重視した政策を 7



目安年収910万円

目安年収590万円

目安年収350万円

目安年収250万円
※生活保護基準の
目安年収

就学援助
制度

高校生等
奨学給付金

日本学生支
援機構大学
生等給付型
奨学金

中学生段階 高校生段階 専修学校・大学生段階

市町村によって
目安年収200～
500万円と基準
が多様 「人物・家計・学力」の3基準

※「健康」基準は平成31年度
進学予定者より適用されない

高等学校
等就学支
援金 うち私立

高校学校
等の加算
支給対象

第
1
の
崖

第

2
の
崖

第4の崖

第
3
の
崖

④4つの「支援の崖」問題の改善は急務

第1の崖
義務教育段階で就学援助制
度を受けられても高校生等奨
学給付金が受けられない

第2の崖
1円でも住民税を納
税してしまえば高校
生等奨学給付金が
受けられない

第3の崖
1円でも基準となる納税額を超え
れば私立高校等の加算支給対
象から外れる

（子育て世帯の働き控えにつなが
り納税額・GDPに負の効果）

第4の崖
生活保護受給・住民
税非課税世帯等の
高校生でも大学生等
給付型奨学金を受け
られるのは1割程度

基準年収と支援額との関係は「きめこまやかな制度設計」を行うことが、
とくに子育て世帯の、就労と納税の維持・拡大に対しても重要 8



⑤学校の高コスト体質の改善を 公益財団法人あすのば

による新入学・新生活応援給付金
（2～4万円）の受給者アンケート

とくに入学時、学校にかかるお金が
高すぎる実態

日本全国の篤志家からの寄付も使
途を確認するとほとんど学校関連
費用に流れている。

制服、入学金（高等学校）、部活
動、教科書（高等学校）、くつ、
自転車、ランドセル、カバン等

就学援助制度の運用の改善だ
けでなく、学校の高コスト体質の
改善は必須

また通学費や高校入学時の支
援制度（入学金分割払い、入学
金支援等）は高校や自治体に
よって取り組み差があり、どの
地域・どの学校でも導入される
ことがのぞましい

低所得層は高校教科書だけで
も一定額を無償化できないか？ 9



⑥日本版Pupil Premium(貧困児童生徒プレミアム)
制度の創設を

•イギリスでは、給食無償対象児童
生徒数（日本の要保護準要保護児
童生徒数に類似）に応じて、学校
に「使途自由の追加予算」を配分
するPupil Premium(貧困児童生
徒プレミアム)制度があり、効果を
上げている学校も多い。（末冨
2015）

•日本では「貧困等に起因する学力
課題の解消」として全国で250人の
教員加配が計上されているのみ
（平成30年度文部科学省予算）

そのほか学校事務職員の就学援
助加配もあるが、貧困層が多い学
校への支援はあまりにも手薄い。

イギリスのWater Hall小学校では
Pupil Premiumにより学校独自の
家庭支援チームが常駐

※さまざまな支援制度に子ども・保
護者をつなぐ

たとえば学校事務職員の就学援助加配と同様に

「要保護・準要保護の児童・生徒数が１００人以上かつ２
５％以上の学校に更に１名加算」

といった教員就学援助加配の法制化やスクールソー
シャルワーカーの定数化・正規化など、

子どもの貧困対策、チーム学校や学力ギャップへの取り
組みを支える予算配分を！
（できれば要保護・準要保護率25％以上から20％以上
への基準改善も） 10



2.子どもの貧困対策のいっそうの充実のために
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子どもの貧困対策の条件整備―11の提言
–末冨芳,2017b,「『すべての子どもを大切にする』子どもの貧困対策」
末冨編著『子どもの貧困対策と教育支援―より良い政策・連携・協働のために』より

(1)子育て世帯および低所得世帯への再分配システムの改善
(2)子どもに対する資源配分のグランドデザイン設計と財源確保
(3)ライフステージ、ウェルビーイング、ジェンダーの視点からの指標拡充
(4)政府調査の改善とエビデンスの活用
(5)先進自治体の取組みの普及・拡大と、

基礎自治体の子どもの貧困対策の努力義務化

(6)子どもの貧困対策事業への複数年度委託スキームの導入

(7)子どもの貧困対策の責任体制の明確化とシステム化

(8)生活保護制度の改善と「自立」への移行制度の充実

(9)スクールソーシャルワーカー等の

支援人材の正規雇用および人材の確保・養成

(10)支援の切れ目をなくすための市町村―都道府県連携体制の構築

(11)国公私立にかかわらない「子ども・若者支援チーム」による支援体制の整備
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イギリスの子どもの貧困対策の目標
＝貧困の連鎖を断ち切る→2つの重点戦略
• 保護者の就労率の向上
-政府による充実した再分配政策
(Income Based Approach)が基盤
-2016年以降の子どもの貧困戦略設定
により「ライフチャンス指標」を保護者就
労率と子どもの学力ギャップとして設定

-日本とは異なり貧困層の未就労率が高
い

• 貧困層と非貧困層との
学力ギャップの縮減

-学校評価に「正答率」とともに、「学力
ギャップ」を位置づけ

-投資効果の高い教育方法を専門家が
データベース化、政府系法人による再
貧困地域の学校の直接支援

法制の体系的整備

子どものウェルビーイン
グを重視したChildren 
Actの制定（1989年）以
降の関連法制の整備
※2010年Child poverty Act、2017
年Children and Social Work Act 改
正等

行政機関・専門家の
緊密な連携

大臣級だけでなく省庁
実務者級による戦略
会議、専門家の参画
によるエビデンス分析
と戦略設定

エビデンスにもとづく
戦略開発

政府統計（学力調査、家庭支援
情報、保護者所得・就労状況
等）のデータベースが子ども１人
１人の個票レベルで接続されて
いる

※貧困層は現在もしくは過去6年間に要保護・準要保護
(Free School Meal)の対象であった子ども、イングランド地域
では現在17%の子どもが要保護・準要保護
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日本の子どもの貧困の現状
厚生労働省
「国民生活基礎調査」

子どもの貧困率の改善のいっぽうで、当事者・支援者の「実感」や関連
指標との乖離
（厚生労働省母子世帯「貯蓄がない」2012年36.5％⇒2015年には
37.6％へと増加）
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日本のひとり親の就労率は世界一高い(2015年時点比較)
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日本のひとり親世帯のワーキングプア率は58％と
突出している(2005年データによる比較)

内閣府・子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究報告書
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日本の子どもの貧困対策の目標
＝エビデンスベースドで考えると・・・
• 子どものいる低所得世帯の
生活基盤のさらなる改善

-日本では貧困層の貧困率は先進国トップ
クラス

-政府による充実した賃金・再分配政策
(Income Based Approach)には改善の余
地がある

-教育支援の成果は、賃金・再分配政策の
充実を通じていっそうの飛躍を見せる可能
性が高い

• 貧困層と非貧困層との
学力ギャップ

-日本も同様の課題、沖縄県の「平均点」の
向上などグッドプラクティスも

‐私立高校無償化や大学等給付型奨学金
を通じ、進学率も改善の見通しは高い

→学力向上は一定の成果をおさめており、
エビデンス活用によりさらに飛躍の可能性
が高い（とくにイギリス型ギャップスコアの開
発と活用、学校評価システムの改善）

行政機関・専門家の
緊密な連携

省庁実務者級による
連携と専門家の参画
によるエビデンス分析
にはさらなる充実が期
待される

エビデンスにもとづく
戦略開発
政府統計（学力調査、家庭支援情報、
保護者所得・就労状況等）のデータ
ベースを効果的に活用するための条
件整備

法制の体系的整備

子どもの貧困対策法か
ら、子どものウェルビー
イングを重視した関連法
制の整備へ（とくに学校
関連法規）
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OECD Education 2030 Learning Framework

(From OECD Presentation)

18

OECDも学び(Learning)
を通じて実現すべき価値
を「個人と社会のウェル
ビーイング」に設定



(5)先進自治体の取組みの普及・拡大と、
基礎自治体の子どもの貧困対策計画の努力義務化

(6)子どもの貧困対策事業への複数年度委託スキームの導入

都道府県や市区町村のグッドプ
ラクティスをお互いに政策参照し
あえるよう、自治体子どもの貧困
対策担当者同士のネットワークと
交流の仕組みの整備が重要

また学習支援、生活支援等は単
年度事業で支援団体の運営が
不安定。

実績がある団体が子どもに係り
つづけるためにも、子どもの貧困
対策事業では複数年度委託ス
キームの開発が行われることが
望ましい。

もちろん事業評価手法の開発や
事業者同士のグッドプラクティス
交流も重要
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(3)ライフステージ、ウェルビーイング、ジェンダーの視点
からの指標拡充

(4)政府調査の改善とエビデンスの活用
• ライフステージ

乳幼児期に関する指標は現行の大
綱では不足

（子供の貧困に関する指標の見直しに当たっての
方向性について ・内閣府平成29年3月でも乳幼
児期指標は就園率以外は示されていない）

• ジェンダー

大学等進学率等については男女別
指標も採用する必要性（日本では女
性のほうが貧困リスクが高く、そもそ
も大学進学率も低い）

• ウェルビーイング

子どもの心身の健康や学校・家族へ
の信頼度等のウェルビーイング指
標の充実を

朝食欠食児童生徒比率が「追加すべ
き新たな指標の例」として示されたこ
とは非常に望ましい

・エビデンス活用

自治体の子どもの貧困実態調査お
よび関連政府調査・統計のメタ分析、
ギャップスコアの指標設定

小学校5年生で授業が「わか
らないことがおおい」「ほとん
どわからない」と回答したの
は困窮層13.6％、周辺層
8.2%、一般層4.4％

困窮層＋周辺層では
うち48.4％が小学校3年生ま
でに「授業がわからなくなっ
た」と回答
「10歳の壁」だけでなく
「10歳までの壁」もある

→小6・中3の学力・学習状況
調査では「ギャップ改善」には
活用できない。

東京都子どもの生活実態調査
(2016年実施)
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(1)子育て世帯および低所得世帯への再分配システムの改善
(2)子どもに対する資源配分のグランドデザイン設計と財源確保

朝食欠食児
童生徒への
食の支援

私立小中学
校に通う低所
得世帯への
授業料補助

児童扶養手
当の増額

「厳しい状況の子どもから重点化される資源配分」という原則が重要（末冨2017c）

すべての保育・教育機関の学校プラットフォーム化による教育支援の充実

就学前教育 義務教育 高校教育 大学・専修学校等

○保育期からの
ソーシャルワーキ
ング

○保育・教育機関
における子どもの
医療未受診解消
の取組み

○学校教育における子
どもの「ウェルビーイン
グ」の重視

○就学援助制度の捕捉
率向上、学校教育にお
ける保護者負担軽減

〇学校外の教育機会に
対する層の厚い支援（学
習支援・バウチャー・割
引制度等）

〇フリースクール、夜間
中学校等の多様な学び
の機会保障

○中退・不登校防止
支援（高校段階での
ソーシャル・ワーカー
配置・高校内居場所
カフェ・高校適応指導
教室等）

○低所得世帯の高校
生の授業料・通学費
等に対する支援の拡
大

○貧困層を対象とした
給付型奨学金・授業
料免除の拡充

〇キャンパス・ソー
シャルワーカー配置に
よる学生の「自立」の
サポート

○キャリア支援のいっ
そうの充実
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家庭・子ども・若者の生活基盤保障
（現金給付・医療・住居等支援）

妊娠期・乳幼児期の医療・保健サービスとの連携 就労に対するサポートとの連携
教育支援が効果をあげるためには・・・

前提条件1・子どもの貧困を多元的にとらえること
前提条件2・教育支援と同時並行での

生活基盤保障

そのうえで重要なのは・・・
①厳しい状況の子どもから重点化される資源配分

②「長期包括支援型」学校プラットフォームを拡充
する

③子どもの貧困に関する指標の充実と長期的な
視点からのエビデンスの蓄積
(末冨2017c)
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