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高学歴社会における高校中退問題
■ 高度化する社会で、高度化に付いていけない

全体のレベルが上がっているなかで、格差がより際立つ

■ １５～１７歳の年齢で社会に出ても、ことごとく挫折して失敗体験ばかりを
重ねることが多い

■ 教育・訓練機会に恵まれず、キャリアを形成することができない

背景

■ 家庭の貧困が背景にある例が少なくない

早い時期に親から経済的自立を迫られる高校生

早期に親に頼られる高校生

■ 低学力・家庭の貧困・親の離婚や家庭崩壊、いじめ、DV
精神疾患など、現代のあらゆる矛盾を背負っている

■ 自立するに必要な援助を親から得ることができない

■ 親に代わる社会的支援の環境は手薄



4.3%

9.1%

12.3%

15.6%

2.4%

4.4%
4.9%

10.7%

1.2% 1.4% 1.4%
2.7%

4.5%

21.7%

7.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1982 1987 1992 1997 2002

中卒男性 高卒男性 大学・大学院卒男性

小杉礼子・堀有喜衣 『若者の包括的な移行支援に関する予備的検討』 労働政策研究・研修機構 （2006） より

・学歴別生涯賃金（男性）
高卒： 約２６０百万円、 大学・大学院卒：約３００百万円

学歴別フリーター比率





0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

G1（進学校） G2 G3（中堅校） G4 G5（底辺校） 全体

％
H９入学者の中退率 H１６入学者の中退率

増える高校中退：中退は偏在している
高校中退問題は象徴的現象 （埼玉県の場合）
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困難を抱える若者の状況の把握
■ 学校教育の段階を過ぎると、把握が困難

■ 現状では、有効な把握の手立てがない

たとえば、高校中退者のその後は

把握できないまま

２００８年３月 内閣府 中退４年後の調査を実施

２０１０年8月 内閣府 中退２年後の調査を実施

２０１１年秋以後 内閣官房社会的包摂推進室で

中退者１０名の聞き取り調査実施
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働いている人の内訳
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知っている社会サービス

高校で教えておくべきことは・・・
学校を去る時に教えておくことは・・・

「若者の意識に関する調査（高等学校中途退学者の意識に関する調査）」内閣府（平成23年3月）

naikakufu



「あなたにとって必要なこと」
進路や生活について何でも相談できる人 ６６.６％
生活や就労のための経済的補助 ６３.１％

会社などでの職場実習の機会 ５６.３％
仲間と出会え、一緒に活動できる施設 ５５.９％
低い家賃で住めるところ ５５.７％

進路や生活などについて何でも相談できる施設 ４８.６％
読み書き計算などの基礎的な学習への支援 ３３.６％

「若者の意識に関する調査（高等学校中途退学者の意識に関する調査）」内閣府（平成23年3月）



■学力という問題

資格を取ることができないと思う理由
基礎学力に自信がない（59.0％）

中退理由
勉強がわからなかった（48.6％）
欠席や欠時がたまって進級できそうもなかった（54.9％）

学力不振は中退後も就職に際して依然として作用する

10名の聞き取り調査から
幼少～小学生 複雑で不安定な家庭環境のため勉強できる

状態でない。頻繁な引越し、親の離婚・再婚
親は子どもの学習に無関心
小３の2ケタ足し算、九九の後半、分数・少数
がわからない。

中学・・・授業についていけない。勉強に対する関心喪失
高校・・・はじめから勉強はあきらめ。自信のなさ。

アルバイトが中心になる。しかしアルバイトもできな
い例もある。



■家庭の経済的力と文化的力の規定性

生育環境のなかに生き方のモデルがない
親もきょうだいも似たような状態（貧困の連鎖）
例 高校中退、フリーター、できちゃった婚、離婚、母子家庭

在学中からアルバイトー＞中退後もそのままアルバイト

大学・専門学校へ進学できるかどうかは親の経済力と文化資本に比例して
いる
就労状況：親の経済力によって分かれる。
経済力がある ⇒ 正社員
経済力がない ⇒ フリーター

就職できなくても、アルバイトで働らかざるを得ない
低スキル・低賃金の単純労務市場へ

職業資格取得も親の経済力に比例する



日本の貧困の連鎖
阿部彩（2011）

「子ども期の貧困が成人後の生活困難（デプリベーション）に与える影響の分析」

『季刊社会保障研究』第４６巻第４号

低所得

食料困窮

非正規労働

低学歴15歳時点の暮らし向き

現在の20～49歳について分析
＊現在の50～69歳よりも、貧困の連鎖は強固になっている

表 現在の生活困難に与える貧困要因の影響の内訳

食糧困窮 衣料困窮 生活意識 受診抑制

子ども期の貧困の影響 １７．６％ ５１．４％ ５４．９％ ４．０％

低学歴の影響 ５１．５％ ２３．９％ ９．２％ ５５．１％

非正規労働の影響 ３．１％ ‐９．４％ １２．８％ ５１．２％

現在低所得の影響 ２７．８％ ３４．０％ ２３．２％ ‐１０．３％

１００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％



日本の貧困の連鎖

被生活保護母子家庭の母親の特徴

 低学歴（中卒・高校中退） ４９％

 １０代での出産 ２１％

 非嫡出子の出産 ３１％

 離別・死別など出身家庭の崩壊 ７６％

 保護の世代間継承（成育時の受給） ３５％

 被DV歴 ２１％

 精神疾患 ３６％

 子どもに対する虐待 １４％

（出所） 道中隆「被保護母子世帯における貧困の世代間連鎖と生活上の問題 (特集 貧困・低所得
世帯の実証分析--貧困問題 何がどこまで明らかになったのか」『三田学会雑誌』 103(4), 619-

645, 2011-01



貧困の連鎖を教育面で断ち切る

■ 奨学金制度が貧弱
■ 教育に福祉的な手法を導入しないと、貧困の連鎖を食い止
められない

■ 子どもの教育・学習機会を保障する教育政策
■ とくに就学前の子どもの教育保障
■ 親に対する「子どもの養育」に関する教育・啓発と支援
■ 家族がもつ複合的なリスクに対する包括的な支援



■アルバイトなどの不安定な就労から脱してキャリアを築く社会
的に確立した道筋がない

■中退後の職業上の研鑽を積む機会がない

「職業資格を取りたい」・・・約４割

「職場実習を受けたい」・・・５割以上

学卒と、安定した雇用の間の橋架けが必要

就職活動困難な生徒には、在学中からゆるやかに社会へ
とつなぐしかけが必要

学校と「働くこと」を繋ぐ

若者の意識に関する調査（高等学校中途退学者の意識に関する調査）（平成23年3月）



事例 札幌市学びなおしサポートの仕組み

札幌市若者支援総合センター（サポステ）
学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
サポステ総括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

①募集・登録・研修など

地域ネットワークを通じて参加者・協力者を見つける

③本人・支援者・会場をマッチング

ボランティア
大学生・大学院生

児童指導員等

学習支援を行う者

実施場所（児童会館）

本人
保護者等

各家庭

②相談

④新規相談



中学校卒業者等進路支援事業の仕組み

サポステ
（札幌市若者支援総合センター）

②提出

①中退者および
進路未定者の
情報提出依頼

市立中学校・高校

札幌市教育委員会
生涯学習推進課

③案内および支援申込書の郵送
（若者支援総合センターへの情報提供打診）

各家庭

④支援申込あるいは拒絶の意思表示

⑤申込者および無回答者
の情報を提供

⑥電話連絡
家庭訪問や
学習支援

⑦毎月の
支援経過を報告



エルマイラ出生前・早期児童期プロジェクト
Olds ほか（1998）

■対象： 初めて妊娠した女性・・・問題（若年、未婚、低社会的
経済的地位）を一つ以上をもつ者を含む

■目的： 児童虐待の防止、子どもの健康・発達上の問題の減少

■方法： 保健師による家庭訪問
 介入１ 妊娠中のみ、平均して２週間に一度

 介入２ 妊娠中と出産後の二年間、平均して２週間に一度

 指導内容： 妊娠中のヘルスケア、新生児のヘルスケア、母親の
生活設計（家族計画、教育達成、雇用参加）

■デザイン： 無作為割付、追跡（１５年間）

資料提供：静岡県立大学 津富宏教授



エルマイラ出生前・早期児童期プロジェクト
Olds ほか（1998）

■主な知見

出生４６か月後

 子どもに対する制約や罰の使用が少ない、救急
利用回数が少ない、虐待エピソードが少ない・・・

４年後（未婚の貧しい母親に関し）

 雇用参加率が高い、その後の出産数が少な
い・・・



エルマイラ出生前・早期児童期プロジェクト
Olds ほか（1998）

■主な知見

 １５年後（未婚の貧しい母親に関し）

 その後の妊娠・出生数が少ない、生活保護受給が少ない、逮捕
回数が少ない、薬物・アルコール上の問題が少ない、虐待・ネグ
レクトが少ない

 １５年後（その子どもに関し）

 家出のエピソードが少ない、逮捕・起訴・保護観察違反の回数が
少ない、飲酒日数が少ない、性的パートナーの数が少ない

 非常に長期にわたって、リスクのある母子に対して有益な
効果をもたらすことが分かった



エルマイラ出生前・早期児童期プロジェクト
Olds ほか（1998）

 児童虐待・ネグレクトの５４％
の減少

• 低収入の未婚女性の子ども
• 逮捕回数の56％の減少

出生15年後



貧困家庭に育つ子どもへの
教育投資の強化を！

未来への投資としての社会保障という考え方

可塑性に富む幼少期～児童期の

教育に焦点を当てる

ポジティブ・ウェルフェア

（積極的福祉）


