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子供の貧困対策に関する有識者会議（第８回） 

議事要旨 

 

 

日 時：平成30年８月27日（月）14:00～15:30 

場 所：内閣府合同庁舎８号館416会議室 

出席者： 

【構成員（敬称略、50音順）】 

金子 孝之、工藤 長彦、桒原 元芳、新保 幸男、末冨 芳、宮本 みち子、 

武藤 素明、山野 則子、山野辺 幸徳、渡辺 由美子 

 

【事務局】 

小野田 壮 内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

川又 竹男 内閣府大臣官房審議官 

牧野 利香 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（子どもの貧困対策担当） 

魚井 宏泰 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（子どもの貧困対策担当）付企画調整官  

平野 統三 文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当） 

伊藤 史恵 文部科学省生涯学習政策局参事官(連携推進・地域政策担当) 

藤原 朋子 内閣官房内閣審議官（厚生労働省子ども家庭局併任） 

成松 英範 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

 

≪議 題≫ 

生活の支援等に関する構成員からのプレゼンテーション等 
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≪議 事 要 旨＞ 

 

１．政府報告 

○子供の貧困に関する指標について（事務局説明） 

（内閣府）参考資料１ 

参考資料１は、前回会議の後に数値が更新された子供の貧困に関する指標を

とりまとめた資料である。 

 ２ページ。子供の貧困対策に関する大綱に記載している25の指標について、

赤字の部分が更新となっている。 

 ３ページ。25の指標のうち、「日本学生支援機構の奨学金の貸与基準を満た

す希望者のうち、奨学金の貸与を認められた者の割合」について、平成29年度

の実績値が新しく出ている。 

 ６ページ。朝食欠食率の推移について、平成30年度の数値が新しく出ている。 

 ７ページ目。「子供がある世帯の世帯員で必要であるが頼れる人はいないと

答えた人の割合」について、平成29年度の調査の結果が新しく出ている。 

 

２．構成員からのプレゼンテーション 

（１）鉄﨑構成員資料提出 資料１－１ 

鉄﨑構成員は欠席のため資料の提出があった。 

 

（２）新保構成員プレゼンテーション 資料１－２ 

（新保構成員） 

 本日はこれから説明する３つの政策をできるだけ早い時期に進める必要があ

ると提案したい。特に生活の中でも出産前後の時期に焦点を合わせ、その時期

に必要なことについて説明する。 

 １つは出産前後、低所得の状態でDVの被害などを受けた女性が、実親の支援

もパートナーの支援も受けることなく妊娠期を過ごし、産むか産むまいか悩ん

で、産むとするならば自ら育てるか他人に任せるかを悩み、他人に任せるとす

るならば養子縁組にするのか、里親委託にするのか、施設入所にするのかとい

うことを考える。自ら育てるとしても、出産後すぐに自分と子供だけの生活を

スタートするのか、場合によれば母子生活支援施設を活用して、母と子でしば

らく生活の基盤をつくった上で、自分たちだけの生活に入っていくのかという

ことの支援を行う仕組みとして、１番目として出産前後の時期に関する支援を

挙げる。 

これは一昨年の社会的養育に関する新プランというものが、厚労省のメンバ

ー、そこで参加していた方々が中心となって文書をまとめているが、「（仮称）
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産前産後母子ホーム」というものが用意されている。その後、私から見ると余

り進んでいないかと思うのだが、とても不安な状態で妊娠期を迎え、出産をし、

自分で育てるかどうかを悩んでいる女性たちにとって、これから先にどういう

選択肢があって、どういうことを考えることができて、そのためにどういう支

援を受けることができるのかということについて、安定した生活環境を提供し、

その中で選択していただく、その選択というのは生まれてくる子供の一生に関

わるような選択であるし、産む女性にとってもとても意味のある選択になるの

だろうと思う。 

 通常はその選択をするときに、情報もなく非常に不安定な状況で出産し、場

合によれば子供を虐待してしまったり、十分に育てることができなくてどこか

の段階で手放してしまうことがあるけれども、そのことを未然に防ぐような仕

組みを出産前後の時期につくる必要があるのではないかという趣旨は、私はと

ても大事なことだと考え、１番目の政策提案とした。 

 それと同時に子供の貧困ということを考えたときに、自分が産んだ子供を必

ず自分が育てるということについてどう考えるかということがある。これは育

てられるのならば自分が育てるべきなのだろうと思う。だけど、育てるか育て

ないかということに関して言うならば、子供の人生や親自身の人生や社会的養

育環境などを含めて、実親以外の安定した家族に養育を任せるという選択肢も

あるのではないか。 

 ヨーロッパの国々と比べて、我が国の場合には、産んだ女性が自ら育てなけ

ればいけないという思いを女性たちは非常に強くお持ちのような気がする。そ

れは日本女性のすばらしいところだと思うけれども、他人に任せても良いので

はないかという提案である。社会保障審議会の児童部会などにおいても、養子

縁組・里親委託の充実ということは指摘されているので、これを２番目の提案

として、再確認させていただく。 

 １と２をやった場合に何が起こるかというのが３番目のもの。１と２を行う

と、結果として比較的育てやすい子供が養子縁組や里親委託に回ることになる。

その結果、現在、施設に入所している子供たち以上に難易度の高い子供たちが

乳児院、児童養護施設や母子生活支援施設に入所することが想定される。 

 しかも、１と２をやっていくプロセスの中で、施設の小規模化ということが

進んできており、これからも進むことが想定されるため、スーパーバイザーを

各施設で用意することを３番目の提案とする。定員は長期的に少しずつ減って

いくことになると想定されるが、スーパーバイザーをしっかり置かないと施設

の中がかなり落ちつかない状態になると思われるので、どうしてもやらなけれ

ばいけないだろうと思う。 

以上の３つをパッケージとしてやるということが、今、子供の貧困対策とい
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う視点から見てとても必要なことであると考える。 

 １ページ。子供の貧困をめぐる認識というのは時代によって大きく変わって

きた。もともと貧困は怠け者だというところからスタートしている。スタート

していると言っているが、実は今も普通の人々の中に、場合によれば私の中に

おいても、どこかで感情として怠け者、怠惰感というものを持っているところ

があるのだろうと思う。でも、それは少しずつ社会の動きの中で払拭されつつ

ある。 

 ２番目として、経済的な変動との関係で絶対的貧困ということが発見され、

それに伴って生活保護の必要性が多くの方の了解を得て出来、その後イギリス

の1950年代を中心として、相対的貧困の概念が発見されてきた。その相対的貧

困の概念に基づいて、私たちは今、いろいろな仕事を進めているのだろうと思

う。 

 少し遅れて就労支援という考え方が出てきて、学びを支えるということで奨

学金の必要性が言われ、学力を身につけるために学習支援が大事だ、学習支援

のNPO団体が必要だと言われると同時に、学校教育における低学力の状態の子供

に対する学習支援も必要だと、それから食べることが必要だと言われるように

なった。食べることができなければ、学習支援の前提が崩れてしまう。だから

食べることが重要だということで、（１）から（８）まで比較的合意事項にな

ってきているのだろうと思う。 

 これから先に合意事項にしなければいけないのは、出産前後の時期に私たち

が焦点を合わせるということだと思う。この出産前後の時期に、私たちが十分

な支援を行うことができないと何が起こるかというのが次ページ。 

 ２ページ。これは貧困の世代間連鎖を単純に描いたもの。一番下のところを

出産の時期として、右側に行くと出産前の１年の時期、左側に行くと産んでか

らの新生児期とイメージしてほしい。この時期に母が自分の将来、子供の将来

を十分に選択できるような情報を提供し、しかも安定した生活環境をできるだ

け用意する。特定妊婦について、今、地域で支えていくという仕組みが出来つ

つあって、それは是非進めるべきだが、特定妊婦の中でも生活の支援が特に必

要な人たちがいるので、その方たちに生活の場を確保し、情報を提供し、選択

の可能性を示す、その中でゆっくり考えていただくという時間がどうしても必

要なのだと思う。 

 これをやることが不安定な養育期、新生児期を終わった後の養育のしやすさ

ということに少し近づいているのではないか。十分納得した上で選択した、十

分安定した生活環境の中で子供を産むことができたという思いは、その後の一

人の女性の人生にプラスに作用するだろうし、そこで生まれた子供たちにとっ

ても、自分はあの時期に十分な支援を受けたのだという思いを持って、親にな
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った時に子を養育する時期を迎えることができるのではないかと思う。なので、

出産前後の時期の支援というのは、私たちがどうしてもやらなければいけない

ことだと思う。 

 ただ、この出産前後の時期について話をすると、そんな状態になった一人の

女性が悪い、パートナーが逃げていくような状況をつくった女性が悪い、DVの

被害に遭うのはその女性が悪い、そして不安定な家族環境の中で子供を出産す

るのは諦めて中絶すべきではないかという意見がしばしば聞かれる。国民の中

にそういう意見があることは確かだが、私たちが子供の貧困対策として貧困の

世代間連鎖を止めようという明確な意思を持つならば、この時期に焦点を合わ

せることが、非常に大事だと考えている。 

 ３ページ。出産前後の時期ということをイメージして考えると、貧困という

過程を２つの世代に分けて考えることができる。①の「貧困の第１世代」とは、

子供の成長のどこかの段階、例えば中学校や高校の段階で、父親が亡くなった

結果家族収入が減り、進学に必要な学費を用意できないという状態である。こ

の状態に対して奨学金を給付するということは、非常に意味のあることだと思

う。 

本日話したのは、②の「貧困の第２世代」、つまり生まれた直後から貧困の

状態にあって、食が充足されていない、安定した生活が得られないという状態

にある人たちが、その後生活していくときに非常に不安定な養育期を迎えるこ

とになるということである。 

 学習支援を行っている構成員にも話を聞くべきだが、私も子供たちの学習支

援に入ると、なぜこの子たちはこんなに物覚えが遅いのだろう、なぜ理解が遅

いのだろうと感じることがある。自分も理解の良い方ではなかったけれども、

自分や周りの友人たちが理解したスピードとは大分違う。なぜ中学生になって

分数が理解できないのだろう。何度一緒にやってもなぜできるようにならない

のだろう。これは貧困の状態の中で生まれ、そして新生児期を過ごしたことの

影響が大きいのだと思う。 

 ４ページ。これはそのことを示す図。可知先生は北里大学の医学部の先生だ

が、高所得の家庭に生まれた子供が１年間で発育不全になる割合を１とすると、

低所得の場合には1.29、つまり1.3倍弱だという。これだけの違いがある。この

手の調査は探してもなかなか見つからない。 

 ある新書で読んだのだが、第二次世界大戦の終了前後にヨーロッパ戦線の中

で、連合軍とドイツ軍が壮絶に陣地を取り合った場所があり、その地域には食

べ物が１年程届かなかった。その１年間に生まれた余り食べることができなか

った子供たちが、その後どのように成長していったのかを調べたアメリカの研

究がある。その研究によると、その後精神的な発達が阻害された子供たちや、
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精神的な疾患を持った子供たちが多かった。また、大人になってからも発症し

た人がいた。体が小さい状態で生まれてきて、そのまま１年間を過ごし、１年

後に食べ物が与えられる環境になったとしても、急には大きくならなかった。

そんなことが報告されている。 

 ただ、これは明確な詳細の調査データがどこまであるのかまだ分からないの

で明確には言えない。ただ日本の中で得られたのはこのデータで、所得の高い

低いというのが影響があるということはある程度言えるだろうと思う。 

５ページ。これは先ほど申し上げた「３つの政策提案」。 

６ページ。この中で出産前後の時期の支援が大事だと言っているのは、妊娠

期から乳幼児期の支援を充実するということである。産前産後母子ホームの構

想というのは、書かれたペーパーによると、出産前後のところにウェイトを置

いて書かれているが、出産前後の数カ月若しくは１年程度の支援を行った上で、

母と子というペアでそのまま母子生活支援施設という児童福祉施設に入所する

というやり方もあるのだろうと思う。 

 現行の児童福祉法の３条の２は、家庭という場を非常に大事にしている。家

庭という場は、血のつながりがある親と子供が一緒に生活する場のことである。

生活が不安定な母と子が福祉施設で一緒に１年なり２年なり生活をし、そして

安定した状況で就労もできるような形でその施設から卒業していくということ

をする必要があるのではないか。 

 これは新生児期だけではなくて、もう少し１～２年の長さを、その後の現在

ある母子生活支援施設に移行して、そちらにお願いする。これは家庭というこ

とを維持し、親子をあえて分離するのではなくて、母と子を同じ場所、母子生

活支援施設という一つの場所で生活してもらうことによって安定してもらう。

そのことが有効ではないかと思う。 

 現行法の27条１項３号に施設入所の措置規定があり、都道府県は子供１人を

入所させる措置をすることができることになっている。法令的な判断もあろう

かと思うが、例えば３号の２に、不安定な出産となることが予想される妊婦に

ついて、都道府県による「産前産後母子ホーム（仮称）」への入所措置規定を

設けることは、子供の貧困対策、子供の最善の利益を考える上で非常に有効で

はないかと考える。 

 ７ページ。次が「産前産後母子ホーム（仮称）」。これは2017年の、新たな

社会的養育のあり方に関する検討会の「新しい社会的養育ビジョン」の中に書

かれているもの。これは小規模で、妊産婦の生活圏内のあちこちにつくること

をイメージしていると思う。いきなりあちこちにつくることができるかどうか

は現実的な可能性を考える必要があるが、確かに小規模な数人単位で生活する

場所を地域の生活圏内につくっていくことは有効だと考えられる。 
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 そして、この文章の中では、児童相談所や市区町村も施設への措置を行う主

体として位置づけるべきという書き方がされている。私は将来的に市区町村に

も措置の権限を持ってもらうのは意味があると思うが、最初の段階では都道府

県からスタートするほうが現実的ではないかと思う。 

 現在ある乳児院もしくは母子生活支援施設、場合によれば児童養護施設の機

能を拡大する形、もしくは一部機能を再編する形で、このような「産前産後母

子ホーム（仮称）」というのがつくれるのではないか。 

 ８ページ。続いて、養子縁組・里親委託について。これは子供が養育される

環境としてどういう環境が良いのかということをめぐって、大きな施設の中で

生活するよりも、特定の家族メンバーの中で一人の子供として生活することが

望ましいだろうということで、長い年月をかけて我が国においても養子縁組や

里親委託を充実する方向になったのだろう。 

 もちろん今まで実際に現場で行われていることを反省して考えてみると、里

親委託をしたのだけれども、途中でその子供に障害があることが分かって、そ

の障害があるがゆえに戻されたという里子さんがいたり、養子縁組をしようと

して半年間一緒に生活をしたのだけれども、子供にいっぱいかまれたなんて言

って音を上げた養子縁組の家庭などもある。 

 いろいろなことを整えていかなければいけないが、一つの方向性として養子

縁組や里親制度の充実というのは進めていく必要があって、そのために現在あ

る児童相談所や社会的養護の関係施設、特に乳児院、養子縁組あっせん団体等

における当該事項に関する機能を充実するということが必要だろうと思う。 

 ９ページ。この結果何が起こるかというと、現在ある乳児院や児童養護施設

に、養子縁組・里親委託ができなかった難易度の高い児童が入所することが予

想される。 

 私はアメリカやイギリスであちこちの施設を見せていただいたときに、施設

に入所している子供たちの難易度が非常に高いということを感じた。それはメ

ンタルの面でも大変だし、医療的なケアも大変だし、親子関係がぐちゃぐちゃ

になっているようなケース、そういったケースについて施設でお預かりしてい

るというところが見られた。 

 それを我が国の社会的養護の施設にお願いすることになるのだと思う。里親

委託と養子縁組を推進していくというのは、結果としてすごく難易度の高い子

供たちのみが施設に入所することになるので、しっかりとした能力をお持ちの

スーパーバイザーにいていただく必要がある。 

私はかなりの力量をお持ちのスーパーバイザーを配置しないと、これからの

社会的養護の施設というのはかなり大変な状況になるだろうと考える。できる

だけ大規模な施設を細かく分割していって、６人程度の規模で子供たちが生活
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できるようにしようという目標の中で、小規模化ということが進んでいて、そ

れ自体は望ましいことだと思う。 

 ただ、現実にそこで働いている人たちとお話をしてみると、自分は夜間１人

だけの勤務で、昼間一瞬引き継ぎの人がいるけれども、なかなか複数の人、先

輩の後ろ姿を見て仕事を覚えるということができないという。子供が６人いて、

そこに３交代制で職員が配置されているわけで、そこにいつでも２人いるなん

てことは通常はなかなか考えられないという状況にある。結果として、大学を

出たばかりの20代の新人職員が、誰の指導もなかなか受けにくい状態の中で先

輩の姿を見て学ぶこともできない。その状態はなくさなければいけない。 

 だから、スーパーバイザーを置いて専門職として支援するということが１つ。

それから、現実にその職場に入って一緒に仕事をする時間を持つという意味の

役割も必要なのではないかと思う。 

 ３番目は、これは現在、私が進めている研究だが、スーパービジョンについ

て乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設の全国の職員に対して調査を行っ

た。これは現在、5000のところだけが回収済みで、まだ回収の途上だが、その

分析を行った。スーパービジョンに関する項目が５項目と、自らの専門性が10

項目、仕事への思いが５項目あるが、スーパービジョンについては「スーパー

ビジョンを受ける機会がある」「スーパービジョンを外部の人から受ける機会

がある」「スーパービジョンを内部の人から受ける機会がある」という幾つか

の問いがあって、その問いに対して１点から10点までの中から選んでもらうと

いうことを行った。同じようなことを専門性や仕事への思いについても行った。 

 そして、明確にスーパービジョンがあったほうが自らの専門性が高いと認識

し、かつ仕事への思い、つまり長く仕事を続けることができるということにつ

ながると思う。その相関関係をとったところ、それが両方とも見られた。つま

りスーパーバイザーを置くということが、今、この領域の社会的養護にとって

まず必要である。この社会的養護の受け皿がなくなってしまったら、養子縁組

や里親委託をどんどん進めていこうということが事実上できなくなるのではな

いかと考える。 

 10ページ。以上の説明のとおり、出産前後の時期についての支援は貧困の連

鎖を防ぐ上で、直接的かつ重要な政策であると思う。今回提案させていただい

た３つの政策は、一つ一つはばらばら見えるかもしれないが、この時期の母が

子供の将来や自分の将来をゆっくり考える、そして子供ができるだけ家族の中

で生活することができるということを確保する上では、３つの政策パッケージ

として一緒に進めていく必要があるのではないかと考える。 
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○質疑応答 

（末冨構成員） 

基本的なことをお聞きする。この政策のターゲットになっているのは特定妊

婦と呼ばれる方たちだと思うが、その方たちがどれぐらいいるのかという規模

感を知りたい。人数や、例えば１年間に出産する妊婦のうちの何パーセントな

どを教えてほしい。 

（厚生労働省） 

 特定妊婦の数や割合の全体像については把握できていないが、虐待死の事例

を見ると、生まれてからゼロ日の子供が結構な数を占めており、出産前後で不

安定な状況にある妊婦をしっかり支えていかなければならないと思っている。 

 そのため、例えば子育て世代包括支援センター等において支援をしていくこ

とや、妊婦さん全員にアプローチをかけて、リスクの高い妊婦を把握していく

ということによって、努力していきたい。 

（新保構成員） 

特定妊婦はかなり大きな数だと思うが、まだ数字がないと思う。特定妊婦の

中でもこの政策の対象になるのは特に難易度の高い方たちだろうと思う。そし

て、この政策を打ち出したとしても、最初から大きな人数に対応できるとは思

えないので、できるところからスタートせざるを得ないと考える。 

（山野構成員） 

対象がかなり多いわけではないという話だったが、特定妊婦という大きな対

象の中からどうやって難易度の高い方を拾っていくのか、お考えを教えてほし

い。 

（新保構成員） 

まず一つ、子育てに関する地域包括支援の仕組みの中で出てくるだろうと思

う。ただ、それだけではなくて、女性相談所や婦人相談所と言われる組織の中

に相談に来られた方もかなり出てくるだろうと思う。それから、NPO団体がかな

り把握されているので、その中でNPO団体以外のところでも支援が必要だという

ことがあれば、対応をしていく必要があるだろう。 

（宮本座長） 

沖縄は特定妊婦が非常に多く、例えば10代の若い母親の妊娠の場合、母子が

病院にいる間に次の支援につなげるという仕組みをつくったという話を以前聞

いたことがある。例えば年齢で切るとか、いろいろな把握の仕方があり得ると

思うが、沖縄以外ではまだ数字の把握自体ができていないということかと思う。 

 

３．政府報告 

○平成30年度調査研究概要（事務局説明） 
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（内閣府）資料２ 

 平成30年度の内閣府の調査研究について報告する。 

 内閣府では毎年度調査研究事業を行っており、平成29年度の調査では、地方

公共団体を対象に、その地域における子供の貧困対策の実施状況及び実施体制

を調査・検証し、地方公共団体の施策立案等に資するものとして整理した。 

 平成30年度については、地域における支援のもう一方の担い手であるNPO等の

各種民間団体を取り上げ、民間団体の認識や取組状況を分析したいと考えてい

る。具体的には民間団体の体制、活動状況、地方公共団体等との連携状況、活

動上の課題や行政への要望、支援団体から見た子供の貧困の実態に関する認識

等について把握するための調査をしていきたい。調査結果は、国や地方公共団

体の基礎資料とすることはもちろん、実際に民間団体の今後の活動に資するも

のとしたいと考えている。 

 「子供の貧困対策に関する大綱」から約４年が経過し、国、地方公共団体、

あるいは民間団体等のそれぞれの活動の幅が広がってきていることを踏まえ、

主に以下の３点について調査を実施したい。 

 １点目は活動状況の把握、実態調査・分析。支援活動を行う団体、例えば学

習支援や子供食堂等を行っている団体に対し調査をしていきたい。 

 ２点目は事例研究・分析。網羅的な調査だけではなくて、特に特色のある子

供の貧困対策につなげている団体を幾つかピックアップして、事例研究を行い

たい。 

 ３点目は民間団体から見た実態がどうであるか、その認識を聞いてみたい。 

 調査の進め方は、事業者に委託した調査を考えている。その中で別途検討会

を設け、学識経験者の方や実務に携わっている方に入っていただき、その方々

の御知見をいただきながら詳細な検討を進めていく予定。 

 

○質疑応答 

（武藤構成員） 

参考までに、民間団体というのは具体的にはどこまで入るのか。公益法人も

あるし、私たち社会福祉法人もあるので、お聞きしたい。 

（内閣府） 

範囲についても、今、検討しているところだが、NPO法人だけではなく、任意

団体や社会福祉法人などいろいろな形態があることは承知。できるだけ幅広い

団体を対象にしたい。 

（山野構成員） 

昨年厚生労働省でも学習支援の事業評価を調査したと思う。あちこちでいろ

いろ調査していると思うので、内閣府の調査ということであれば、是非横串を
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刺して明確な形で出していただきたい。 

 

４．意見交換 

（武藤構成員） 

 資料１－２の５ページ。新保構成員が発題した３つの政策提案には、基本的

に私も非常に賛成をしている。特に産前産後の支援はとても重要で、ここを十

分に支援できないと永遠にそのツケが子供たち、それからその大人も含めて

代々つきまとってしまうということで、貧困の連鎖のところではここが一番重

要だと思う。 

 乳児院や児童養護施設等にスーパーバイザーの制度が必要だということで、

これも私どもも絶対的に必要だということで、指摘された施設の小規模化も含

めて進めるということであれば、そこにしっかりした支援体制が必要だと思う。

その中にスーパーバイザーを置くことについて、スーパーバイザーは様々な国

で定義、内容、資格などが違うと思うが、このスーパーバイザー制度の資格と

専門性、大体何人ぐらいの単位でスーパーバイザーを置いたほうが良いのかと

いうことについてお聞きしたい。 

（新保構成員） 

私が今進めている調査によると、施設職員の方々にとっては先輩という人が

いて、その人に話を聞いてもらうということができるのだそうだ。一方で、ス

ーパーバイザーとしてその人が機能しているかというと、そうではない。これ

が現状の施設を端的に示すものなのだと思う。 

 私はこのスーパーバイザーには、非常に高度な専門性がこれから必要になっ

てくると思う。施設には養子縁組・里親委託ができなかった子供たちだけがや

ってくることになる。そうなったとき、難易度が高い子供たち５～６人の集団

の中で職員が１人という場面を想定してみていただければと思う。１人の職員

というのは20代半ばぐらいの人で、この人が５～６人の難易度の高い子供たち

と一緒に生活をする。この１人を支えるためには外部にもう１人必要。 

どのぐらいの割合で必要かと言われると、小規模の施設が５～６あったとす

れば、少なくとも１人は専門性の高いスーパーバイザーが必要なのだろうと思

う。その人は通常の養育を行うことができない、また、施設職員として子供に

直接関わることができないから、少なくともそれぐらいは必要だろうと思う。

それよりもっと多いほうが良いことは確か。 

 それから、もう少し身近な人も必要なのだろうと思う。非常に高度な専門性

を持った人たちが必要である一方で、もう少し身近で非常に高度になる手前の

人たちも必要なのではないかと思っていて、その位置づけは多分１つの施設に

１人ぐらいは必要になってくるのだろうと考える。 
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 ただ、これはお金のすごくかかることだと思うし、教育機関の方々の判断に

お任せするところもあると思うが、施設関係者と話すと、これを非常に必要と

しているということを感じる。不安定な状態で、スーパーバイザーが得られな

くて、残念ながら20代や30代で仕事を辞めていってしまう人たちが多く、継続

して仕事を続けるためにもスーパーバイザー制度を、非常に高度な方と中堅ぐ

らいの方、少なくとも両方を考えていく必要があると考える。 

（宮本座長） 

養子縁組・里親委託が充実してくると、今こういった施設で働く職員、その

多くは大学で社会福祉学等を勉強してきて現場に入っている方だが、そういう

人たちの数がぐっと減ることになるだろうと聞いたことがある。そういう形で

減っていくということは、養成機関からするとモチベーションの下がることだ

と考えていいのかどうかということだったが、同時にスーパーバイザー制度の

ようなものが充実するという、入れ替わりになるのだろうか。 

（新保構成員） 

全体像としては、多分子供の定員は減るのだろうと想定される。これから先

のことを考えれば、生まれてくる子供の数が減ってくるわけで、社会的養護の

対象になる子供も減り、施設が抱える子供の定員は減ってくると思う。一方で

難易度が高い子供たちが増えるから、職員一人一人の能力は増していかなけれ

ばいけないだろうと思う。現在よりも、もっと高度の知識をお持ちの方たちに

職員になっていただく。大学の４年間、もしくは短期大学の２年間でそれだけ

十分に養成することは、現状ではできていないと思う。 

 施設に就職した後で、スーパーバイザー制度のもとで育っていくという仕組

みを用意しないと、児童養護施設にせっかく就職する機会があったけれども、

その施設の中で十分に育つことができなくて途中で辞めてしまうということが

起こる。これは避けなければいけない。これは働く人にとって避けなければい

けないだけではなくて、入所している子供たちの生活を支える上で、どうして

も避けなければいけないだろうと思う。 

（渡辺構成員） 

 まず、鉄﨑構成員からいただいた養育費の問題は非常に重要だと思う。やは

り日本のひとり親家庭の貧困率が非常に高いことに言及するなら、この問題を

避けて通れないと思う。鉄﨑構成員の訴えにもあるように、ずっと言っている

けれどもなかなか進まないというところで、いきなりこの制度をつくることは

難しいと思うが、少し調査、試算、検討だとか、実際こういうことをやるため

にはどういうお金がかかるのかとか、どういう制度にするのかとか、そういう

ところをまず調査研究するための予算をつけて、実際にどのようにやっていけ

ばいいのかという検討を始めないと、いつまで経っても進まないと思うので、
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是非ここは進めていただければと思う。 

 特にいろいろな徴収とか執行という制度をつくるときに、例えば今元気なシ

ニアをどうするかとか、AIが進んできた中で金融機関の人がいらなくなるので

はないかと言われているところで、実はこういうことが得意な人材が世の中で

余ってくるかもしれないので、経済界ともマッチして、良い形で新しい制度が

つくれることも十分検討できると思うので、是非養育費の問題に関してはもう

一歩進めていただけるとありがたい。 

 ２つ目に、新保構成員からいただいたのは本当に必要だと思っている。これ

は子供の貧困対策でもあるし、虐待対策としても非常に有効だと思う。先日も

仙台で３人のお子さんが遺棄されていたという事件があった。毎日のようにこ

ういうことが出てくる中で、そういう方たちをどうキャッチしてつなげていく

かという部分も併せながら制度設計をしていって、本当に貧困で困窮する方た

ちが厳しい選択をしないようにすることはすごく重要だと思っている。 

 ３つ目は指標に関して。私たちが学習支援をやっている中、いろいろな方と

話をするときに少しずれが出てきているかと思うのが、いわゆる低所得で低学

力の方たちの大学進学をどうするのかということ。指標の中には生活保護家庭

や児童養護施設の子供の大学進学率も出ているが、私の捉え方としてはどんな

環境にいる子も同じように大学進学ができるので、やはり一般並みの水準を目

指していきたい。どういう方たちも大学進学をしていいのだと勧めていきたい

と思っているが、ややもすると行政の中で、例えば定時制の高校生や通信制の

高校に通う子供たちは学力もそんなに高くないので、就職につなげていったほ

うが良いのではないかという考え方があるようで、大学とか専門学校に進みた

いという子供に対しての学習支援の重要性が分かっていただけず、否定されが

ちなところがある。 

 ただ、例えば私たちは江戸川区で、いわゆる低所得家庭のお子さんたちの高

校生の学習支援を行っている。始める前は中退予防のような意味合いが強いか

と思って始めたが、最初はそんなに明確ではなくても、勉強を教えるうちに大

学進学をしていいのだったら大学進学したいということで、今、通っている子

の８～９割は大学進学を目指している。やはりチャンスがあって、大学に行っ

ていいのだということを伝えれば、皆そこを目指していきたいものだと思うの

で、そこのところは是非国の共通理解として、どんな境遇にある子たちも自分

の目指すべき進路を目指していいのだということをしっかりと進めていってい

ただければと思う。 

（宮本座長） 

先ほどの養育費未払い問題、これは大分前から言われているが、なかなか議

論も進まず制度化も見えないという状況にあり、これは今、どのぐらいの検討
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の段階にあるのかについて政府に聞きたい。 

（厚生労働省） 

 養育費の関係で様々な御指摘、御提言をいただいている。ひとり親家庭の自

立を支援していくためには、生活支援とか就労支援も含めて全体として取り組

んでいく中で、養育費の問題は非常に大きな課題であると考えている。 

 この養育費をどのように確保していくかということについては、民事上の債

権であるという性格を踏まえながら、鉄﨑先生に御提言いただいているような

各国の状況を我々もよく勉強しなければならないと思っている。一方で、日本

では、養育費の確保の取決めをせずに協議離婚ができるが、この制度的な根っ

この部分をどう考えていくかという問題がある。 

 厚生労働省としては、取決めをまずしていただく、あるいは取決めをした後

にきちんと履行の確保をしていただくということについて、相談対応の指針を

出させていただいている。また、法務省においても、履行の確保について、養

育費を払っていない方々の財産開示を容易にするための民事執行法の改正が検

討されていると承知しており、総合的に対応していかなければならないと思っ

ている。 

（末冨構成員） 

 新保構成員の政策提言は非常に重要なものだと思う。この話を例えば大綱と

か指標にどう盛り込んでいくかという視点から先ほど規模感を聞いたのだが、

今の子供の貧困対策の指標は単年度のデータを使っているので、基本的に継続

的な貧困率が計れないというのが現状だと思う。それはとても良くない。 

 特に貧困から抜け出せない人たちが子供の貧困対策のコアアプローチになっ

ていくが、例えば公益財団法人あすのばが生活保護世帯と住民税非課税世帯の

保護者の方にアンケートをすると、あすのばにアクセスできている方だけでは

あるが、大体30％の方が生まれる前か乳幼児期から困窮状態が続いていると答

えている。その方たちが、例えば１団体の調査だと30％だけれども、日本社会

としてはどれぐらいいるのかという継続貧困率を何らかの形で算出していくこ

とができれば、特に生まれる前から厳しい子供たちという、医学的にも、もち

ろん政策的にも一番困難な子供たちに対してどれぐらい働きかけが必要か分か

ってくると思う。 

 そういう意味では、厚労省の「21世紀出生時縦断調査」に注目している。ず

っと続いているのだが、例えばそういった方向での活用が可能なのかとか、今

までにそうした二次分析がされているのかということを教えていただきたい。 

（厚生労働省） 

そのような調査があったことは承知しているが、詳細を確認して別途回答す

る。 
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（宮本座長） 

イギリスでは確か、出産のときに既にハイリスクである母子というのをきち

んと把握している。これは病院とか医療機関関係であればやろうと思えばでき

ることで、出産のときにハイリスクの人は、その後もハイリスクが続く可能性

が十分にあるケースだということになる。それが入院の数日を置いてそのまま

放置されれば、そのまま見えなくなってしまうということなので、妊娠、出産、

そして入院、退院そのあたりのところできちんと押さえる仕組みをつくるかど

うかということも関わってくるのではないかと感じる。 

（山野構成員） 

新保構成員の話は本当に重要なことだと思う。大きく予防的な施策とターゲ

ットを明確化した施策を、２層をきれいに見せていっていただけたらと思う。

私の知る限りでは、スクリーニングの仕組みについても、保健所レベルで相当

程度ハイリスクをキャッチし、病院とともにケアしているはず。 

では、予防的、グレイゾーンは、どこでどう見失っていくのかを追うことも

必要かと思う。 

 私の大阪での調査は前回報告したが、10万件のデータで、等価可処分所得の

中央値に満たない世帯が母子世帯で８割あるわけだから、予防とすればまずは

この８割の世帯が見えないといけないが、すべてキャッチアップされる対象に

なっていくのか。これをどう考えるのか、スクリーニングの仕組みをもう一度

見直す必要があるのではないかというのが１点。 

 予防という意味では、私はずっと訴えさせていただいているが、乳幼児期は

そうやってまだフォローされていくが、義務教育年齢になると問題があがるま

で見えなくなるので、学校というところを使いながら、10代の若者への支援、

妊娠の可能性のある世代への仕組みと支援というのが一つ必要ではないか。例

えば大阪の調査では10代で妊娠した人たちのしんどさが倍ぐらいになっている。

グッドプラクティスはあちこちにある。妊娠、出産のところではスクリーニン

グも大きな意味があり、もう一度整理が要るのではないかと思う。 

 ２点目は人材について。私の大学でも社会福祉士を養成しているが、新保構

成員が指摘したように、児童養護施設等子供の支援の道に進みたい学生はたく

さんいるもののなかなか継続しない。給料体系の問題や、スクールソーシャル

ワーカーも同じだが、たった一人でホームを担当することになり、大規模施設

の時代と違って先輩の働きをなかなか見て学べないという問題がある。厚生労

働省で社会福祉士の科目改正もいろいろ議論されていると思うが、社会福祉士

養成と同じように、大きな施設に若手の養成を任せるのではなく、横串を刺す

形で、今後スーパーバイザーの仕組みをしっかり立ち上げていくことを、10年

先とかを見越しながらつくっていっていただけないかと思っている。 
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（新保構成員） 

今までの指摘は、出産時に病院でハイリスクの人たちを探していくというこ

とで、それは比較的できることだと思うのでそこから取り組むべきだろうと思

う。 

 一方で、それに加え、出産のときに産科の医院などで、うちでは産んでほし

くないと言われる人たちがいる。どういう人かというと、妊娠期間中に健診を

受けてこなかった人たち。つまり、出産時に何らかの医療事故が起こる可能性

が高い、妊娠中の経過がよく分からない人たちがあって、産科のお医者さんも

ちょっと躊躇するという方がいる。 

 だから、妊娠期間から出産までのところで何らかの方法で対象者を見つけて

いくということが、どうしても必要だと思う。一番大変な特定妊婦について探

していくということが必要で、それは女性相談所、婦人相談所とかNPO、場合に

よれば助産師の方たちがもしかしたら御存じなのかもしれない。これはいろい

ろなやり方があると思うし、地域包括のところでやってみるということがある

かもしれないけれども、妊娠中から出産までの間をケアしていくということが

非常に大事で、それから先、出産以降については病院という非常にしっかりと

した組織があるわけで、病院でデータが得られる。これは比較的早く対応して

いただく必要があるのではないかと思う。 

 一番難しいところを探すとするならば、妊娠期から出産までに探し当てない

と、将来の児童虐待という話もあったし、生活保護をずっと受け続けるという

ことになるかもしれないし、それから生活が非常に不安定で子供に暴力をして

しまうということが起こってしまったりする。妊娠期から出産までのところに

もケアをしていくというまなざしを私たちは持つべきではないかと思う。 

（武藤構成員） 

資料１－２の７ページ。「産前産後母子ホーム（仮称）」ということで、施

設で子供の支援だけではなくて親子共々支援ができるホーム、私どもは今、乳

児院も、保育園も、児童養護施設も運営していて、施設で措置をするときに子

供が児童相談所等の職員に連れられて入所してくるのだけれども、そのときに

親も一緒に来る場合が多くて、親の支援も一緒にできると良いと思うケースが

多々ある。児童福祉施設なので、子供の措置だけ支援を受けるのだけれども、

その後に親子共々支援ができると良いと思う。 

 今、児童養護施設でも親も宿泊できるような場所を用意しながら、土日に親

に泊まってもらい、子供と一緒に生活して、買い物、それから一緒にお風呂に

入ってもらったりしながら、虐待をせずにこの子に関わっていけるようなこと

を、親の子育ての再教育、そんなことも含めて今やり始めているが、そういう

ことがもっと今の児童福祉施設でできるようにしたいという思いがずっとある。 
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 これは一つの「産前産後母子ホーム（仮称）」ということで仮称になってい

るが、特定妊婦だとか産まれてすぐの子供の親ということになると思うが、そ

れだけではなくて、途中で入所してくる子供たちも含めて、児童養護施設など

で、親も例えば１カ月ぐらい入って一緒に生活をしてもらう。そんなことがも

う少し今の児童福祉施設でできるといいという思いがあるので、今回の「新し

い社会的養育ビジョン」では施設の再編成までは検討できなかったようだが、

もっと施設が相乗りでいろいろな機能を付加できると、もっともっと親子共々

の支援ができるのではないかと思っている。 

 そういう点では、今日、新保先生からこういうお話をいただいて、以前から

私も実はこういうことを提案したいと思っていたので、とても賛成をしたいし、

逆に私どもから、こういうことをやるとできるようになっていくことを具体的

に提案したいと思った。 

 もう１点、スーパーバイザーの件について補足する。今、児童養護施設等に

は基幹的職員の配置ということで、措置費に年間20～30万の上乗せをして、ス

ーパーバイザー的な仕事をする職員を配置するのであれば、その人たちの給料

を少し増額できる制度がある。これは基幹的職員の研修の義務づけという意味

も含まれているのだが、年間20～30万では全く対応できないのが実情。以前か

ら厚生労働省にお願いしているが、この基幹的職員をスーパーバイザーにきち

んと格上げし、しっかりと予算措置もしていただいて、スーパーバイザー制度

という形で実現していただけるといいと思う。 

（宮本座長） 

 先ほどの「産前産後母子ホーム（仮称）」に関して、母子ホームだとホーム

に母子が入るという想定だけれども、これをもう少し広げて可能性を拡大する

という考え方で言うと、例えばある自治体が独自に、民間の団体に委託する形

で、母子の住まいに出産直後から定期的に通わせ、家事を手伝ったり、買い物

に一緒に行ったり、相談相手をしたり、子供の相手をしたりということをずっ

と継続してやっていくという事業があって、その効果は５年10年という長い目

で見ると、その子とお母さんにとって明らかに効果がある。明らかに効果があ

るというのは、例えば母がきちんと仕事に就くとか、子供が不登校にならない

だとか、子供の健康状態が良いというふうに、具体的な形であらわれていると

いうことを聞いたことがある。したがって、母子ホームのこのあたりのところ

をもう少し拡大解釈をして、広く社会的な仕組みづくりをすると良いのではな

いかという感じがした。 

（新保構成員） 

私も座長、武藤構成員の考え方に賛成する。現行の児童福祉法というのは３

条の２というところで、家庭がとても大事だと書いてある。子供が養育される
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環境として、家庭という場を一番優先しようと書いてある。家庭という場はど

ういう場かというと、血のつながりがある親子関係の中で一緒に生活すること

ができる、そういう養育の場のことを家庭と考えている。ということは、もし

児童養護施設に血のつながりがあるお父さんもしくはお母さんと子供が一緒に

入所をすることになれば、それは家庭という場が施設というところに入ったの

だと解釈するべきなのではないかと思う。だから、これは３条の２が言ってい

るところの家庭を最優先しようというものを、現行の社会的養護の仕組みを使

って具体的に実践することが、現行法でも十分可能なのではないかという気が

する。 

 ただ、親を施設に入れるというところについては、やはり母子生活支援施設

と同様の法律改正が必要になるし、繰り返しになるが、妊婦に入所してもらう

となると、もう一度27条１項３号のところを見直さなければいけない。そこだ

けやれば、どうにか先に進んでいける可能性がある。詳細は法令の担当の方た

ちに御議論をいただく必要があるかと思うが、私は十分、お二人がおっしゃる

ことは意味のあることだし、児童の最善の利益とか、権利条約ということをイ

メージしたときに、子供がどこで誰と一緒に暮らすのかといったときに、親子

がそのまま社会的養護の施設に入所をするというやり方というのは意味がある

ことだと考える。 

（渡辺構成員） 

１点だけ、先ほどから特定妊婦をどう把握するかという問題があった。私は

いつも思っているのだが、日本だと妊娠したときに、病院にかかるのにすごく

お金がかかるので、やはり行けないという問題がある中で、例えばお金がない

と言った人には事情を聞いて、違うところからお金を出すとか、余り知識もな

い子たちだと思うので、結局お金もないし、病院に行っても保険がきかないら

しいという話の中で、行かないということがあるのだとしたら、そういうとこ

ろでは妊娠をして病院にかかっても、手持ちで２万円ぐらいのお金がなくても

病院に行って診てもらえるような仕組みを何かしていく時期なのかと思う。 

 個人的には、妊娠は病気ではないから保険が使えないという考え方がそもそ

も寂しい。女性はとても健康状態を犠牲にしながら産んでいるわけで、もう少

し国としても制度を整えて、できれば妊娠、出産にも余りお金がかからないよ

うにできないか。全部はできないにしても、低所得の方とか、例えば若年で15、

16、17、18みたいな子が来たときには、基本的には無料で診てあげるというこ

とをするだけでも、要は病院に行かないで産んでしまう子は防げるのかと思う。 

（工藤構成員） 

 参考資料１の３ページ。奨学金の利用の棒グラフがある。29年度で無利子予

約採用段階以外は全部100％になっているのはすばらしいことだが、この無利子
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予約採用段階というのがどういう段階なのか。予約して大学に入ってちゃんと

利用した人のパーセンテージなのか、そこら辺の説明と、無利子予約のパーセ

ンテージがほかと比べて上がっていない事情を教えてほしい。 

 参考資料１の６ページ。朝食欠食率の推移で、平成30年度の数字がぐんと上

がっている。これは残念だと思い、この事情を教えていただきたい。 

（文部科学省） 

 まず１点目のお尋ねで、奨学金の貸与に関する予約採用の関係だが、この予

約採用の制度とは、大学、専門学校等に進学する前の高校三年生の段階で、進

学をした場合においては貸与が受けられるようにしたいという受給希望を募り、

高校三年生の夏の段階で、高等教育機関、大学、専門学校等に合格した場合に

関しては貸与を受けることができるという内定を受けるというシステム。その

ため、分母は高校三年生の段階の希望者、分子は予約採用内定者となる。 

 ここに関しては、貸与基準を満たす希望者については予約採用が受けられる

ようにということで、これまでも随時改善を図ってきたところだが、実は平成

29年度の予算からは貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現するという方

向に変わっている。まだ平成30年度の集計前だが、平成30年度の予約採用時点

では残存適格者は解消される方向になっている点をつけ加えさせていただく。 

 ２点目にお尋ねの朝食欠食率に関して、なぜということについては、現状分

析が十分できていないところである。ただ、朝食の欠食の改善については、引

き続き取組が必要ということであるので、平成30年度については子供の生活習

慣と大人の生活習慣との関係についての調査もしっかり進めていきたいと思っ

ている。また、学校と家庭と地域との関係ということで、食育推進事業という

のをモデル事業で平成29年度からも取り組んでいるが、この中でも好実践事例

ということで、取り組まれている事例というのもしっかり把握させていただき

ながら、どう改善してきたのかという事例を把握したものをまた周知啓発のほ

うに使っていきたいと思っている。 

（山野辺構成員） 

新保構成員のお話の中で、役場としての役割だと、妊娠、出産というところ

では、窓口で母子手帳の交付のところで漏れがなくできると思っていたが、今

後どうしても妊娠する方が15、16となると、中学義務教育を離れてからの情報

というところで、やはりスクールソーシャルワーカーの充実を非常に声高く申

し上げたい。また、スクールソーシャルワーカーの処遇改善も本当にお願いし

たいと思った。 

 それと、特定妊婦の話だったので、市町村としてはちょうど我々も行ってい

る要保護児童対策地域協議会との連携や、今検討している子育て世代包括支援

センターという役割の連携というところも充実してまいりたい。 
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（金子構成員） 

今日の新保先生のお話を伺ってまず思ったのが、福岡市の例。特定妊婦の把

握の件では、先ほど厚生労働省からお話があったとおり、子育て世代包括支援

センターをつくったので、いわゆる母子手帳を交付する段階でアンケートを当

事者からとって、各家庭の事情を把握している。 

 また、母子保健の世界では、当然これは健診事業で各家庭の状況も把握する

し、あわせて福岡市の場合は保健師等が乳児期に全戸訪問事業をやっていたり、

あるいは民生委員、児童委員の全戸訪問事業という形をとっているので、そう

いった意味では特定妊婦を含めた妊娠、出産後の家庭の状況について把握して

いるつもりである。 

 しかしながら、ひとり親家庭の支援という面では、今回、国民生活基礎調査

であったとおり、５割を超える方が貧困ということで、これは各省庁が経済的

支援や生活支援などいろいろな施策を打っているが、なかなかその支援が届い

ていないのではないかという歯がゆい思いをしている。あわせて、ひとり親の

家庭というのは生活に手いっぱいで、行政への支援を求めている方も結構いる

のではないかと思っていて、そこにどうアウトリーチをかけていくかが非常に

大きな課題だと思っている。 

 これはいわゆる自立支援の関係でも就労支援とかの施策を打っているけれど

も、働いてもお金をなかなか稼ぐことができないし、あわせてダブルワーク、

トリプルワークをしている方もおられ、子供さんの健全育成の観点からすると

どうかという思いもあるので、この部分は一所懸命に取組を進めたいという感

想を持った。 

（桒原構成員） 

資料２。「２ 調査内容」「（１）活動状況等の実態調査・分析」について、

子供食堂や学習支援の実態調査をこれからも進めていくというお話があったと

思う。私も今、子供食堂を運営していて、地域の中で横のつながりとか、行政

の関わりみたいなところはやはりすごく問題としてあるのかと考えていて、ど

うしても何をもって子供食堂と置くのかとか、地域の人たちもどう行政と関わ

っていけばいいのかということは常に問題として挙がっていて、これからどう

いう形で子供食堂の実態調査というところから、問題の解決とか連携を進めて

いくのかということに少し興味を持ったので質問する。 

（内閣府） 

 御指摘のように、地域の横のつながりや行政との関わりがどうなっているの

かを把握することがまず第一歩かと考えている。30年度の調査研究の中でその

あたりが浮き彫りになるようにしていきたい。 

（山野構成員） 
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最後に、今日、養育費の話が出たが、ひとり親家庭のしんどさというのはこ

こで皆さんも共有しているところだと思う。例えばジョブコーチは、生活保護

家庭とか障害のところで実施しているが、中間的な就労をしながら正規職員に

なっていったりとか、働き方、それを補填しながらやっていくという制度がい

ろいろ進んでいると思う。そういう、このひとり親家庭と就業というところに

対して、今の動きの中で厚生労働省からお考えをお話しいただけたらと思う。 

（厚生労働省） 

一昨年に実施した「全国ひとり親世帯等調査」は、５年に１回実施している

調査だが、全体としては就労所得も上がっているとともに、正社員の方々が増

えてきている。 

 生活を支える上では、まず正社員になれる方にはなっていただくべきだと思

うが、先生が先ほどおっしゃったように、そもそも働きづらい方や働けない方

をどのように就労に結びつけていくかという視点は、これからも大事。そのあ

たりの政策をどのようにしていくかは、今後の課題だと思う。 

（山野構成員） 

 金子構成員がおっしゃったように自分ではなかなか行きにくいところはある

が、母子支援のバリエーションがいろいろとある。母子のショートステイや、

一週間母子で母子生活支援施設での生活を体験するという仕組みもあるし、母

子家庭のヘルパー派遣の仕組みもある。しかし、すごく柔軟性を欠いている。

スクリーニングをどうするかということもあるのだが、先ほど渡辺構成員や山

野辺構成員もおっしゃった、気軽に政策が届きにくい10代の人たちに、いろい

ろなバリエーションが、職についてもあってもいいのではないかと思う。 

 もちろん今は職に就かなくてもいいという人もいるだろうし、企業にも母子

家庭の方を採用したらインセンティブがあるのか、企業との協働をどうするの

かという課題もあると思うが、母子のしんどさというのはずっと話題になって

いるので、何かそういうひとり親家庭について、ジョブコーチのような、伴走

しながら、今日の新保先生のテーマでもある出産前後のところにもつながるバ

リエーションを、是非施策として打ち出していただけないかと思った。 

（厚生労働省） 

おっしゃるように、一人一人のひとり親家庭の皆さんに、きめ細やかにニー

ズに合った施策をやっていくのは大事であり、その努力は更にしていきたい。

また、情報が届かない方や、なかなか市町村の窓口などに相談に来づらい方に

どうアウトリーチしていくかということについて、我々も課題認識を持って今

後取り組んでいかなければならないと思っている。 

 

以上 


