
はじめに 

 

 

はじめに 

 

 その国の社会の健全性はさまざまな指標によって評価することができるであろうが，と

りわけ子どもたちが笑顔でいるかどうかは，最も重要な要素の一つである。子どもがその

年齢にふさわしい人格を保障され，将来に対する夢と希望を持ち，成長することのできる

環境が保障されていなければ，豊かな社会とは言えない。 

 子どもの貧困は，現在もっとも緊急かつ重要な社会問題である。子どもの貧困は，子ど

も自身には何一つ落ち度がないにも関わらず，子どもたちから笑顔を奪い，将来の夢と希

望を奪う。子ども自身の人格が十分に意識され健全に生活し成長するための条件を考える

ことが，今切実に求められている。 

 子どもの貧困を減らすことは，将来に対する有効な投資でもある。天然資源に恵まれて

いないわが国の発展にとって，最も大切なのは人材であることは論を待たない。わが国の

未来を担う子どもたちがその可能性を十二分に発揮し，活躍するためには，成長発達期に

おける貧困という不利益は，できる限り取り除かれなければならないのである。 

 私たちは，日弁連第 53 回人権擁護大会の開催にあたって，こうした視点に立ってシンポ

ジウムを企画し調査研究を開始した。これはいわゆる「貧困の連鎖」を断ち切るという視

点において重要であるばかりでなく，貧困がその子どもの教育や進路を決定づけるという

事実は子どもの人権侵害の極みであるという視点に立つものである。そして，子どもの貧

困は可及的速やかに解決しなければならない国の緊急課題であり責任であることを明確に

しようとするものでもある。 

 わが国は世界的には「先進国」と位置づけられ，GDP においても世界第 2 位に位置する

国であるにもかかわらず，その内情は社会に貧困が充満し格差が固定化しつつあることを，

私たちはこれまでの取組み（2006 年開催の第 49 回人権擁護大会及び 2008 年開催の第 51

回人権擁護大会など）において明らかにしてきた。 

 私たちは，現代の日本において子どもたちから笑顔が奪われ，多くの子どもが十分な教

育を受ける機会にも恵まれず，家庭的ないし個人的な経済状態によって貧困と格差社会に

放置されていることに着目し，その可及的速やかな解決を目指し，さまざまな実態を明ら

かにするための調査活動を開始した。諸外国における実情をも学びつつ，子どもの生きる

権利を保障するための政策を提言することを目指しこの報告書をまとめることにした。 

 日弁連はこれまでにも子どもの権利が保障されるためにさまざまな活動を行い，またわ

が国に広がっている貧困とどう向き合い憲法 25 条によって国民に保障されるべき生存権

保障が実現されることを目指し活動してきたが，今回のシンポジウムにおいては改めて，

子どもの健全な生活と豊かな成長に必要な条件を実現する見地に立って，子どもの貧困が

今どのように子どもの心身を蝕み，子どもの将来の可能性を摘み取っているかを採り上げ

ることとした。そして，シンポジウムを通じて，日弁連としての提言を行うだけでなく，

日弁連ないし弁護士が取り組むべき課題をも明確にしたいと考えている。 
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第１章 実態分析 

 

第１節 総論～貧困の中にいる子どもの増大 

 

１ はじめに 

 子どもの置かれている状況は厳しく，各地で調査をしていると悲痛な事実に出会う。 

 

 夜，仕事に行くのに子どもに紐を付けてあちこち動き回らないようにしていました 

 被保険者証がなくて医療にかかれない 

 自分が勉強できなかったばかりに公立高校に入れず親に経済的に迷惑をかけてしまった 

 修学旅行の積立てを取り崩し，一家の生活費に充てた 

 統廃合されて遠隔地にある定時制高校に通うのに，交通費がなくて２時間歩いた 

 授業料を滞納して卒業式に出られなかった 

 授業料を滞納した友人が高校を中退してしまった・・・ 

 

２ 子どもへの貧困の連鎖 

 貧困の中にいる子どもは確実に増大しており，今も子どもにさまざまな不利益を蓄積し

ている。人生のスタートラインを選べない子どもたちは，与えられた環境が貧困状態であ

ると，安心した生活や成長発達が阻害され，健康，人とのふれあい，意欲，信頼，愛情，

学力，ソーシャルスキル，職業意識など，子ども期において得るべきものを得られないと

いう不利益を蓄積してしまう。また，わが国ではそのような不利益を解消する制度も乏し

く，貧困が親世代を超えて継承していくという「貧困の連鎖」が生じることとなる。子ど

もの貧困の拡大は，子ども期において喜びをもって楽しく過ごすことができないだけでな

く，大人になってからも貧困から抜け出せない子どもを増やしていくこととなる。 

 

３ 子どもの貧困率 

 ユニセフ・イノチェンティ研究所第６報告書（2005 年）によれば，わが国の子どもの貧

困率は 1990 年代に 2.3 ポイント上昇していることが明らかになった。 

 また，1965 年以来貧困調査の結果を公表してこなかった政府は，2009 年 10 月，子ども

の貧困率が 14.2%（2007 年）であることを発表し，翌 11 月，子どもがいる現役世帯のうち

ひとり親家庭の貧困率が 54.3%であることを発表した。 

 ここでいう貧困率（相対的貧困率）とは，等価可処分所得の中央値の 50%を貧困線とし

て，その貧困線より低い所得しかない者の割合である。子ども自体が所得を得ていること

はほとんどないから，子どもの貧困率は，世帯（親）の所得に基づいて，すべての子ども

のうち，貧困線より低い所得で生活している世帯に属している子どもの割合を示している。

普通の暮らしをしている家庭の半分しか収入がない家庭で生活している子どもが子ども全

体に占める割合ということになる。ちなみに，ＥＵでは，貧困率測定に等価可処分所得の

中央値の 60％を貧困線としている。 
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４ 貧困の拡大と子どもの貧困 

 バブル経済崩壊後，わが国では景気後退が進んでいったが，1997 年秋の金融危機を経て，

失業が急増し，1998 年からは自殺者が３万人を超えるようになった。 

 その後，2008 年秋のリーマンショックを契機に，100 年に一度と呼ばれる経済危機が訪

れ，失業率，有効求人倍率も高止まりした状態で，現在もその状況に大きくかわりはない。 

 母子世帯の平均年間収入は子どものいる世帯の平均年間収入の 29.7%である。それでも

低賃金で生計を維持するために，ダブルワーク，トリプルワークもしなければならない状

況に追い込まれている。そしてそのような家庭の状況の中でひとり親家庭の子どもは意欲

や希望が持てないでいる。 

 統計上，児童虐待の受理事例において，ひとり親家庭や経済的な困難などの貧困と関わ

る事項について関連性が指摘されている。貧困は，児童虐待の 大の背景要因の一つであ

る。児童虐待の問題においても貧困の問題に対応しなければ，あたかも水道の栓を開けた

まま水をかき出している状態といえ，有効適切な手だては取れない。 

 さらに統計の上では，就学援助率の増加が顕著である。相対的貧困率の伸びよりもはる

かに高い就学援助率の伸びから，相対的貧困率でも把握できない経済的困難さが存在する

ことは想像に難くない。 

 高校を中退する子どもの割合は，相対的に学力の低い子どもたちが入学する高校で高く

なっている。こうした高校は授業料減免率も高い。単に授業料滞納のみを理由として中退

するわけではないにしても，経済的困難を抱えた子ども，自信を持てない子どもが次々中

退に追い込まれている。また，高校を中退した子どもが手に技術もなく資格もないまま，

十分な収入を得る仕事につくことは難しい。こうした子どもたちは，非正規の，不安定・

低賃金労働に組み込まれていく。 

 働く，そして働こうとする子どもの環境も厳しい。定時制に通う子どもの就労も，正規

から非正規に置き換えられ，高校に通う時間帯に就労せざるを得ず授業に出られない子ど

ももいる。また，15 歳から 24 歳の子ども・若者の失業率も高い状態が続いており，仕事

を得ること自体が厳しい状態である。 

 このようにいくつかの事象から子どもの貧困の実態は明らかになっているが，これまで

政府は子どもの貧困に目を向けておらず，子どもの貧困をめぐる資料は乏しく，十分に実

態を明らかにできるような統計も少ない。むしろ資料の乏しさ自体が問題である。 
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第２節 親世代の貧困の拡大 

 

１ はじめに 

 「子どもの貧困」は，子どもが暮らす世帯全体の貧困をも意味する。これから「子ども

の貧困」を考察していく前提として，親世代を含むわが国の拡大する貧困の状況を概観す

る。 

 

２ 貧困率比較 

(1) 貧困率の拡大 

厚生労働省は 2009 年 10 月 20 日，政府としては初めて日本の「貧困率」を公表した

（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1020-3.html）。「貧困率」は，OECD の基準

に従い，等価可処分所得の中央値の半分に満たない世帯員の割合，すなわち「相対的貧

困率」で表されている。 

「相対的貧困」とは，人々がある社会の中で生活をするためには，その社会の「通常」

の生活レベルから一定距離以内の生活レベルが必要であるという考え方に基づいてい

る。人として社会に認められる 低限の生活水準は，その社会における「通常」から，

それほど離れていないことが必要であり，それ以下の生活を「貧困」と定義するのが相

対的貧困の考え方である（阿部彩『子どもの貧困』岩波新書）。そして政府によれば，

2006 年における日本の貧困率は 15.7％（1998 年は 14.6％），17 歳以下の「子どもの貧

困率」は 14.2％（1998 年は 13.4％）であるとのことであった。つまり，子どもがいる

世帯の実に７世帯に１世帯が貧困の状態に置かれているということになる。 

(2) 貧困率等の国際比較 

OECD の報告によると，日本の貧困率は OECD 加盟 30 か国の中で４番目に高い。給与と

貯蓄から得られる所得の格差は，日本では 1980 年代半ばから 30％も拡大したが，同時

期における OECD 諸国の平均は 12％増に留まっている。そして 1985 年以降，子どもの貧

困率は 11％から 14％に増加している（OECD (2008), Growing Unequal?）。経済大国で

あるはずの日本において貧困率の割合が国際的にも高水準にあることが分かる。 

（出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ http://www.jil.go.jp/fo 

reign/jihou/2008_11/oecd_02.htm より） 

 

３ 年収の変化 

(1) 低所得層の拡大 

2008 年の日本の全世帯の１世帯あたりの平均所得金額につき所得金額階級別に相対

度数分布をみると，「200～300 万円未満」が 13.9％，「300～400 万円未満」が 13.3％

と多くなっている。中央値は 427 万円であり，平均所得金額（547 万 5000 円）以下の

割合は 61.5％となっている（厚生労働省「平成 21 年国民生活基礎調査の概況」）。「平均

所得金額」も 547.5 万円と大きく減少しているが（1999 年は 626 万円），「平均所得金額

以下」の世帯の所得金額階級別累積度数分布をみると，「500 万円未満」は 56.6％，「300

万円未満」は 33．3％と増加傾向にある（1999 年は各 48.8％，27.2％）。つまり，所得
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全体が減少する中で低所得層世帯の割合が急増している。また，国税庁の「民間給与実

態調査」によれば 2008 年の年収 200 万円以下の給与所得者数は約 1067 万人（23.3％）

であり 1996 年の約 806 万人（17.9％）から急増している。働く貧困層（ワーキングプ

ア）が増大している。 

(2) 雇用形態別の年収 

「平成 21 年版厚生労働白書」によれば，1997 年には 3812 万人に及んだ正規労働者は

以後減少に転じ，パート・アルバイト・派遣等の非正規労働者の割合が急増している。

非正規労働者の大半は賞与や退職金制度から排除され，時給・日給制とされる場合が多

く，昇級の機会も少ない結果，低賃金労働に追いやられている。また多くは有期労働契

約であるため，雇い止めによる失業のリスクもかかえている。そして，年齢別の年間収

入を見てみると，正規労働者は年齢を追うごとに賃金が上昇していく傾向が明らかに見

られるが，非正規労働者は横ばいの状態が続く。このような状態では，生活費や教育費

などの支出が増大する子育て世代は負担が重く，子どもの貧困を招来する要因となろう。

また女性労働者は正規労働者も含めて，また年齢を通じて低賃金に留めおかれているこ

とも大いに問題がある。 

（厚生労働省平成 21 年賃金構造基本統計調査）。 

 

４ 貯蓄無し世帯 

 ２人以上の世帯で貯蓄を有していない世帯の割合は，2000 年には 10％台であったが

（1980 年代は５％前後），2003 年後は 20％を上回る状態が続いている。 

 また，当然のことであるが貯蓄のない世帯は，年収が低い層ほど多い（金融広報中央委

員会「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](2009 年)）。 

 

５ 生活保護 

 生活保護は，1990 年代に利用状況がもっとも少ないレベルで推移し，1992 年に利用世帯

は 58 万 5972 世帯と過去 低を記録した。しかしその後は一貫して増加を続け，2009 年 12

月時点では過去 高の 130 万 7445 世帯に上り，受給者数は，前年同月比 20 万 4632 人増の

181 万 1335 人に及んでいる（厚生労働省「平成 20 年度社会福祉行政業務報告」）。 

 もっとも，生活保護受給要件を満たしているにも関わらず生活保護を受給していない世

帯は多数存する。生活保護の「捕捉率」について現在政府は調査を行っていないが，研究
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者によると約 20％に留まっているとの試算もある。厚生労働省は 2010 年４月に「生活保

護基準未満の低所得世帯数推計」を公表したが，これによると例えば「平成 19 年国民生活

基礎調査」を基準とした場合，低所得世帯数に対する被保護世帯数の割合（保護世帯比）

は，フロー所得のみの場合で 15.3％，資産を考慮した場合で 32.1％と推定されるとのこと

であった（厚生労働省ナショナルミニマム研究会（第８回）資料 http:// www.mhlw.go.jp/ 

stf/houdou/2r98520000005olm-img/2r98520000005oof.pdf）。 

 

６ 国民健康保険料の滞納 

 国民健康保険料を滞納している世帯，及び短期被保険者証と被保険者資格証明書の交付

世帯は増加傾向にあり，2009 年度における保険料（税）の滞納世帯数，445.4 万世帯であ

り，市町村国保の全世帯に占める滞納世帯の割合については，20.8％となった（厚生労働

省「平成 20 年度国民健康保険（市町村）の財政状況等について」） 

 そして，資格証明書交付世帯に属する中学生以下の子ども（中学生以下）の人数は３万

6511 人にも及んでいる（厚生労働省「資格証明書世帯に属する中学生以下の子どもに対す

る短期被保険者証の交付状況及び資格証明書世帯に属する高校生等の人数に関する調査

（平成 21 年９月時点）の結果について」）。 

 

７ 人々の意識 

 オイルショック以後は去年と比べた生活の向上感については常に「低下している」が「向

上している」を上回っているが，1992 年頃転機にその差は大きく拡大している（内閣府「国

民生活に関する世論調査（平成 21 年６月）」）。 

 

８ まとめ 

 このように，日本では，低所得・貯蓄率の低下により人々の生活が圧迫され，貧困が拡

大している。その結果として生活保護受給世帯や国民健康保険料の滞納世帯なども増加し

ている。 

 この親世代に貧困が拡大する中で，不可避的に子どもの貧困も広がりを見せているので

ある。 
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第３節 ひとり親世帯の貧困の拡大 

 

１ ひとり親世帯の貧困 

 2009 年 11 月 13 日，政府は，子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満）の

世帯員の相対的貧困率を公表した。それによると，2007 年調査時点で，子どもがいる現役

世帯の相対的貧困率は 12.2％であった。 

 これを世帯中の大人の人数別に分けると，次のとおりであった。 

  ・大人が１人いる世帯   54.3％ 

  ・大人が２人以上いる世帯 10.2％ 

 このように，ひとり親世帯は，大人が複数いる世帯に比べて極端に貧困率が高く，実に

半数以上が貧困状態にあることがわかった。 

 

２ 諸外国のひとり親世帯との比較 

 では，日本以外の国でも，ひとり親世帯の多くが貧困に苦しんでいるのだろうか。 

 先に挙げた 2009 年 11 月の政府公表には，参考資料として，貧困率の国際比較（調査時

点は 2000 年代半ば）の表が添付されている。それによると，確かに，どの国においてもひ

とり親世帯の貧困率は，大人が複数いる世帯に比べて高くなってはいる。 

 しかし，ひとり親世帯の貧困率が 50％を超えているのは，日本ただ一国である。子ども

全体の貧困率が日本とほぼ同じかそれより高い国であっても，ひとり親世帯の貧困率は

50％以下である。 

 つまり日本は，ひとり親世帯の貧困率が突出して高い国なのである。 

 では，どうして日本では，ひとり親世帯の貧困率が突出して高いのだろうか。次項では，

日本のひとり親世帯の大部分を占める母子世帯に着目して話を進めたい。 

 

３ 母子世帯と貧困 

(1) 母子世帯の平均年間収入 

厚生労働省の「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」（以下「H18 母子等調査」

という。）をもとに，日本の母子世帯の状況を見ていく。 

「平均収入」とは，生活保護給付，児童扶養手当，就労収入，別れた配偶者からの養

育費，親からの仕送りなどを加えたすべての収入の額を言うが，H18 母子等調査によれ

ば，母子世帯の 2005 年の平均年間収入は 213 万円である。 

児童のいる世帯の平均年間収入は 718 万円だから，母子世帯の平均収入額は児童のい

る世帯の 29.7％に過ぎない。 

 

表 1）平均年間収入の比較 

児童のいる世帯 母子世帯 父子世帯 

718.0万円 

 

213万円 421万円 

 

（「児童のいる世帯」は厚生労働省「平成 18 年度国民生活基礎調査」より。「母子世帯」
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「父子世帯」は厚生労働省「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」より。） 

 

なお，厚生労働省が 2010 年４月９日に発表した，国民生活基礎調査（2007 年）のデ

ータからの試算でも，母子世帯全約 74 万世帯のうち約 22 万世帯（30.2％）が生活保護

基準未満の低所得世帯であると推計されるなど，母子世帯の収入の低さは際立っている。 

(2) 母子世帯の母の就業状況と就労収入 

一般世帯に比べて母子世帯の平均収入はなぜ低いのか。 

H18 母子等調査によれば母子世帯の母の 84.5％が就業しているから，母子世帯が生活

保護や児童扶養手当等に頼りきった生活をしているわけではない。 

平均年間収入が伸びない 大の要因は，母子世帯の母の就労収入が少ないからに他な

らない。母子世帯の収入のうち就労収入は約８割を占める（「平成 19 年国民生活基礎調

査」によれば，母子世帯の収入のうち稼働所得は 78.5％）のに，その就労収入が低けれ

ば全体の収入も伸びない。 

H18 母子等調査によれば，母子世帯の平均年間就労収入は 171 万円に過ぎない。ちな

みに，児童のいる世帯のそれは 655.2 万円であるから，母子世帯の就労収入は児童のい

る世帯の 26％に過ぎない。 

母子世帯の平均年間就労収入を就労形態別に見ると，「常用雇用者」でも 257 万円と少

ないが，「臨時・パート」に至ってはたった 113 万円である。ちなみに，母子世帯の母の

就労形態であるが，母全体（不就労も含む）を 100％とすると，「臨時・パート」として

働く人が 36.8％，「派遣社員」も 4.3％ある一方，「常用雇用者」は 35.9％に止まってい

る。 

これらの数字からわかるのは，母子世帯の母は，働いてはいるが低賃金の仕事に従事

していること，その中でも特に賃金が低い「臨時・パート」で働く人が働く母のうちの

約半分を占めているという事実である。 

 

表 2）平均年間就労収入の比較 

児童のいる世帯    母子世帯    父子世帯 

 全体   171万円    398万円 

常用雇用者   257万円    431万円 

655.2万円 

 

 

 

臨時・パート   113万円      － 

 

（「児童のいる世帯」は厚生労働省「平成 18 年度国民生活基礎調査」より。「母子世帯」

「父子世帯」は厚生労働省「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」より。） 

(3) 脆弱な社会保障 

母子世帯の就労収入がこのように少なくても，社会保障が充実していれば，母子世帯

が貧困に陥らずに済むのではないかと思われる。 

ところが，政府は，2002 年に母子世帯に対する政策の大幅な改革を行い，母子世帯の

母は「職業生活の安定と自立に努めなければならない」（母子及び寡婦福祉法４条）とし

て自助努力を求めた。 
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 2002 年には児童扶養手当の所得制限を厳しくし，2008 年度からは手当の受給期間が５年

を超える場合に手当の一部を減額する制度が導入された。生活保護においては 2005 年度か

ら段階的に母子加算が削減され 2009 年４月に廃止された（但し 2009 年 12 月に復活）。 

 国はこのように児童扶養手当や生活保護を制限する代わりに，母子世帯の母に対する就

労支援策を打ち出したが，この就労支援策の効果は上がっていない。 

 

例えば，左はあしなが育英会

作成が作成したグラフであり，

一般勤労者と遺児の母親の勤労

所得を10年間に渡って比較した

ものであるが，国が大幅な改革

を行った2002年以後の遺児の母

の勤労所得にはさして変化はみ

られず，その所得は一般勤労者

の約 30％という低水準に依然止

まったままである。ここでは就

労支援策の効果は見られない。

なお，10年間の勤労所得の下

落幅は，一般勤労者の 6％に対し

遺児の母は 33％と，母子家庭の

貧困化が急速に進んだことが見

て取れる。 

 

 

(4) 母子家庭の母の現状 ～あしながアンケートより～ 

あしなが育英会が 2009 年 11 月に行った「遺児母子家庭の母親アンケート調査結果」

によれば，2008 年秋からの不況の影響について，「給料等のカットがあった」と答えた

母親は 18.7％，以下「労働時間短縮」14.8％，「職場で人員削減があった」14.0％とな

っており，経済不況が母の就労状態を悪化させている。 

また，母子世帯の母の非正規雇用は 2008 年 12 月 58.9％から 2009 年 11 月 62.6％と増

加している。 

低賃金労働に従事する母子世帯の母は，生計を維持するため，パート・アルバイトを

追加し，ダブルワーク・トリプルワークで対処せざるを得ない。仕事をしている母親の

うち二つ以上の仕事を掛け持ちしている割合は 10％であった。 

母子世帯の母親は，仕事と育児と家事を無理をしながら支えている。その影響は母親

の身体だけでなく精神にまで及んでいる。「病気」「病気がち」と答えた母親は 37.4％，

そのうち心のケアを受けたり，ケアを必要としている母親は 65.3％を占めた。 
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４ 父子世帯と貧困 

 父子世帯の父親もまた，仕事と育児と家事の両立が困難であることに変わりはない。育

児のため，残業や休日出勤・出張がままならないことから，収入が減少したり，離職を余

儀なくされている。 

 H18 母子等調査において，父子世帯の 2005 年の平均年間収入は 421 万円であった（前記

表 1）。児童のいる世帯の平均年間収入は 718.0 万円だから，父子世帯の平均収入額は児童

のいる世帯の 58.6％に止まっている。 

 2010 年８月から児童扶養手当が父子世帯の父にも支給されることになった。しかし，父

子世帯への行政支援も社会の理解・支援も不十分である。 

 

５ ひとり親世帯で育つ高校生 ～あしながアンケートより～ 

 あしなが育英会が 2009 年 11 月に行った「遺児高校生アンケート調査結果」によれば，

高校生活での不満や悩みについて遺児高校生に複数回答で聞いたところ，上位６位は次の

とおりであった。 

  １位 我慢することが多い 56.0％ 

  ２位 他の子のように欲しい物が買えない 46.7％ 

  ３位 勉強する気になれない 30.2％ 

  ４位 お金がなくて友達づきあいができない 26.9％ 

  ５位 参考書や問題集を十分に買えない 18.6％ 

  ６位 未来に希望が持てない 17.7％ 

 高卒での就職希望は 26.1％で，一般高校生の 1.4 倍となっている。「経済的事情」で進

学を断念したという高校生は 53.9％に上った。 

 アルバイトをしている高校生は 17.5％。アルバイト代の使い道は，「通学・教材・昼食・

部活など学校に費用」33.3％，「自分や家族の生活費」21.1％，「大学や専門学校進学，就

職などの準備金」17.5％であり，自分のこづかいや携帯電話代以外に学校や生活にかかる

費用を負担している。 

 

６ ひとり親世帯の子どもの貧困（まとめ） 

 母子世帯は，典型的なワーキングプア層である。多くの母親達が子どもを犠牲にして働

いている。父子世帯もまた，収入の少なさや家事・育児との両立に苦しんでいる。 

 ひとり世帯の親が低賃金・長時間労働に追われる中，子どもは親不在の家で暮らしてい

る。子どもは，親と一緒に過ごす時間やそこから得られるはずの安心感を奪われている。

そればかりか，子どもは，経済的困難のために買いたい物も買えず，友達づきあいをため

らい，進学をあきらめている。また，自ら働くことで就学の時間を奪われている子もいる。 

 ひとり世帯の子どもは，意欲を失い，将来の夢を持てないでいる。 
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第４節 家庭崩壊と子どもの虐待の増大 

 

１ 貧困と家庭崩壊 

 貧困が子どもにおよぼすマイナス影響を，家庭崩壊という角度からみてみよう。 

 家庭崩壊の主なものは，夫婦の不和と離婚であり，また子どもとの軋轢としての虐待（家

庭内虐待）と親子分離である（なお離婚は再生への第一歩という側面もあるが，ここでは

子どもにとっての原家族の消滅，崩壊という意味である。）。 

 夫婦の不和について言えば，例えば離婚調停における妻からの離婚申立理由（三つまで

複数回答可）として，「生活費を渡さない」が「性格の不一致」「夫の暴力」「夫の異性関係」

と並んで戦後ほぼ一貫して上位４位以内にあった（『司法統計年報 家事編』）ことからも，

貧困ないし経済的理由が夫婦の不和の背景として比重が高いことが明らかである。 

 離婚によってひとり親家庭が誕生し，新しい養育が始まっても，経済的な困窮によって

親による養育が不可能となり，乳児院や児童養護施設，里親へ子どもを委託（親の同意に

よる親子分離）せざるを得ない場合も少なくない。 

 このように貧困は，夫婦の不和，離婚の原因として，あるいはその後の養育困難の原因

として，親に養育されない子ども（要保護の子ども）を生じさせる可能性を有している。 

 また，親の不和，離婚を伴わない家庭でも，子どもとの軋轢としての虐待（ネグレクト

を含む）を発生させ，社会による介入の結果強制的な（親の同意のない）親子分離がなさ

れることもある。ちなみに虐待の疑いありとして児童相談所への通告される子どもの人数

はほぼ一貫して増加し，2007 年には４万件に達した。通告を受けた人数のうち，施設入所

と里親委託の合計（すなわち親と長期に分離された子ども）は，2005 年には 3864 人，2006

年には 4125 人，2007 年には 4258 人であり，増加傾向にある。 

 これらの家庭と貧困との関わりついては，次に検討する。 

 

２ 子どもの虐待の背景についての社会の関心 

 貧困が個々の子ども虐待ケースにどう関係しているか，ということは事件報道などから

は必ずしも明らかではないが，児童福祉現場では（多くの聞き取りにも表れているように）

両者の深い関係が体験的には理解されており，近年統計調査や研究が少しずつ発表されて

いる。 

 これまで調査研究が遅れた原因は，概ね二つある。 

 一つは，親による子どもへの虐待行動の変化である。かつて子どもへの虐待は，社会経

済構造に子どもが組み込まれ（低賃金労働者，性産業従事者），貧しい家庭の子どもが親の

指示，了解のもとに酷使される，というものであった。その後工場法や性産業取締の法令

を経て，児童労働そのものが禁止されるようになって，子どもが直接に社会内で虐待され

ることは減った。子どもと親のかかわりは家庭内のしつけ，養育の問題に限定されるよう

になった。また産業社会の進展につれて，地域社会が子育てに係わることが減少し，家庭

内の養育は，さらに一層外から見えないものとなった。（欧米諸国においてもそうであった

ように）日本社会における虐待の存在そのものを否定する論調も多かった。この傾向が変

わり，日本社会でも親の子どもに対する虐待が存在することを社会が認知するようになっ
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たのは比較的 近（1980 年代から 90 年代にかけて）のことである。 

 これまで調査研究が遅れた原因の二つめとしては，日本社会における貧困問題への軽視

が，ここでも影響し，貧困と虐待の関係の解明を遅らせた，ということが言えよう。 

 

３ 子ども虐待の背景としての貧困 

 以上の経過で，家庭内における子ども虐待は，主として親によるしつけ，養育の問題と

して捉えられるようになってきたが，そこにおける貧困の位置づけについては，単純化し

た表現は適切ではなく，複合的な理解が必要である。 

 というのも，例えばしばしば指摘されるように，裕福なエリート家庭においても家族内

の葛藤や病理を背景に性的虐待などの深刻な児童虐待は発生しているし，ごく中流の家庭

でも，親のしつけ，養育が暴力を伴う虐待となったり，母親の育児不安が不適切な養育を

もたらすことがあるからである。こうした実例は，「虐待あるところに貧困あり」「貧困あ

るところに虐待あり」という単純な図式表現は誤りであることを示している。 

 しかし他方，親の貧困が家庭生活の余裕を失わせて子どもとの間に軋轢を生み，粗暴な

虐待行動をもたらすこと，あるいは親の貧困が養育意欲を失わせて養育ネグレクトをもた

らすことも，容易に理解しうるところである。貧困と虐待は別個のものではなく，かなり

の程度で重複し合っているのである。その他にも，貧困が親の病気や子どもの病気を惹起

したり，貧困が近隣と摩擦を引き起こしたりして，それらが子どものいる家庭の社会的孤

立を生み，虐待行動の素因となることも，後述する統計調査で指摘されているところであ

る。 

 早い時期から虐待と貧困の関係を研究してきた松本伊智朗が，「貧困は虐待の発生要因と

なるだけでなく，社会の介入を拒否して子どもの保護を妨げ，その後のケアを妨げる要因

ともなる」「貧困とは人々の生活を追い詰めるものだから，家族の生活基盤の安定を図る政

策抜きでは，狭義の虐待対策は有効に機能しない」と指摘していることも注目される（「子

どもの貧困研究の視覚」（明石書店『子どもの貧困』2008.4 所収），「貧困と子ども虐待」（日

本子ども虐待防止学会「子どもの虐待とネグレクト」24 号 2008.11 所収））。貧困の広がり

が，虐待の要因を増加させていることは否定しがたいのである。 

 ここで，虐待と貧困の関係に関するいくつかの調査統計を見てみよう。 

 例えば，東京都が 2005 年に発表した調査（2003 年度１年間に都が受理した虐待事例 2431

件について児童相談所職員が回答したもの）によれば，抱えている困難（複数回答）は，

ひとり親家庭 31.8％，経済的困難 30.8％，親族近隣からの孤立 23.6％，夫婦間不和 20.4％

などとなっている（東京都福祉保健局「児童虐待の実態Ⅱ」）。 

 また，全国児童相談所長会が 2009 年に発表した調査（2008 年４，５，６月に全国の児

童相談所が受理した虐待事例 9895 件について児童相談所職員が回答したもの）によれば，

虐待につながると思われる家庭，家族の状況（複数回答）としては，「経済的な困難」33.6％，

「親の心身の状態」31.1％，「ひとり親家庭」26.5％，「夫婦間不和」18.4％，「不安定就労」

16.2％などとなっている。また経済状況については，生活保護世帯 12.8％，住民税非課税

世帯 11.7％，課税世帯 34.4％，不明と無回答 40.1％となっている。（『「児童虐待相談のケ

ース分析などに関する調査研究」結果報告書』，財団法人子ども未来財団）。 

 これらの統計も踏まえながら，虐待と貧困には強い関連性があると指摘する川松亮，山
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野良一，清水克之など児童福祉現場関係者の論考が注目される（川松亮「児童相談所から

見る子ども虐待と貧困」（明石書店『子どもの貧困』2008.4 所収），山野良一『子どもの

貧国・日本』（光文社新書 2008.9），清水克之「児童相談所から見る子ども虐待と貧困」（明

石書店『子ども虐待と貧困』2010.2 所収））。 

 

４ 家庭崩壊の被害者の子どもたち（要保護児童）の広がり 

 以上のような家庭崩壊の被害者である子ども（要保護児童）たちの人数はどれほどいる

のであろうか。 

 要保護児童のうち，現に社会的養護（児童福祉法に規定のある施設，里親など）のもと

にいる 18 歳までの子どもの人数は明らかになっている。2008 年時点の統計においては約

４万 1000 人（母子自立支援施設入所以外の入所施設の合計で，主たる施設は児童養護施設

３万 1593 人）であり，５年前に比べて約 3000 人増えている（厚生労働省「児童養護施設

入所児童等調査」）。これに対応するように，児童養護施設の数もこの５年間で 554 から 569

に増えている。 

 しかし社会的養護が要保護児童のすべてをカバーしているわけでない。たとえば 18 歳以

上の子どもは原則として児童福祉法の対象外であるし，18 歳未満でも義務教育を終了して

高校に進学できない子どもも，事実上児童福祉法のケアを受けられない現状にある。また，

このような子どもの居場所としての自立援助ホームは，全国 66 か所，定員合計 445 人（2010

年４月現在）しか存在しない。また，自立援助ホームにも入れない（就労意欲が続かない）

子ども，あるいは自立援助ホームや児童養護施設を退居してアパート等でひとり暮らしの

未成年も多い。それらの人数は把握できていないので，要保護児童全体の人数は分からな

いのである。 

 なお前記厚生労働省の調査には子どもたちの入所理由についての調査項目もあり，（父母

の）死亡，行方不明，離婚，不和，拘禁，入院，就労，精神疾患，放任怠惰，虐待酷使，

棄児，養育拒否，破産等の経済的理由，児童の問題による監護困難，その他となっている。

内容的に重複しているような項目もあり，また（複数回答でなく）入所の直接引き金とな

った理由を問うているようなので，複合的な実態を充分反映したものか疑問もあるが，総

体的に言えば，いずれの項目も家庭崩壊に直結し，ほとんどの項目が貧困につながりやす

いものであることが見て取れる。 

 そしてこの中での虐待を意味する項目（放任怠惰，虐待酷使，棄児，養育拒否）の合計

は 2008 年時点で約１万 4000 人であり，５年前よりも相当増えている。これも貧困と虐待

が別個のことではなく，かなりの程度で重複しあっているためと思われる。つまり入居ケ

ースの多くは貧困であり，そのうちのかなりの割合で虐待も伴っていると言えよう（『子ど

もの貧困白書』所収「貧困と虐待の中で生きる子どもたち」で紹介されている東海地区の

調査結果参照）。 

 すなわち 近の入所児童の多くは，家庭の貧困とそこから来る家庭内の様々の（被虐待

体験など）トラウマを抱えて入居してくるのである。 

 

５ 反貧困施策としての社会的養護の役割 

 このような要保護児童に対する社会の役割は，親に代わって子どもを養育すること（社
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会的養護）であり，その内容は，家庭の欠乏から来るマイナスをできる限り軽減すること，

すなわち絶対的貧困を解消するだけでなく相対的貧困と社会的排除も回避し，社会への自

立を確実にして貧困の再生産を防止することである。 

 しかし，後に述べるように，要保護児童に対するこれまでの児童福祉法制は，子どもの

人権，特に成長発達の権利の観点を欠いた不備なもので， 終的な目標である貧困の再生

産を防止するものとなってはいなかったし，現在でもなお多くの問題がある（第２章第３

節第４「児童福祉法のしくみと沿革」参照）。 
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第５節 就学援助の増大 

 

１ 就学援助率の推移 

 子どもの経済的貧困の状況を表す代表的な指標として，就学援助率がある。就学援助と

は，義務教育課程（小中学校）にある児童生徒のうち，経済的理由によって就学困難と認

められる者の保護者に対して市区町村が実施する経済的援助のことであり（制度の詳細は

第２章第５節第３「給食費未納問題と就学援助制度」参照），就学援助の対象者数の児童生

徒総数に占める割合を就学援助率という。 

 文部科学省の資料によれば，1997 年度における就学援助の対象児童生徒数は全国で約 78

万人であり，就学援助率は 6.6%であったが，その後，各数値は一貫して伸長し，2006 年度

には，それぞれ約 141 万人，13.6%に拡大した（後掲「就学援助対象者および就学援助率の

推移」）。さらに，2007 年度には，それぞれ 142 万人と 13.7%，2008 年度には，それぞれ 144

万人と 13.9%に達したとのことである（「平成 21 年度文部科学白書」11 頁，小林庸平「就

学援助制度の一般財源化－地域別データを用いた影響分析－」経済のプリズム 78 号（2010）

32 頁，子どもの貧困白書編集委員会編『子どもの貧困白書』（明石書店，2009）170 頁）。 

 

就学援助対象者および就学援助率の推移 

（出所）鳫咲子「子どもの貧困と就学援助制度～国庫補助制度廃止で顕在化した自治体間格差～」経済のプリ

ズム 65 号（2009）40 頁以下に掲載された文部科学省の「衆議院予算委員会提出資料」（2008 年２月） 

 

 就学援助率の上昇には，バブル崩壊後のわが国の経済の長期的低迷が影響していると考

えられる。文部科学省が 2005 年度に全国 125 の市区町村教育委員会を対象に実施した調査

によれば，就学援助受給者の変化（増加）の要因・背景として挙げられた事由の第１位は
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「企業の倒産やリストラなど経済状況の変化によるもの」であり，第２位が「離婚等によ

る母子・父子家庭の増加，児童扶養手当受給者の増」であった（文部科学省 2006 年６月

16 日「就学援助に関する調査結果について」）。 

 なお，図表に記載のある「要保護者」とは，生活保護受給世帯に属する児童生徒である。

生活保護を受給している世帯の児童生徒に対しては，義務教育を受けるために必要な費用

として，学校が指定する副読本的教材や学用品の購入費，通学用品費，給食費，夏季施設

参加費等について，生活保護法に基づき教育扶助が支給されるが，修学旅行費および一部

の医療費はカバーされないので，その限りにおいて生活保護世帯の児童生徒も就学援助を

受ける。 

 他方，「準要保護者」とは，生活保護は受けていないが，生活保護世帯に準ずる経済状態

（自治体により，世帯収入が概ね生活保護基準の 1.1 倍から 1.5 倍まで）の世帯に属する

児童生徒である。 

 1997 年度から 2006 年度にかけて，要保護者は約８万人から約 13 万人へと約 62%増加し

た。他方，準要保護者は，同時期に約 70 万人から約 128 万人に増加し，その伸び率は約

81％であった。いずれのカテゴリーも増加が著しいが，その絶対数からして，準要保護者

の増加が就学援助対象者数および就学援助率を押し上げたことがわかる。 

 

２ 就学援助と生活保護 

 厚生労働省は，2009 年 10 月，2007 年の調査に基づくわが国の相対的貧困率は 15.7%，

子どもの相対的貧困率は 14.2%であると発表した。前記のとおり，2007 年度の就学援助率

は 13.7%であるから，子どもの相対的貧困率と就学援助率とはほぼ符合しているといえる。 

 厚生労働省が公表した前記の相対的貧困率は，OECD の定義に準拠して算出されたもので

あるが，OECD の定義に基づく相対的貧困基準は，生活保護基準に極めて近接するといわれ

ている（阿部彩『子どもの貧困』（岩波書店，2008）48 頁）。 

 もしそうであるならば，児童生徒数 1064 万人（総務省統計局人口推計・2009 年 10 月 31

日現在・７歳～15 歳の人口）に子どもの相対的貧困率 14.2％を乗じた約 151 万人が教育扶

助を受けていても不思議ではないはずである。 

 しかしながら，要保護者の児童生徒数は，前記のとおり，わずか 13 万人（但し 2006 年

度）である。 

 以上によれば，就学援助制度は，本来は生活保護を受給すべき要保護状況にある小中学

校の児童生徒について，事実上，生活保護（教育扶助）の代替として機能しているものと

評価できる。 

 

３ 就学援助費と学習費 

 就学援助対象児童生徒数の増加に伴い，就学援助費として国または地方自治体が支出す

る金額も増加してきた。入手可能なデータは限られているが，国・地方自治体の就学援助

支出は，2003 年度に合計 747 億円であったものが，2007 年度には 921 億円に達している（子

どもの貧困白書編集委員会編『子どもの貧困白書』171 頁）。 

 児童生徒１人当たりの支給額について，2006 年度の就学援助費総額 905 億円を同年度の

対象児童生徒 141 万人で除すると，年間約６万 4184 円という数値が得られる。 
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 では「要保護者」「準要保護者」別では，それぞれいくら就学援助費を受けているのだろ

うか。要保護者が修学旅行費についてだけ就学援助を受けているものと仮定すると，文部

科学省の 2008 年度「子どもの学習費調査」によれば，修学旅行費は公立小学校で 6262 円，

公立中学校で２万 5300 円であるから，これらが要保護者が受ける就学援助費ということに

なる。そこから準要保護者１人当たりの就学援助費を推計すれば，年間６万 9586 円となる。 

 他方，文部科学省の 2008 年度「子どもの学習費調査」によれば，公立小学校および公立

中学校における学習費総額は，学年当たりの平均で，それぞれ 30 万 7723 円と 48 万 481

円であった。 

 学習費総額は，学校教育費，学校給食費および学校外教育費の３要素から構成される。 

 このうち，学校教育費は，学校教育のために各家庭が支出した全経費で，学校が一律に

徴収する経費および必要に応じて各家庭が支出する経費の合計額であり，修学旅行・遠足・

見学費，学級・児童会・生徒会費，PTA 会費，授業で必要な教科書以外の図書等の購入費，

授業で必要な学用品・実験実習材料費，クラブ活動や学芸会・運動会・芸術鑑賞会等で必

要な教科外活動費，通学費，制服代，ランドセル・かばん等の通学用品費などを含む。学

校給食費とは，給食費として学校から徴収される金額である。学校外教育費とは，学校と

は無関係に支出される教育費であり，塾や習い事に要する費用がその典型である。 

 学習費総額から学校外教育費を除いた金額（学校教育費と学校給食費の合計金額）は，

公立小学校で９万 7555 円，公立中学校で 17 万 5472 円となり，これが，子どもに義務教育

を受けさせるために保護者が負担しなければならない 低限の費用ということになる。 

 学校教育費と学校給食費の合計金額について，公立小学校の場合と公立中学校の場合と

で加重平均をすると，12 万 3527 円となる。他方，準要保護者に対して支給される就学援

助費の平均額は，前記のとおり６万 9586 円である。就学援助は，義務教育のために 低限

必要な費用の約 56%に相当するに過ぎず，到底十分とは言い難い。 

 それでは，学校外教育費はどうか。 

 生活保護受給世帯について見てみよう。少し古い資料であるが，厚生労働省の「2003 年

度社会保障生計調査」によれば，生活保護受給世帯（２人以上の世帯）における１か月の

教育費支出の平均は 6008 円であった。この世帯には，子どものない世帯も含まれているの

で，明らかに子どもがいる母子世帯についてみると，１か月の教育費支出は１万 2942 円で

あった（年間 15 万 5304 円）。 

 ここから学校教育費と学校給食費の合計の平均金額 12万 3527円を控除すると３万 1777

円となり，これが母子世帯の学校外教育費の年平均金額に相当すると一応推定される。 

 他方，文部科学省の 2008 年度「子どもの学習費調査」によれば，学校外教育費の年平均

金額は，公立小学校で 21 万 168 円，公立中学校で 30 万 5009 円であり，加重平均は 24 万

1781 円である。そうすると，生活保護世帯の母子家庭が支出する学校外教育費は，全世帯

平均のわずか 13%の水準に留まることになる。 

 学校外教育費は，そもそも就学援助や教育扶助の対象ではないが，それがゆえに，少な

くとも生活保護世帯の母子家庭については，平均的な家庭と比較して，子どもが受けられ

る学校外教育の内容・水準に圧倒的な格差が生じていると推測される。 
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４ 都道府県別の就学援助率 

 就学援助率を都道府県別にみると，2006 年度の統計での上位５県は，大阪（28.2%），山

口（24.9%），東京（23.9%），北海道（20.8%），高知（19.1%）であった。他方，就学援助率

が低いのは，順に，静岡（4.5%），栃木（5.1%），山形（5.4%），群馬（5.8%），茨城（5.8%）

であった。都道府県間で５倍以上の差が生じている。東京や大阪など大都市圏で就学援助

率が高いようにも見えるが，愛知（9.1%）や千葉（6.9%）など，県人口が多くても就学援

助率が低位に留まる県もある。国民経済計算による県民１人当たり所得は，東京が１位，

静岡は３位，高知は 45 位，山形は 36 位であり，県民所得との間では，就学援助率に有意

な関連性は見いだせない。 

 なお，1997 年度と比較した場合，各都道府県とも，就学援助率は大幅に伸長しており，

増加の趨勢は共通である。 

 就学援助は市区町村が実施する制度であるから，その事業内容は市区町村に任される部

分が大きく，市区町村毎に認定の基準や方法，援助する内容に違いがある。基礎自治体レ

ベルでは，就学援助率に一層大きな差違が生じている（鳫咲子「子どもの貧困と就学援助

制度－失われた教育の機会均等－」2010 年２月２日日弁連における講演資料 17 頁以下）。

2006 年度において，児童生徒総数に対する準要保護者数の割合（＝準要保護率）が も高

い 20 の市区町村の要保護率平均は 31.63%であった。他方，準要保護率がゼロの市区町村

が 34 もあり，うち 26 の市区町村では，要保護者に対するものも含め，就学援助の実績が

ゼロであった（小林庸平「就学援助制度の一般財源化－地域別データを用いた影響分析－」

経済のプリズム 78 号（2010）37～38 頁）。 
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第６節 高等学校中退の状況 

 

１ 高校中退は社会問題である 

 現在，１年間に高校を「中退」する人の数は，どれくらいいるのだろうか。 

 文部科学省の調査によれば，1990 年の 12 万 3000 人をピークに，1982 年から 2007 年の

間，毎年約７万人から 12 万人の高校生が高校を中退しているが，中退率は毎年約２％台と

報告されている。 

 この数字は一見するとそれほど重大でないようにもみえる。 

 しかし，この数字は，実態を反映しているとは言い難い。この数字は，「ある年度の学校

全体の中退者数÷ある年度当初の学校全体の生徒の在籍数」で算出された数字だが，学年

が上がるほど中退者数は減るため，学校全体の生徒数を分母にすれば，いわば薄められた

低い数字となってしまうのである。 

 この問題について正しくイメージを持つためには，ある年度の生徒の在籍数から，この

生徒たちが３年後に卒業した数を差し引いたものを，卒業しなかった者すなわち「非卒業

者」とし，その数値を年度当初の生徒の在籍数で割る必要がある。その結果の「非卒業者

率」は，実に５％から８％という高い数字になる。 

 ある年に高校に入学した生徒の，約 12 人から 20 人に１人が， 後まで卒業することな

く中退していくという現実が浮かび上がる。 

 さらに，文部科学省発表では，高校を辞めてほかの学校（定時制，通信制など）に入学

した生徒が「転学」として扱われるため，中退者数には含まれていない。定時制や通信制

の高校は，昼間全日制の高校に比べて中退率が高く，５割～７割の生徒が中退してしまう

ということもある。 

 こういった定時制や通信制への転学者も含めると，いま，毎年 10 万人近い高校生が卒業

できずに中退していくのである。 

 そう考えれば，決して小さな数字ではない。大きな社会問題である。 

 

２ 高校中退の背景にある貧困 

 この問題は自己責任の問題ととらえられがちである。高校は義務教育ではないので，自

ら選択してその学校に入学し，自らの選択で中退したのだ，というように。しかし，中退

を高校生の自己責任で片づけてしまってよいのだろうか。 

 もともと高校中退率は，いわゆる底辺校，学力が相対的に低い状態にある子どもが入学

する高校において高く，いわゆる進学校ではその逆である。 

 高校中退の原因は様々である。表に現れる原因は，一見ちょっとしたきっかけに過ぎな

いことも多い。テストで赤点を取った，友達が学校を辞めた，アルバイトに疲れた，家族

が病気，失業した，問題行動など。 

 しかし，家庭の経済状況という観点を加えて中退の原因を見返せば，表面的な原因の奥

にある貧困を垣間見ることができる。授業料減免率などを指標にした場合，学力が相対的

に低い状態にある子どもが入学する学校ほど，生徒の家庭が経済的に困窮しているという

調査結果もある。 
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 つまり，いわゆる進学校に通う生徒は，経済的に恵まれ中退率が低く，学力が相対的に

低い状態にある子どもが入学する高校の生徒は，経済的に困窮し中退率も高くなっている

のである。 

 もちろん，前記のように，高校中退の直接のきっかけとなる原因は様々である。また，

学力が相対的に低い状態にある子どもが入学する学校にはもともと様々な問題を抱えた生

徒も多く，一概に貧困のみをもって高校中退を論ずるべきではない。 

 しかし，それでも，高校中退と貧困の関連は否定しきれない。 

 幼少期からの経済的貧困は，それに伴う文化的環境の乏しさにつながり，基礎的学力，

規則的な生活を送る習慣，学習を続ける意欲，友人関係などが欠落したまま子どもが高校

に入学するという事態を招く。また，子どもが高校生活を送るには，授業料以外にも年間

数十万円もの費用がかかり，これを年収 200 万円や 300 万円の家庭が支出するのは，親や

本人の大きな負担となる。このようなぎりぎりのストレスにさらされ「溜めのない」状態

で，かつ子ども自身も意欲を奪われた状態であると，前記のような一見些細な出来事で子

どもは高校を中退してしまうのである。 

 このように，貧困と高校中退は，実は密接に関連しているのである。 

 

３ 高校中退の先にある貧困 

 高校を中退した人は，どこで何をするのだろうか。 

 定時制や通信制，私立高校に「転校」する人がいる（このような人たちは，統計上「転

学」として「中退」には数えられない。）。あるいは，社会に出て就職する人がいる。 

 しかし，中卒や高校中退の人の就業状況の多くは，劣悪なものである。 

 高校を中退して働いている人は，大部分がアルバイトや派遣社員あるいは，名目は正社

員であっても社会保険にも加入していないといった，劣悪な条件での不安定な就労をせざ

るを得ない人が多い。 

 2007 年に統計局が行った就業構造基本調査によれば，全年齢の「有業者」のうちパート，

アルバイト，派遣労働，契約社員，嘱託，その他の割合が 28.6％，正規の職員・従業員の

割合が 52％である。これに対して，15～19 歳の「有業者」のうちの中でパート，アルバイ

ト，派遣労働，契約社員，嘱託，その他の占める割合は約 70％である。正規の職員・従業

員は，27.7％にすぎない。ここから，高校卒業者と在学中のものを除くと，正規職員の職

を得ている者の割合はさらに下がり，27.2％になる。このことから，高校を中退して働く

場合には，正規職員の職に就くことが相当難しいことがわかる。 

 なお，この数字は，実際に職を得ることができた人の数字である。しかし，高校生や高

卒生であればアルバイトとして仕事をすることができても，高校中退した人は採用されな

いことも多いから，アルバイトであっても仕事に就くことは高校生や高卒生に比べて一層

厳しい。 

 このように，中卒者，高校中退者は，同世代の中でももっとも深刻な不安定雇用を余儀

なくされている。そして，その先は貧困が待っている。 

 貧困というのは，単にお金が少ないということにとどまらない。 

 貧困ゆえに学歴がなく，学力ひいては知識が得られないから，低賃金の不安定で劣悪な

労働から脱出できない。もともと基本的な生活能力が欠如している上劣悪な労働環境の中
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では人間関係を築くことができず，社会人として人格を成長させる機会を持つことが難し

い。 

 貧困の中にある人にとっては，学校や職場といった居場所は，なお一層重要であるはず

である。しかし，高校中退によって，まともな職に就ける可能性を絶たれ，居場所をなく

し，学力や基本的な生活知識，習慣を身に付け人間関係を構築する機会を決定的に失って

しまう。 

 そうすると，もはや自力ではそこから脱出することは極めて困難になる。子どもを授か

っても，育て方がわからない。相談する人がいない。自身も基本的な生活習慣が身につい

ていないため，子どもにそれを身に付けさせることもできない。教育の重要性がわからな

い。こうして，貧困は固定化し，次の世代へと再生産されるのである。 
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第７節 高校生の労働・就職状況の悪化 

 

第１ 高校生の労働 

１ 家庭の貧困の影響 

 働く人の３人に１人が非正規労働者という状況の中，高校生の子を持つ家庭でも，親の

不安定就労，失業，倒産などが，子の高校生活に影響を与えている。それは具体的には，

授業料の長期滞納，経済的理由からの退学，修学旅行への不参加などの形で表れている。 

 例えば，日本高等学校教職員組合が，2009 年に 26 道府県４政令市 190 校を対象に行っ

た「2009 年度就学調査」では，家庭の貧困が高校生活に与える影響が以下のように報告さ

れている。 

 授業料滞納者がいる高校が，190 校中 112 校あり，学校内に授業料徴収にかかわる委員

会が設置されている高校が 40 校ある。授業料の長期滞納者の滞納の理由は，「保護者が不

安定な就労」が も多く，次いで「もともと減免基準すれすれの収入」になっている。高

校の中には授業料を滞納している生徒の出席を停止する，卒業証書を渡さない，卒業証明

書を出さないなどの措置をとっているところもあった。 

 経済的理由による退学者がいた高校は 109 校中 31 校あり，「借金のため働けなければな

らず，学業が続けられなくなった」「家計を助けるため，学校生活の継続ができなくなった」

といった状況が報告されている。 

 修学旅行費用については回答があった全日制 138 校で平均９万 7096 円，定時制 25 校で

平均８万 4196 円となっており，15 万円以上の高校も６校あるなど，重い負担となってい

る。経済的理由から修学旅行そのものを実施していない高校も存在していた。 

 また，2008 年の文部科学省調査によれば，高校生の授業料減免者率は全日制で 10.0％，

定時制で 20.5％となっており，経済的理由で中途退学，修学旅行に参加できない，病気や

怪我をしても病院にいけない生徒も増えている。 

 

２ 授業料無償化だけでは高校生の就学保障は不十分 

 2010 年４月から公立高校の授業料が無償化され，私立高校には 高等学校等就学支援金

として授業料について一定額（私立高等学校等に在学する低所得世帯の生徒は増額）を助

成する制度が開始された。 

 この制度は，経済的理由を問わず就学の機会を保障するためのものとして評価できる（た

だし，すでに授業料の免除措置を受けていた低所得の家庭に関しては，今回の制度による

直接的な恩恵はなかった。）。 

 しかし，高校生活を送る上では授業料以外に，生徒会費，制服代，教科書代，副教材代，

体育用品代，修学旅行積立金など様々な費用が生じる。授業料は無償となっても，こうし

た費用の負担が家計に重くのしかかっている。すべての高校生に就学の機会を保障するた

めには，授業料だけでなく，これら教育にかかわる費用すべての無償化が求められている。 

 

３ 家計を助け，あるいは支えるために働く高校生 

 経済的に余裕のない家庭にとって，教育にかかわる費用は大きな負担になっている。家
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計に余裕がないので，高校生が自分のこづかいや携帯電話代をアルバイトで稼いでいるこ

とは少なくない。それにとどまらず，自分の教育にかかわる費用や生活費，さらには家族

の生活費を稼いでいる高校生もいる。 

 家庭の経済的事情により働かざるを得ない高校生は，学業と仕事に長時間拘束され，肉

体的精神的疲労を蓄積していく。そして，学業と就労との両立が困難なときは，仕事を休

めないので学業が二の次になる。 

 

４ 定時制高校生の労働 

 日本高等学校教職員組合は，2009 年，１道２府 12 県５政令市の高校を対象に生徒の生

活実態を把握するために生徒へのアンケート調査を実施した。1995 年にも同様のアンケー

トを実施しており，1995 年と比較して，現在の働きながら学んでいる定時制高校の生徒の

厳しい実態，貧困の実情が浮き彫りになっている。 

(1) 定時制高校生の労働の大きな変化 

従前の定時制の生徒は製造・建設の現場（工場など）で働き，夕方から学校に行くこ

とを前提にしていた。職場をはじめ周囲も学校に行くことを気にかけてくれている環境

にあった。卒業後も同じ会社でそのまま働くことが当たり前であり，企業から学校に求

人があった。 

しかし，1995 年から 2009 年までの 14 年の間に，次第に定時制高校生の中にも非正規

労働者が増大し，働いている生徒のうち 1995 年で 61.5％が，2009 年では 89.8％が非正

規労働者である。 

業種も，1995 年に も多かったのが製造業であったのが，2009 年ではサービス業（フ

ァミレス，カラオケ，ガソリンスタンドなど）となっている。サービス業の多くは（特

にフランチャイズチェーンなどでは顕著である。），従業員の創意工夫は必要とされずマ

ニュアル化された仕事での即戦力化が求められている。また，サービス業・小売業など

の業種は卒業後に生徒に対する求人もない。さらに，サービス業は夕方が忙しいので，

職に就くために定時制に通っていることを隠すしかないのが実情である。 

働く定時制高校生は，昔は職場で励まされたが，今は職場で傷ついている。 

さらに悪いことに，定時制高校生が働きたくても働く場所がなく，就職自体が困難に

なっている。2009 年には７か月間で 50 回も面接に行ったが全部断られた生徒もいた。 

こうした実情にもかかわらず，文部科学省は正規労働者だけを「勤労青年」と定義し，

その割合が 54％と減少していることを理由に，定時制高校の統廃合を行っている。その

結果，学校が遠くなり通えなくなる生徒もいる。 

(2) 貧困の実態 

同アンケート調査では，働いている生徒の収入は 低賃金よりわずか高い時給が多く，

研修費という名目でさらに引かれて 賃以下になることもある。土日に働いている生徒

が 81％もおり，ダブル・トリプルワークをしている者もいる。 

時給 650 円で働いている男子生徒が前の席の女子生徒がおしゃれをしていることにキ

レて暴力をふるうという事件も起きたことも報告されている。朝食を食べない，睡眠不

足，健康不安の生徒も多く報告されているが，定時制高校には養護教員の配置はない。 

給食が１日で唯一の食事である生徒もいる。「休んだ生徒の給食がほしい」「妹に持っ
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て帰って食べさせたい」という生徒もいる。これに対して，行政は「持ち帰り禁止の通

達」を出し，地域の人々の善意のカンパを受け取ることもできない実情がある。ここで

も正社員のみカウントすることにより働いている生徒の人数が減少しているとして給

食補助の打ち切りが行われている。 

携帯電話で仕事の採用，シフトの変更などの連絡を受けるため，携帯電話は生徒の必

需品となっており，この携帯電話料金の支払いが働いて得た収入の多くを占めている。 

以上のとおり，働きながら学んでいる定時制高校の生徒の生活は貧困そのものである。 

 

第２ 悪化する高校生の就職状況 

 近年の非正規労働者の増加，失業率の高止まりなどの雇用環境の悪化は，高校生の就職

にも影響を及ぼしている。 

 厚生労働省は，2010 年５月 21 日，同年３月に卒業した高校新卒者の３月末日現在の就

職内定状況を発表した。それによれば，高校新卒者の就職内定率は 93.9％であり，前年度

を 1.7 ポイント下回った。この内定率は過去７番目に低いものとなった。 

 それでもこの 93.9％という就職内定率は，全国の自治体で就職支援員を配置したり，就

職未決定者を臨時職員として採用したりするなどの行政の支援策が功を奏した結果であり，

これまでの延長線上の取組みでは到底なしえなかったものである。 

 一方，就職内定率からは直接現れない就職をめぐる厳しい実態もある。 

 29 道府県 509 校を対象にした「日本高等学校教職員組合・全国私立学校教職員組合 2009

年度高校生の就職内定実態調査のまとめ（卒業時調査）」によれば 2009 年度は前年に比べ，

求人数が 38.6％も減少しているのである。さらに，同調査によれば就職をあきらめた生徒

が 2274 人もおり，これは 2009 年７月末時点の就職希望者の 8.9％になることが明らかに

なっている。就職をあきらめた生徒の中には，進学へ進路変更するものもいるが，もとも

と就職を希望する生徒は経済的に苦しい家庭が多いので，多くはアルバイトなどの一時的

な仕事に就くことを余儀なくされていると思われる。そして，就職をあきらめた生徒は就

職内定率を算定する際の母数から外れることになるので，こうした生徒が増えると就職内

定率は上昇することになる。 

 文部科学省の2009年度学校基本調査によっても，「一時的な仕事に就いた者」が１万3589

人，「進学・就職以外の者」が５万 4590 人であり，６万 8179 人もの生徒が経済的自立も将

来の希望も持てない状況で卒業しているのである。 

 

第３ 現場からの声 

１ 関東のある高校 

 関東のある高校では，「2010 年３月の卒業生に関しては，ハローワークを通じて就職で

きる生徒はクラスに２人程度であり，求人が激減している」「学校紹介で就職を希望する生

徒が 124 人いたが，内定者は 24 人にとどまっている」「就職のための競争率が高い。成績

も上位で生活態度もまじめであるから，試験に通るであろう思っていた生徒も落ちてしま

った。そのため，その生徒よりも成績が劣る他の生徒はなかなか就職先を紹介できない」

「就職先が決まらないため当面アルバイトを続け，同時に求職を続ける生徒もおり，2010

年３月に卒業した生徒で未だに求職活動を続けている生徒も多い」などの声が聞かれた。 



第１章 実態分析 

- 24 - 

 また，授業料の滞納については「入学金から払えずに，延納措置をとる生徒や，入学し

た年の４月分から滞納という生徒もいる」「滞納額は，学校全体で 1000 万円以上になって

いる」「滞納が多い生徒には，学校長が生徒と保護者と面談をして，母子寡婦福祉資金や，

教育ローンを紹介したりする。しかし，多重債務者であったためにローン自体組めないこ

ともある」「子どもがアルバイトして月々返済するという方針を立てざるをえない事もあ

る」など深刻な状況が聞かれた。 

 さらに，修学旅行については「積立金を払えずに，参加できないという生徒が 400 人中

８人いた」「修学旅行は事前学習の授業を行うなど，学校でも位置づけている行事であるの

で，できるだけ参加できるように対策を採っている。たとえば，参加した生徒の中には教

職員の援助で旅行費を払ったというケースもある。対策をとらなければ，この３倍くらい

は参加できない生徒がいたはずである」「親が一所懸命やって，旅行後に支払う見通しを立

てれば旅行に行くまでに支払えなくても参加できるような措置も採った」「今まではこうい

ったことはなかった」といったことが聞かれ，生涯の思い出となり，教育の一環として行

われる修学旅行に経済的理由から参加できない生徒を何とか減らそうという高校の努力も

うかがわれた。 

 

２ 関西のある高校 

 関西のある高校では，「就職希望者が２年前ほどから急増している」「進路部でも学校紹

介で就職先を探している」「不景気で家庭が経済的に苦しくなっているので初めから進学を

考えない生徒がいる」「親からも就職してくれと言われている生徒がいる」「就職先は製造

の仕事はほとんどなくなり，中小企業が中心になっている」などの声が聞かれている。 

 また，「３分の１はひとり親である」「ひとり親はほとんどが派遣労働者かパートである」

「学費滞納→家計が苦しい→アルバイトをせざるを得ない→学校以外が中心となり退学と

いう場合がある」「卒業証書を渡せないという問題がある。たとえば，親が服飾の仕事だが

中国におされて仕事がなくなり，学費が払えず不登校になった生徒がいた。短大を目指し

て頑張っていたが学費が入っておらず推薦ができなくなった。本人はショックを受けて不

登校になった。卒業証書を渡してあげたいので春休みにその生徒のために卒業式をした。

卒業証書は預かっている」「卒業後も経済的事情は苦しく，フリーターだと滞納している学

費も払えない」などの実態があった。 

 さらに，「修学旅行は沖縄に平和学習にいく。積立てをさせるが生活費に充てたいとして

不参加も多い」とのことであり，ここでも生涯の思い出ともなる修学旅行に参加できない

生徒が存在することが報告されている。 
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第８節 子どもたちが直面する現実 

 

 前節までは，貧困の中にいる子どもの実態を，様々な切り口から見てきた。 

 第１章 後のこの節では実際の事例を紹介し，貧困の中にいる子どもが直面する厳しい

現実を直視する。 

 

事例１ ゴミ屋敷からシェルターへ（A さん・19 歳女子） 

 A さんの母親は，A さんが３歳の頃まで就労していたが，精神的な病気にかかり，家に引

きこもるようになった。それ以来，母親と A さんは孤立した生活をおくり，A さんは小学

校にも登校しない状況が続いていた。 

 母親は生活保護を受給しており，家の中は“ゴミ屋敷状態”だった。A さんは，母親と

の関係がうまくいかず，狭い家に居場所もなく，リストカットを繰り返していた。 

 A さんが 17 歳のとき，生活保護のケースワーカーが，これ以上母親と A さんが同居を続

けることは困難と考え，A さんを児童相談所へつなげることにした。ケースワーカーは，

一時保護所も定員オーバーであったことや，本人の精神的な問題から，集団的な一時保護

所よりシェルターがのぞましいと考え，東京弁護士会子どもの人権 110 番に問い合わせた

ことにより，A さんは（社）カリヨン子どもセンターのシェルターカリヨン子どもの家に

くることになった。 

 子ども担当弁護士となった弁護士やカリヨン子どもセンターのスタッフらの援助により，

A さんは人とつながることができる信頼感を回復し，カリヨン子どもセンター運営の自立

援助ホーム「ゆうやけ荘」にて，自立のための生活に移行した。 

 １年間のゆうやけ荘での生活を経て，A さんは，自立資金を貯めてゆうやけ荘を卒業し，

アパート生活を始めた。しかし，A さんは，一般の会社に就職はできるのだが，その後に

働き続けることができず，風俗店に勤めるようになってしまった。 

 そして，A さんは，外見上そうとはわからないが，実は発達障がいがあった。さらに，

精神的な疾患もあることが判明。精神的にも困憊し，精神の医療が必要な状態となってし

まっていた。 

 現在 A さんは，生活保護を受給して療養を行い，高卒認定試験を目指している。 

 

事例２ 寂しさから犯罪へ（B さん・19 歳男子） 

 B さんは３人兄弟の末っ子として生まれた。３歳のころに両親が離婚。母がフルタイム

の仕事をし，子ども３人を育てていた。生活は貧しく，寂しくもあり，A は１歳年上の兄

とともに万引きなどをするようになった。 

 小学校の２年生のときにいつも一緒だったすぐ上の兄が，父に引き取られた。B さんは

余計さびしくなり，お金を持っていれば，友達から相手にしてもらえるように感じ，万引

き，空き巣等を繰り返すようになった。 

 小学校６年生のときに，近所の家に空き巣に入り，350 万円を盗んだ。母は，もう自分

には手に負えないと感じ，B さんを児童自立支援施設に入所させた。しかし，B さんは，施

設内で職員から暴行を受けたため脱走した。暴行を受けていることは誰にも言えなかった。
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脱走してバイクを盗み，逮捕され，家庭裁判所に送致された。 

 家庭裁判所では試験観察の予定であったが，審判のときに裁判官から「（施設から）逃げ

ない自信がありますか」と問われ，「ありません」と答えた結果，少年院に送致された。 

 少年院退院後，交際相手と別れた際に再びバイクを盗んだ。そして，高校に合格し，通

い始めたころに逮捕され，再び少年院に送致された。高校には戻りたかったが，休学中の

授業料を払えないために退学した。 

 ２度目の少年院退院後，仕事を探すものの見つけられず，友達の紹介で１か月通った的

屋では給料をもらえなかった。再び別の友達の紹介で建築業の親方に雇われた。真面目に

働き，県外の仕事にも連れて行かれた。しかし，住むところはタコ部屋で，仕事時間が終

わっても親方たちの酒の用意や洗車などにこき使われた挙げ句，一方的に腹を立てた親方

から「帰れ」と罵られ，親方の元請会社社長の車を盗んで自宅に帰った。この自動車窃盗

で３度目の家庭裁判所送致，試験観察となった。 

 試験観察後，保護観察中に，H 子と出会い交際するようになった。H 子の妊娠を期にアパ

ートを借りて，B さんの給料で２人で暮らすようになった。H 子を喜ばせたい一心で，免許

がないままに友達を介して車検切れの中古車を購入した。H 子とともに乗車したところを

現行犯逮捕された。家裁から検察庁に送られ，28 万円の罰金となった。 

 現在 19 歳，H 子との間の子ども（７か月）とともに生活保護で暮らしている。罰金の支

払いのために貯金をしている。 

 

事例３ 「母から『金を返して』と言われました」（C さん・19 歳女子） 

 C さんの父は，C さんが生まれたときから行方不明。母方の祖父には，「刑務所に入って

いる」と聞かされていた。３歳のとき，母から母方の祖父母に預けられた。母からは，C

さんが小学校高学年になるまで音信がなかった。小学校高学年になって現れた母は，父親

の違う妹１人と，現在の交際相手の男性，その男性との間の子どもである妹，弟と一緒だ

った。 

 祖父母の家では祖父から鎌を持って追いかけられるなどの深刻な身体的虐待（現在も切

り傷のあとがいくつも残っている。）を受け続けていた。小学校からの通告で児童相談所も

関わっていたが，児童相談所は一時保護を繰り返すだけしか対応せず，小学校でも特別視

されて傷つくことが多かった。 

 中学校１年生のときに，自ら児童相談所に保護を求め，児童養護施設に入所した。施設

内では，体罰を目撃し，職員と衝突することもたくさんあったが，自立のために努力した。

施設からもらえる小遣いはすべて貯金し，高校生になってから始めたアルバイト代も貯金

した。 

 母は，月に一度は施設に面会に来ると言いながら，一度も来たことはなかった。しかし，

正月には C さんは嫌でも母親のいる自宅に帰らされた。その度，いい子を演じなければと

思った C さんは，母の職場用の菓子を買ったり，妹や弟の世話をしたりしたが，母から感

謝されたことはなかった。帰りの電車代も，渡された瞬間に「返してよ」と言われた。 

 高校卒業後，奨学金を得て福祉系の専門学校に入学し，おじの家に間借りすることとな

った。間もなく，I と出会い数か月で妊娠した。妊娠したことが，おじにばれて家を追い

出されてしまい，学校も退学することとなった。 



第１章 実態分析 

 

- 27 - 

 高校卒業時に貯めていた 60 万円は，母に貯金通帳を奪われ，再発行したときには１万円

くらいしか残っていなかった。 

 I が無免許，無保険，無車検の自動車に乗ったことで逮捕された。生活費がなくなった

ため，I の付添人である弁護士とともに生活保護を申請した。助産制度を利用して出産。 

 出産前に I が出所して自宅に帰ってきて，２人で出産を迎えることができた。 

 

事例４ 「お母さんもごはんを食べていないから」（D さん・４歳男子） 

 D さんの家庭は，母子家庭。母親は，保育園の給食費を滞納しがちである。母親は，生

計を立てるためダブルワークをしているが，それでも生活は苦しい様子である。 

 保育園の園長が夜，家庭の様子を見に行くと，母親は仕事に出ており，D さんがひとり

でテレビを見ていた。母親は，玄関の鍵をかけ，外には絶対に出ないように D さんに言い

つけて，毎日のように夜も働きに出かけているという。D さんの夕食は用意されていなか

った。D さんはスナック菓子で空腹を満たし，「お母さんもごはんを食べていないから」と

母親を気遣う様子さえ見せていた。 

 園長は，D さんに対し，「とにかく保育園には来てね。給食も食べられるし」と声をかけ

るのが精一杯だった。 

 給食費を払えない家庭の子どもこそ，給食を真に必要としているのだと園長は思った。 

 

事例５ 「宝くじが当たって授業料払いました」（E さん・公立定時制高校２年男子） 

 E さんは，母，兄（大学生）の３人家族。両親は幼稚園の時に離婚した。 

 母親は，E さんが小学生の時に再婚したが，中学生の時に再度離婚している。以前保険

会社に勤めていた母は，病気（がん）で現在仕事が出来ない状態である。病気を隠して仕

事（介護系職員）をしたが，会社に知られ職を失ったという。 

 ３人（母，兄，E さん）の稼ぎを合わせて，家賃や生活費をようやく賄っていた。家賃

は８万円くらい，３Ｋの間取りに３人が住んでいる。 

 「自分の家庭が貧困だと感じるか？」と聞くと，E さんからは以下のような答えが返っ

てきた。 

 「普通の生活がおくれていないように思う。片親のうえに，そのたった１人の大人が働

くことが出来ない。まともに収入を得られない」「親が高校の学費を出してくれることにな

っていたが，家賃だけで精一杯で，払ってもらえていない」「母は大学に行って欲しいとい

う。自分も行きたい気持ちはあるが，現実は無理。大学に行っている時間に働けばお金が

手に入る」「今を生きるので精一杯」 

 高校の授業料（昨年度まで），その他「給食費」「学校納付金」などは，アルバイトをし

て払っている。授業料（月 2700 円くらい・減額制度），給食費（月 5000 円くらい），学納

金（３～４か月で１万 2000 円くらい）の支払いがある。E さんは，家庭の状況から，授業

料くらいは自分で払わないといけないと考えている。ただ，なかなかアルバイトが決まら

ず，気づいたら５～６か月分の授業料の滞納をしてしまっていた。 

 母親が奨学金を申請し，受給している。しかし，奨学金は家賃などの支払いに充てられ

てしまう。それでも，家賃も滞納している状態だ。住むところを失うわけにはいかない。

近，友人からもらった宝くじが当たって，ようやく家賃と授業料（３～４か月分）を納
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めることが出来た（あと，１か月分残っている。）。 

 E さんは，今年度から導入された授業料無償化はありがたいと思っている。その分が家

賃や電気代などに回るからだ。ただ，昨年度分の授業料の未払分の支払いが免除されるわ

けではないし，今年度も授業料以外に結構な費用がかかる（滞納中である。）。はじめは何

も感じなかったが，今は，学校に通うのにお金がかかることを不思議に思う。母親の希望

で，生活保護は受けていない。公営住宅に何度応募しても落ちてしまう。 

 「中学校の時の給食費，学用品代等はどうやって払っていたの？」と E さんに聞いた。

「中学の学費は基本的に母が払っていたが，足りなくなると自分が稼ぎに行っていた」 

 「どうやって稼ぐの？」と聞くと，「母の名義でポスティングの仕事をとってくる。１枚

２円程度。学校が終わった後や土日など自転車に乗って指定された地域を回っていた」「嬉

しかったのは，友だちが手伝ってくれたことだ。10 人くらいが分担して一緒にポスティン

グをしてくれた」 

 E さんは，中学校はあまり真面目に通っていなかった。寝坊して４時間目くらいに現れ

る，通称給食ハンター。中学校の先生は，E さんの家の状況を知らなかったという。聞か

れなかったし，E さんからも言う機会がなかった。 

 

事例６ 「将来は学校の先生になりたい」（F さん・大学１年生女子） 

(1) F さんの生い立ち 

F さんは 18 歳。今年３月に，高校を卒業したばかりである。F さんが住んでいた地域

は，大きな公営住宅がある地域で，同級生は貧困な家庭が多かった。自分が特別に貧困

だと思わなかったという。 

F さんは，父と弟・妹の４人家族であった。小学校３年の時（弟小学校１年，妹２歳）

に，母親は，父親のＤＶに耐えかね，男の人をつくって出て行った。F さんは母親に会

いたくて，中学３年生の時に家出して母親に会いに行った。母親にはすでに新しい家庭

があった。 

(2) 中学生のころ（児童館の先生との出会い） 

F さんは中学校のころから，夕方，児童館へ通うようになった。児童館の先生に話を

聞いてもらいに行くのだ。児童館の先生は，本来は，５時で閉館のところ，子どもに行

き場がないことから時間を延長して話を聞いてくれた。児童館には F さん以外にも何人

かの子どもが話をしに来ていた。子どもたちは児童館で家庭問題の悩みを打ち明けた。

「私の家はこうなんだよ」と１人が言うと，誰かが「うちなんてもっとすごいよ」と言

い，みんなで辛い話を笑いながら話した。F さん達は，小学校の時はお互いによその家

庭事情など知らなかったが，中学生になり児童館で話す中でお互いを知り始めたという。 

(3) 生活保護費が子どもに回ってこない 

F さんの父親は，働いていたが，母が家出をした後，子育てと仕事が両立できないと

いう理由で仕事を辞めた。以前から酒癖は悪かったが，更にお酒の量も増えアルコール

依存となる。父親は，子ども達を施設に預けようとして福祉事務所に相談に行き，そこ

で生活保護が受けられることを聞いて生活保護を申請し，それ以来，生活保護を受給し

ていた。F さんが中学校の頃だった。 

家庭では，電気，ガスが止められることが度々あった。生活保護は受けていたが，父
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親にお金は使われ，子どもには回ってこない。児童館の先生と一緒に社会福祉事務所に

行って，「なんで親にしかお金が回らないのか？」と聞いたところ，「子どもにはジュー

ス代しか出ない（130 円×30 日分）」と言われた。 

(4) 不登校気味に･･･ 

F さんは，中学１年頃から不登校になった。家に居たくないことから昼夜ぶらぶらし

ているいわゆるヤンキーになった。学校に行くのが気分的にしんどく，週に１～２日は

学校を休んで息抜きをせずにはいられなかった。２歳年下の弟も不登校となった。結局，

弟は施設へ行き，妹（小学生）も児童相談所で保護され施設へ行った。父親は，F さん

についても児童相談所に相談し，素行不良であると訴えた。児童相談所は父親の話を受

け入れて，児童館の先生が同行しても F さんの言い分を聞いてくれなかった。 

(5) 高校進学を決意！！ 中学校の教師になりたい 

F さんが，中学３年生の時，転機が訪れた。F さんは，もともと勉強が出来，成績は

学年上位のほうであった。しかし，経済的理由で進学は厳しいと考えていた（児童館の

先生いわく，勉強をしなくてもテストが出来るらしい。）。 F さんは，いろいろな問題

があるこの家を早く出たいと考え，中学卒業後は，住込みの食堂での就職を考え，児童

館の先生と一緒に見学にも行った。 

しかし，F さんには密かな夢があった。自分の経験を生かして，家庭に問題のある子

どもを支えることができる先生になりたいという夢である。児童館の先生に，自分の夢

を話して，進学したいと打ち明けた。児童館の先生は，「親の人生に巻き込まれて，自

分の人生を棒に振ってはだめ」と励まし，進学を応援してくれた。 

F さんは，中学３年生の冬から，１か月間猛勉強して，希望の高校に合格した。 

(6) 父親からの自立 

高校入学後，F さんは，毎日のようにバイトした。父親が生活保護費を使ってしまい，

F さんには回ってこないからだ。月に 低でも９万円を稼ぐ必要があった。とても，学

校に集中できる状況ではなく，欠席が増えていった。バイトが終わってご飯を食べ，家

には寝に帰るだけという，ヘトヘトに疲れる生活だった。生活保護を受給しているため，

授業料は払わなくていいが，バイト代９万円はその他の学校の費用（交通費，教材費等）

や食費に消えた。 

１年生の学年末，出席日数が足りず，進級できないような状況になっていた。 

F さんは，児童館の先生に相談した。これでは，何のために高校に行ったか分からな

い。 

児童館の先生は，いろいろなところ（警察，児童相談所，子ども家庭支援センター，

福祉事務所）に働きかけてくれた。 初は，施設（自立支援センター）への入所を勧め

られたが，施設に行くには学校をやめなくてはいけないと言われた（中学から施設に入

っている場合は高校進学もできるらしい。）。相談しても「高校に行きたいなんてわがま

ま言わないの」と児童相談所の人に言われた。父親が，児童相談所に，F さんのことを

素行不良と相談していたことが効いていた。 

行政は，はじめはなかなか動いてくれなかったが，児童館の先生が粘り強く交渉して

くれた。 

その結果，福祉事務所が，高校にきちんと通うことを条件に，F さん１人を父親から
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分離して，生活保護を支給することを決めてくれた。その福祉事務所では初めてのケー

スだった。 

F さんは高校１年生の終わりから，父親と離れ，１人暮らしをして，生活保護を受給

しながら高校に通うようになった。F さんの負担は軽くなり，バイトは月５万くらいで

足りるようになった。学校にもきちんと通えるようになった。 

(7) 大学への進学（夢への一歩） 

F さんは，高３の夏までバイトを続け，その後は受験勉強に専念した。受験勉強は家

や学校の自習室で行い，学校の先生が放課後などに個別で勉強を見てくれた。ただ，塾

に行く費用がなく，夏休みは無料の講習をはしごしたりした。結果，希望の大学に合格

することができた。 

大学の初年度の学費は前期分を母親に出してもらうことが出来た。後期分は自分で支

払わなければならない。弟も大学に行きたいと言っているので，おそらく１，２年の前

期の学費しか出してもらえないと考えている。その後の学費に充てるため，今のうちか

らバイト代を貯めている。なお，大学入学と同時に生活保護は打ち切られた。 

奨学金（月８万円），給付金（月１万 5000 円），後はバイト代（月 10 万円）ですべて

の生活費を賄う。奨学金は，保証人がいないため，利息の高い機関保証を申請せざるを

得なかった。今は，始まった大学生活を楽しみながら，夢である中学校の先生になるた

めに，ボランティア活動などを積極的にしようと考えている。 

(8) 子どもは自分ではどうしたらよいか分からない 

「F さんは，児童館の先生がいたから救われたが，他の子は，ここまでしてくれる児

童館の先生はいないと思う。貧しい家庭の子に対して，どのような支援があったら良い

と思うか？」と質問したら次のような答えが返ってきた。 

F さん「子どもは，自分ではどうしたらよいか，その方法を知らない。自分たちが困

った子という自覚もない。貧困家庭の子どもにとって，一番の壁は高校進学である。多

くの子がそこであきらめてしまう。私は，児童館の先生が力になってくれたが，いなけ

れば，諦めていたと思う。そういう意味で，周りの大人の支援が大事だと思う。ただ，

今になって振り返ると他の人にはない経験が出来て，いろいろ考えられるようになって

良かったと思える」 

 

事例７ 「派遣切りによって狂わされた子どもたちの将来」（G さん 50 歳男性） 

 G さんは，青森県八戸市出身の 50 歳の男性であり，２男１女の父親である。G さんは，

大手企業の正社員として勤務した後，派遣社員となり，「派遣切り」に遭った。親の就業形

態の変化による就労収入の減少が，子どもの生活に大きな影響を与えた事例である。 

(1) 正社員時代の生活 

G さんは，地元の職業専門学校を卒業後，大手靴販売チェーンに就職し，正社員とし

て 17 年間勤務した。その間に結婚し，３人の子どもに恵まれた。 

正社員のころは，500～600 万円の年収があり，生活に不安を感じることはなかった。

多少の貯金もでき，家族旅行を楽しむなどの生活の余裕もあった。G さんの妻は子育て

に専念し，３人の子どもの面倒をよく見た。 

(2) 派遣社員になったきっかけ 
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G さんは，41 歳のとき，会社から独立してフランチャイズ店を開くように勧められて，

靴販売店を開業した。しかし，思うように売り上げが伸びず，３年後に閉店を余儀なく

された。退職金や正社員のときに蓄えた貯金は，店の開店資金・運営資金のために使い

果たしてしまった。 

G さんは，地元で家族を養える仕事を探したが，家族を養えるような条件の求人はほ

とんどなく，あっても１件に何十人もの応募者が殺到する状況で，なかなか仕事は決ま

らなかった。妻がパートに出て家計を助けるようになったが，家族の生活は非常に苦し

くなった。そのころ，長男が公立高校に推薦入学で合格したが，G さんは，その入学金

を支払うために，親戚から借金をせざるを得なかった。 

そんな状況のもとで G さんが見つけたのが，大手自動車会社の栃木県にある工場で勤

務する派遣社員の求人であった。G さんは，面接で，正社員のときと同じくらい稼げる，

長く働ける仕事だ，などと説明されて，就職することに決めた。 

(3) 派遣先での労働実態 

G さんは，郷里の家族にできるだけ多く仕送りするために，残業も休日出勤も積極的

にこなしたが，それでも 300 万円程度の年収しか得られなかった。G さんは，自分の生

活費をできるだけ切り詰めて，収入の過半を家族への仕送りに充てていた。 

そのころ，長女が実家の近くにある私立高校に進学することになった。公立高校は実

家から遠く通学に難があること，公立高校より私立高校の方が進学率も就職率も高く，

長女のデザイナーになりたいという夢の実現にも繋がるだろうという配慮からであっ

た。 

G さんからの仕送りと妻のパート収入とで，なんとか子どもの学費をやり繰りするこ

とはできたが，家族の生活に余裕はなく，貯金をすることはできなかった。 

(4) 「派遣切り」が子どもの生活に及ぼした影響 

2009 年 10 月ころ，長男が地元の公立大学への推薦入学を決めた矢先に，G さんは，

年内で解雇になると告げられた。そのころから残業や休日出勤もほとんどなくなり，G

さんの月収は 20 万円以下に落ち込んだ。解雇された後の収入は，15 万円程度の失業手

当だけだった。 

G さんは，食事を１日１食に抑えるなど極端に切り詰めて，失業手当の大部分を家族

への仕送りにあてた。 

しかし，長男の大学の入学金が支払えず，その支払いのために親から借金せざるを得

なかった。また，長男の高校の学費も支払えず，長男は，自分でアルバイトをして学費

を支払った。 

さらに，長女の高校の学費も滞納し，学校から，このまま滞納すると退学になると通

知された。G さんは，兄弟から借金して，滞納した学費を支払った。長女は，家計を助

けるためにと，放課後のアルバイトを始めた。 

次男が春から進学する中学校指定の学生服やバッグを買うお金もなく，長男や長女が

入れてくれたアルバイト料のおかげでようやく捻出できた。 

(5) 現在の家族の生活状況 

G さんは，現在，派遣先である大手自動車会社に対し，直接雇用を求める裁判をたた

かっており，新たな就職先は，まだ決まっていない。G さんは，現在も出費をぎりぎり
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まで切り詰める生活を続けている。 

妻はパートを続けているが，現在の職場でシフトを増やすことも，別の仕事を見つけ

ることも困難で，収入を増やせる見込みはない。 

G さんもその妻も，困窮した生活から抜け出す展望を持てていない。 

長男は，大学で保育士資格を取って，保父になりたいという夢を持っていたが，家族

の生活を助けるために，大学を辞め，保父になる夢もあきらめた。現在は，複数のアル

バイトを掛け持ちしながら正社員の口を探して就職活動を行っている。しかし，地元に

正社員の求人はほとんどなく，まだ就職先は決まっていない。 

高校３年生の長女は，G さんが「派遣切り」にあう前は，高校卒業後，洋服のデザイ

ナーになるために専門学校に行きたいと言っていたが，現在は就職を希望している。長

女は，条件を絞らずに広く正社員の口を探しているが，内定はもらっていない。長女に

よれば，青森では，就職を希望する高校卒業者の半分近くが就職できない状況で，就職

を希望するクラスメイトの大半が内定をもらっていないとのことである。長女は，現在

も放課後のアルバイトを続けて家計を助けている。 

中学１年生の次男の学費や部活の費用は，長男と長女が家計を助けてくれているおか

げでなんとかまかなえているが，今後，次男が高校や大学に進学しようとしても，進学

塾に通わせるまでの余裕はないし，進学費用を捻出する当てもない。 
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第２章 要因論と問題状況 

 

第１節 総論 

 

 OECD 諸国で，わが国だけが所得再分配前に比して所得再分配後の子どもの貧困率が上昇

するという逆転現象が生じている（OECD：Growing Unequal? Income Distribution and 

Poverty in OECD Countries，2008）。 

 所得再分配とは，税については累進課税をとり，社会保障については低所得層などに手

厚く給付して，富裕層から貧困層に所得移転させて，貧富の差を緩和させて公平をめざす

ものである。 

 そうであるのに，わが国では，税・社会保障による所得再分配によって，貧困状態にあ

る子どもが増えて，不公平が大きくなっていく。本来貧富の差を緩和させて公平を目的と

する制度が，反対に機能しているため，「逆転現象」と呼ばれる。 

 他の OECD 諸国では，税と社会保障によって子どもの貧困がなんかしら改善しているのに，

わが国では，逆に税と社会保障によって貧困状態にある子どもの貧困が悪化している。つ

まり，わが国の子どものいる世帯は，手当，医療給付などの社会保障給付を受け取っても，

働いたりして稼いだ所得から税金と社会保険料を支払うことで，貧困に陥る世帯が増えて

しまうのである。 

 国と地方自治体では，もともと子どものいる家庭に対する給付が乏しかった。 

 また，わが国の労働と社会保障・教育は，終身雇用，企業福祉，新卒定期一括採用，公

共事業による特殊な構造をとっていた。つまり，家族の典型的なあり方として，夫が正社

員として働き，企業福祉の恩恵を受けながら正社員としての給与所得を得て，妻が専業主

婦ないしはパート労働で家計を守り，教育費を子どもにつぎ込んでいくという構造である。

子どもは，学校において画一的に競争させられて，企業において新卒定期一括採用により

正社員として就労していく。そして，企業で OJT により訓練を受けながら，定年まで終身

雇用で働く。その中で，国・地方自治体は，人々が勤める企業に対して公共事業や助成を

することでそのシステムを支えてきた。 

 企業を通じて間接的に支えるシステムをとったことで，稼働層に対しては社会保障が市

民に直接給付されにくいものに構成されていった。 

 このシステムに乗らない稼働層は，貧困に追いやられることとなった。その典型が母子

世帯である。 

 さらに，経済のグローバリゼーションと構造改革路線の中で，労働については規制緩和

によって非正規労働が拡大していき，稼働層に対して脆弱な社会保障はさらに給付削減・

負担増が進み，教育の私費負担が拡大していった。そのことで，正規就労を軸としたモデ

ルに乗らない稼働層が急増していったため，稼働層，特に子どものいる家族に貧困が拡大

していった。非正規労働の拡大は特に子ども・若者に多いが，非正規労働者は企業の教育

システムに乗りにくく，不安定・低賃金の非正規労働から抜け出しにくいものとなってい

る。 
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 また，家庭で養育が困難になった子どもに対する支援としての社会的養護では，他の福

祉分野と考え方が異なり，施設中心の構成となっている。さらに高校就学，大学就学での

不利も大きく，進学率も低く，将来の選択肢が狭められている。 

 本章の後半では，「傷つきやすい子どもたち」というテーマで，特に支援を要する子ども

たちの問題をとりあげている。2009 年 10 月の日弁連イギリス調査で，子ども若者支援を

行うコネクションズの相談員が，特に支援を要する子どもについて，「vulnerable」と表現

していた。ここではその表現にならい，「傷つきやすい」との訳語をあてたものである。 
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第２節 労働～不安定・低賃金労働の拡大 

 

１ 失業率・就職率の悪化 

 長引く不況のもと，失業率は高止まりの状態が続いている。昨今失業率の改善の傾向も

伺われたが，リーマンショック後再び失業率は上昇に転じている。2010 年５月時点で失業

率は 5.2％にまで達している。そして若年層の失業率は他の年代に比して高水準にある。

2010 年５月時点の「15～24 歳」の失業率は 10.3％にまで達している（総務省統計局「労

働力調査」）。 

 高卒・中卒者の就職率も極めて悪化している。厚生労働省「平成 21 年度高校・中学新卒

者の就職内定状況等（平成 22 年３月末現在）について」によると 2010 年３月末現在では，

高卒新卒者の就職内定率は 93.9％で，前年同期を 1.7 ポイント下回り，中学新卒者の就職

内定率は 52.0％で，前年同期を 11.3 ポイント下回っている（1990 年度高卒 99.2％・中卒

95.3％）。高卒・中卒者に大変厳しい雇用環境となっている。 

 

２ 拡大する非正規労働 

 雇用形態別の雇用数を見ると，1998 年以降，正規労働者が減少する一方でパート・派遣

等の非正規労働者が急増する「非正規代替」が拡大している。雇用者に占める非正規労働

者の割合は 1985 年には 16．4％であったのが 2008 年には 34．1％（1760 万人）に達して

いる（総務省統計局「平成 21 年労働力調査年報（詳細集計）」）。 

 この非正規労働者割合はこれから社会に出る若年労働者において高い。企業が若者を不

安定・低賃金の労働力としてしか扱っていないと評価せざるを得ず，高い失業率とともに

若年層の将来への希望・展望を奪う事態となっている。 
 

 
（総務省統計局「平成 21 年労働力調査年報（詳細集計）」） 
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 非正規労働者割合は女性において高い割合を占める。いわゆる家計補助的労働としてパ

ート等に従事する女性労働者も確かに存するが，シングルマザーなど家計の担い手として

非正規労働に従事する女性労働者が増加している。 

 

３ 「派遣切り」による派遣労働者数の減少 

 非正規の職員･従業員を雇用形態別にみると，パート・アルバイトが 1153 万人（22.6％）

と も多く，次いで契約社員・嘱託が 321 万人（同 6.3％），労働者派遣事業所の派遣社員

が 108 万人（同 2.1％）などとなっているが，前年と比べると，労働者派遣事業所の派遣

社員が 32 万人の減少となり，比較可能な 2003 年以降初めての減少となっている。 

 これは「派遣切り」が急激に進行した結果であり，非正規労働の中でも特に派遣労働者

の地位が不安定なものであることがわかる。 

 

４ 年収 

(1) 正規労働者と非正規労働者の賃金格差 

正規労働者と非正規労働者の年収を男女別にみると，男性の正規の職員・従業員は 300

～399 万円が 2009 年平均で 20.2％と も高く，次いで 400～499 万円が 17.1％，200～

299 万円が 15.4％などとなっている。一方，非正規労働者は 100～199 万円が 30.6％と

も高く，次いで 100 万円未満が 25.9％などとなっている。女性の正規労働者は 200～

299 万円が 28.4％と も高く，次いで 300～399 万円が 20.5％などとなる一方，非正規

労働者は 100 万円未満が 48.1％と も高く，次いで 100～199 万円が 37.2％などとなっ

ている。週間就業時間が 35 時間以上の非正規労働者を男女別にみると，男性は 100～199

万円が 29.9％と も高く，次いで 200～299 万円が 29.5％，300～399 万円が 16.2％な

どとなり，女性は 100～199 万円が 51.9％と も高く，次いで 200～299 万円が 24.5％

などとなっている。 

正規労働者と非正規労働者の間には賃金格差が大きくある。また男女賃金格差は正

規・非正規の就業形態を問わずに存在していることが分かる。特に 35 時間以上勤務し

ているにも関わらず年収が

200 万円以下に留めおかれ

ている割合が高いことは

「働く貧困層」が拡大して

いることを裏付けるもので

あり 低賃金の引き上げが

急務である（総務省統計局

「平成 21 年労働力調査年

報（詳細集計）」）。 

(2) 非正規労働に依拠する

世帯の増加 

非正規労働はこれまで

家計補助的なもの，あるい

は学生バイトとして低賃金 （総務省統計局「平成 21 年労働力調査年報（詳細集計）」）
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労働に位置付けられてきたが，企業が正規労働者から非正規労働者に置き換えを進める

中で非正規労働により家計を担う労働者が増加している。２人以上の世帯において非正

規労働者が世帯主であった割合が，2002 年には 14.5％であったのが 2009 年には 18.5％

にまで増加している。 

 

５ 不安定な細切れ雇用 

 非正規労働の多くは有期労働契約であり，常に雇い止めと背中合わせにある不安定な細

切れ雇用である。そして使用者による雇い止めがなされれば，労働者は直ちに収入の途を

絶たれることとなる。 正規労働者については10年以上の就業期間の労働者割合は49.4％

であるのに対し，契約社員では 10.5％，パートタイム労働者では 13.1％に過ぎない。逆に

就業期間が５年未満であるものの割合は契約社員では 75.3％，パートタイム労働者では

63.7％にも及んでいる（2009 年「厚生労働白書」）。 

 非正規労働者の多くは，いつ雇い止めにされるか分からないという不安定な状態で就労

をしなければならないのである。 

 

６ 職業訓練の格差 

 従来の日本型経営では，就職後に主として企業内 OJT により職業訓練がなされるのが一

般的であった。その結果，大学に至るまでの教育課程では職業訓練の機会は与えられない

まま社会人となることが一般的であった。しかし，企業が非正規労働者に対し職業訓練を

実施する割合は低い。非正規労働者はしばしば，企業内職業訓練を受けることができない

まま雇い止めとなり，未熟練労働者のまま新たな就業先を探さざるを得ないという悪循環

が起こっている。厚生労働省職業能力開発局「能力開発基本調査」（2008 年度）によると

正規労働者は 76.6％が業務外の教育訓練（研修）が行われ，59.4％が計画的なオンザジョ

ブトレーニングを受けているのに対し，非正規労働者はそれぞれ 35％，23.8％に留まって

いる。 
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第３節 社会保障 

 

第１ ナショナルミニマムの崩壊 

１ ナショナルミニマムとは 

 ナショナルミニマムとは，直訳すれば「国民的 低限」となる。要するに，国家が国民

に保障する 低限度の生活水準のことである。 

 生活保護法が，生活保護制度が憲法第 25 条の理念を現実化し国民の 低生活を保障する

と述べている（法１条）ことからも明らかなとおり，わが国の法体系において，ナショナ

ルミニマムの具体的・直接的なあらわれは，生活保護基準である。生活保護基準は事実上，

国民健康保険料の減免基準，介護保険料・同利用料・障害者自立支援法における利用料の

減免基準，公立高校の授業料の減免基準等，様々な制度ないし基準に直接または間接的に

連動しており，まさにナショナルミニマムと呼ぶに相応しい。このナショナルミニマムが，

近年崩壊しつつある。 

 また，ナショナルミニマムはより広義に，住宅・教育・保育・医療・介護などの基本的

生活維持機能や環境・文化・税制・公共施設など，生活に関連するものを含む概念として

用いられることもある。こうした広義のナショナルミニマムについても近年切り下げが進

んでおり，子どもの貧困問題に深刻な影響を及ぼしている。 

 

２ 社会福祉基礎構造改革 

 1990 年代以降，社会福祉基礎構造改革が推し進められた。「措置から契約へ」「利用者の

自己決定権」という金科玉条の下で，社会保障分野へ市場原理が次々導入された。1997 年

には高齢者福祉分野において介護保険法が成立し（2000 年施行），事業者との直接契約，

サービス利用利用区分の認定，受けた介護サービスに応じた負担（応益負担）などの仕組

みが導入された。なお，同様の仕組みは障がい者福祉分野にも導入され，2003 年の支援費

制度の導入を経て，2005 年には障害者自立支援法が成立した（2006 年施行）。 

 その中で強調されたのは，「国民の自助努力」という言葉であり，その裏では国の責任の

後退と給付内容の抑制が進められた。 

 また，社会福祉基礎構造改革の総仕上げとして，2000 年には社会福祉事業法，身体障害

者福祉法など「福祉八法」が次々改正されたが，社会福祉基礎構造改革法案に対する国会

附帯決議では「生活保護の在り方について，十分検討を行うこと」との指摘がなされた。

こうした背景の下，次項以下で述べる「骨太の方針」2003 年版をきっかけに，生活保護基

準にもメスが入ることになった。 

 

３ 「骨太の方針」とは？ 

 通称「骨太の方針」とは，2002 年から 2006 年の「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針」をいう。なお，第１弾の 2001 年は「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革

に関する基本方針」との名称であり，2007 年以降は「経済財政改革の基本方針」との名称

であったが，2009 年が 後となった。経済財政諮問会議が 2001 年に内閣府に設置され，

基本方針を発表し，閣議決定されてきたのであるが，2009 年の民主党への政権交代により
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役割を終えることとなった。骨太の方針という呼び方は，この経済財政諮問会議の基本方

針を，当時の小泉内閣総理大臣がそのように呼んでいたことから，定着したものである。 

 この骨太の方針の中で，特に福祉と関係が深いものは，奇しくも 2001 年４月に小泉純一

郎が第 87 代内閣総理大臣となり，2006 年９月に第 89 代内閣総理大臣として総辞職した期

間に重なっている。この間「骨太の方針」という言葉が「聖域なき構造改革」「三位一体改

革」等とともに度々キャッチフレーズ的に用いられていたことは，未だ記憶に新しい。 

 

４ 骨太の方針がもたらしたもの 

 そもそも骨太の方針の目的は福祉施策の充実ではなく，破綻の危機に瀕する国家財政の

再生，回復を目指したものである。この方針の背景にあるのは，いわゆる新自由主義とい

われるものである。新自由主義とは，市場原理主義の経済思想に基づく，小さな政府推進，

均衡財政・福祉・および公共サービスの縮小，公営事業の民営化，経済の対外開放，規制

緩和による競争促進，労働者保護廃止などを追求する経済政策である。端的に言えばあら

ゆる分野への競争原理の導入である。骨太の方針 2001 には，「医療，介護，福祉，教育な

ど従来主として公的ないしは非営利の主体によって供給されてきた分野に競争原理を導入

する」とあり，社会福祉基礎構造改革の路線をより露骨に強調している。 

 しかし，骨太の方針では，競争原理の導入によって，福祉が本来の目的を達成できなく

なる場合については，ほとんど考慮されていなかった。そこにあるのは，ひたすら合理化，

効率化を求め，福祉を無駄と決めつけて，歳出を削減しようとする姿である。その結果，

福祉サービスを利用したくてもできない層を大量に生み出し，経営基盤を揺るがされる事

業者も続出，福祉サービスは質・量とも低下し，さらにその陰で福祉職従事者の労働条件

も劣悪化していった。 

 

５ ナショナルミニマムの切り下げ 

 2003 年６月 27 日に閣議決定された「骨太の方針 2003」では，財政対策を目的とした生

活保護費抑制のための制度「改革」が必要であるとの課題が設定され，「老齢加算等の扶助

基準など制度，運営の両面にわたる見直しが必要である」との具体的言及があった。これ

を受けて同年８月に設置された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」での議論を

経て，2004 年４月から生活保護の老齢加算が段階的に削減廃止された。1950 年の現行生活

保護法施行から 50 年余り，ナショナルミニマムの現れである生活保護基準が初めて切り下

げられた瞬間であった。 

 生活保護基準の切り下げはその後も続き，2005 年から 2009 年にかけて，母子加算も順

次削減廃止された。また，2007 年 10 月には厚生労働大臣の私的諮問機関として「生活扶

助基準に関する検討会」が突如立ち上げられ，僅か１か月半の検討で生活扶助基準につい

て見直しの方向性が示された。あまりにも拙速かつ露骨な基準切り下げの動きに各方面か

ら大きな批判の声が上がり，結局生活扶助基準についての見直しは棚上げになった。 

 

６ 骨太の方針 2006 のインパクト 

 骨太の方針 2001～2004 は，集中調整期間として不良債権処理等を主な目的としていた。

これに対し，骨太の方針 2005，2006 は，重点強化期間とし，成長基盤を重点的に強化する
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こととされていた。社会保障費削減の流れを受け，骨太の方針 2006 は，各所に数値目標を

折り込んだのが特徴である。歳出の自然増が見込まれていた部分について，５年間で 1.1

兆円，１年間で 2200 億円の削減を明示し，ありとあらゆる社会保障費を広く減らしていく

という方向性を定めた。 

 骨太の方針 2006 は，それまでの概括的な「方針」を超えて，個別の削減対象または国民

の負担増加を明示したり，あるいは，数値目標の明示に踏み切ったりしたのである。骨太

の方針 2006 は，社会保障についての総論で，「今後とも高齢化の進展等に伴い，社会保障

給付については大幅に増加し，そのための保険料・税負担も大きく増大していくことが見

込まれる」「こうした中，（社会保障）制度自体の持続可能性・安定性を確保していくこと

が何より重要」「セーフティネットとして求められる水準に配慮しつつ，給付の伸びを抑制

することが必要となる」「また高齢化の進展等により今後増加が見込まれる社会保障につい

ても，国民の理解を前提としつつも一定の歳出の抑制努力は避けられない」と述べる。 

 各論で削減対象，負担増加として書かれているのは，たとえば，失業等給付の国庫負担

についての廃止を含む見直し，生活保護基準の見直し，生活保護母子加算の廃止，介護保

険料の増大，介護サービスの内容，範囲，介護報酬の見直し，医療保険についてサービス

の内容，範囲，診療報酬の見直しといったものである。「見直し」はそもそも歳出削減のた

めに行われるのであるから，「見直し」とはすなわち切り下げを意味する。 

 つまり，骨太の方針 2006 は，ナショナルミニマムを完全に形骸化させ，ありとあらゆる

社会保障制度を切り下げることにその本質があったのである。 

 

７ 骨太の方針 2009 とその後 

 ナショナルミニマムの切り下げ，形骸化に対しては多くの批判を浴び，裁判も次々提起

された。これらの国民の声，弱者のあまりにも過酷な実態を受け，国は，骨太の方針 2009

において社会保障費の自然増を認めるなど，それまでの骨太の方針の流れを一部修正した。 

 さらに 2009 年夏の政権交代によって子育て，教育，年金，医療をマニフェストの柱とし

て掲げる民主党中心の連立政権が発足し，母子加算の復活や子ども手当の創設など，一定

の方針転換が見られた。 

 国民の生活を見ない無理な社会福祉抑制政策は，もはや破綻したことを国が認めざるを

得なかったといえよう。 

 他方，2009 年 12 月からは厚生労働省内にナショナルミニマム研究会が立ち上げられ，

貧困の概念，消費支出等にあらわれない貧困の実態や生活保護の捕捉率（生活保護の対象

になりうる世帯のうち実際に生活保護を受給している世帯の割合）調査などがなされた。 

 同研究会は 2010 年６月に発表した中間報告において，「子どもの貧困への適切な対応を

怠ると，将来における貧困の拡大や格差の固定化を招き，経済成長に負の影響を及ぼすこ

とにもなるため，ライフサイクルに即した予防的な施策により子どもの貧困を解消し，貧

困の連鎖を遮断することが求められている」「今後は社会保障を『コスト』ではなく『未来

への投資』として位置づける必要がある」等明記した。画期的な記述といえよう。 

 また，同研究会は「貧困・格差に起因する経済的損失の推計」検討チームを設け，その

中間報告では，職業訓練を 18 歳から 19 歳まで２年間実施する場合と 30 歳から 34 歳まで

の５年間実施する場合では，男女とも圧倒的に前者のほうが費用対効果が高いとの試算結
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果が発表された。就労支援についても早期支援が極めて重要であることは常識であるが，

国がこうした試算を行うようになったことは大きな第一歩である。 

 

８ 地域主権推進一括法案 

 ナショナルミニマム研究会発足により，社会福祉の再構築，ナショナルミニマムの維持

が模索されている一方で，別の方面からの懸念もある。すなわち，骨太の方針が目指した

のは，社会福祉の削減だけではなく，地方分権もあった。その到達点は道州制である。そ

の露払いとしての，地方への権限委譲，財源委譲は，骨太の方針を貫く柱として維持され

てきた。これは，自民・公明の連立政権下のみならず，民主党中心の連立政権でも維持さ

れている。一見すると，地域主権と社会福祉は関係がないように聞こえる。しかし，地域

主権の具体化が地域主権推進一括法案である。同法案は，国の地方に対する規制を緩和す

るものである。それ自体は，地方の実情に合わせた政策の選択を可能とするものであり，

望ましいと言えよう。しかし，社会保障の分野についても地方に権限を委譲し（第一次法

案），また，財源をも委譲しようというものである（第二次法案・予定）。同法案は，地域

の社会福祉政策の選択によっては，切り下げを可能にする法案なのである。 

 同法案には，ナショナルミニマムの維持についての議論が不十分なまま，ナショナルミ

ニマム維持のための規制をも緩和しているものもある。たとえば，同法案は，国が，児童

福祉施設（保育所）の 低基準として定めていた基準を，各都道府県知事が条例で独自に

定められるように改正している。保育所定員の超過入所の規制緩和による「詰め込み保育」

が問題化したり，認可保育所での死亡事故が大幅に増加したりするなど，ただですら低か

ったといえる基準について，さらに条例で切り下げを可能にするものなのである。トイレ

や耐火基準，避難施設などの基準は，子どもの保育所での生活や安全に関わるものである

にもかかわらず，「参酌すべき基準」として扱われ，厚生労働省令を参酌さえすれば，地方

が自由に定めることが可能になるのである。地方財政逼迫の折，社会保障が削減されるお

それをぬぐい去ることはできない。 

 ナショナルミニマム研究会の中間報告でも，「『地域のことは地域の住民が責任を持って

決めることができる』という地域主権の実現は積極的に図られるべきであるが，あくまで

もナショナルミニマムに上乗せされる形で地方の独自性が発揮されなければならない」と

し，議論が不十分なまま，地域主権がナショナルミニマムの切り下げにつながることがな

いよう指摘している。また，「国の定めるナショナルミニマムは地方自治体の判断で下回る

ことのできない 低基準であり，地方自治体の独自性や裁量はナショナルミニマムを上回

る部分についてのみ認められる。ナショナルミニマムの保障は，地方自治体や企業等と適

切な役割分担をしつつも， 終的には国の責任で確保すべきものである」とも指摘し，ナ

ショナルミニマムが国の責任であることを確認している。地域主権とナショナルミニマム

の維持とが，上手くバランスが取れるよう，将来に禍根を残さない十分な議論が必要であ

る。 
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第２ 保育の状況 

１ 保育の意義及び保育の公的保障責任 

 保育とは，就学前（乳幼児期）の子どもが，安心かつ安全に生きていくこと及び成長発

達していくことを保障するための営みをいう。保育においては，安心かつ安全に生きてい

くというための養護的な機能と成長発達していくことを保障するという教育的機能の二つ

の機能が結びついていると言える。 

 憲法 13 条，25 条，26 条及び子どもの権利条約によって，子どもには保育を受ける権利

が保障されている。憲法の理念を受けた児童福祉法では，国及び自治体が，保育を必要と

している子どもついて，責任をもって保育所に入所させ，保育を実施しなければならない

こと，すなわち，国及び自治体の保育の公的保障責任を規定している。 

 

２ 子どもの保育の状況及び保育施設の状況 

(1) 就学前の子どもの保育状況 

2008 年度の年齢ごとの状況は，ゼロ歳児では，保育所が 8.0%，家庭等が 92.0%で約９

割が家庭等で保育を受けている。 

1,2 歳児は，保育所が 27.4%，家庭等が 72.6%，３歳児では，保育所が 40.8%，幼稚園

が 39.8%，家庭等が 19.7%となっている。 

４歳児以上では，保育所 40.8%，幼稚園 55.8%，家庭等が 3.4％であり，幼稚園在籍園

児が保育所入所児童数を上回る。 

(2) 保育施設の状況 

保育施設には，保育所（認可保育所，認可外保育施設），幼稚園，2006 年 10 月から開

始された認定こども園等がある。 

保育所は児童福祉法 39 条による児童福祉施設であり，幼稚園は学校教育法 22 条によ

る就学前の教育施設である。前者は厚生労働省の所管，後者は文部科学省の所管である。 

認可保育所は，児童福祉法に基づき自治体が設置を認可した施設である。公立の認可

保育所と社会福祉法人などの運営による私立の認可保育所とがある。 

認可外保育施設は，自治体による認可を受けずに，保育所と同様の保育事業を行う施

設である。 

2009 年３月 31 日現在の認可保育所数は 22,933 か所，認可外保育施設数は 7284 か所

である（厚生労働省「認可外保育施設の現況（平成 21 年３月 31 日現在）」）。   

東京都は，2001 年，認証保育所制度を発足させている。認証保育所とは，東京都の設

定した独自の基準を満たして設置された保育施設であるが，あくまで認可外保育施設で

ある。「東京都認証保育所実態調査結果報告書」（2004 年７月）によると，利用者の満足

度の調査において，利用者が不満に感じていることとして，園庭がない 53.2%，保育料

50.7％，保育スペース 29.3%となっている。 

(3) 認可保育所の推移 

認可保育所定員は 2008 年４月時点で約 212 万 1000 人であったが，2009 年４月におい

ては約１万 1000 人増加し，約 213 万 2000 人となった。認可保育所の施設数は，２万 2925

か所で前年から 16 か所の増，うち公立認可保育所は 11,008 か所，私立認可保育所は

11,917 か所である（厚生労働省「保育所の状況（平成 21 年４月１日）等について」）。 
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16 か所の施設増加であるにも関わらず，入所定員が約１万 1000 人も増加しているの

は，入所定員を弾力化し，子どもの詰め込みを行っている結果であると言える。 

認可保育所数は全体として微増にとどまっており，増加は私立の認可保育所の増加に

よるものである。公立の認可保育所は 1994 年から 2008 年の 15 年間で 2355 か所減少し

ている。公立保育所の廃止・民営化・民間委託により私立への切り替えの傾向が明らか

となっている。 

 

３ 認可保育所の最低基準とナショナルミニマム 

(1) 認可保育所の 低基準 

現在の認可保育所の 低基準は，憲法 25 条を受けたものであり，1948 年の敗戦直後

の大変貧しい日本の経済状態を反映した，非常に低い水準の基準である。 

現在の保育所の 低基準は，具体的には，例えば，子ども１人に必要とされる面積に

ついては，ロッカーや机イスの配置や保育士の存在は含まれていない。現行基準２歳児

６人と保育士１人に保障されるスペースは 11.88 ㎡（約７畳）にすぎない。ここに必要

な生活用具やおもちゃを配置し，食べる，寝る，遊ぶなどすべての生活をすることを求

めている基準である。 

厚生労働省は保育所の 低基準の在り方について調査研究を委託，2009 年３月にその

研究報告がまとめられている。報告書では，保育所保育指針を踏まえて，寝ることと食

べることを分離する必要性から，２歳児以上については，2.43 ㎡以上が 低限必要であ

り，これに遊び等の面積が確保されるべきと報告している。現行の水準は諸外国と比較

しても低レベルとも指摘されている。 

(2) 低基準の果たす役割 

認可保育所の 低基準は，憲法 25 条を受けて，子どもに「健康で文化的な生活を保

障するについて必要な 低限の基準」である。この基準が戦後の貧しい中の実現可能な

低い基準であったことから，都道府県に基準を超えて，向上させることや，厚生労働大

臣に向上させることを求めている（児童福祉施設 低基準３条）。 

前記のように現在の 低基準は低レベルの基準ではあるが，これを国の水準確保とし

て示していることで，どの地域の保育所でも子どもたちに格差のない形で保育を提供す

るための役割，保育水準のナショナルミニマムとしての重要な機能を有している。後記

のように，認可外保育施設で高い確率で死亡事故が発生している状況からすると，保育

所内での子どもの事故を防止するという観点からも重要な基準であるとも言える。 

 

４ 保育所での死亡事故 

 厚生労働省は 2009 年になって初めて保育所での死亡事故の件数を公表した（厚生労働省

「保育施設における死亡事例について」）。 

 2004 年４月から 2009 年 11 月までの過去５年間の保育施設における死亡事故件数は，認

可保育所が 19 件，認可外保育施設が 30 件であった。 

 認可保育所数と認可外保育施設数の比が 2009 年３月 31 日の設置数の比で約 3：1 である

にも関わらず，認可外保育施設での死亡事故件数が多いという実態が明らかとなった。 

認可外保育施設に入所する子どもたちが認可保育所に入所する子どもたちよりも，圧倒的
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に死亡事故の危険にさらされている現状であると言える。 

 

５ 認可保育所の入所基準「保育に欠ける」の要件 

 保育所実施基準は各市町村で異なるが，保護者が月 20 日以上，８時間以上就労を常態す

る場合（いわゆるフルタイム），保護者が病気や障がいを有するため保育出来ない場合など

が，児童福祉法 24 条の「保育に欠ける」場合として入所の優先順位が高いという運用とな

っている。 

 そのため，非正規の短時間労働者，自営業の子ども，求職中の親の子どもの認可保育所

への入所が特に困難である。この層の多くは所得が不安定であり，働かなければならない

差し迫った状況にあるが，保育料の負担が少ない認可保育所に入所が困難となっているの

である。 

 

６ 待機児童問題 

(1) 待機児童数の推移 

2009 年 10 月１日の待機児童数は 46,058 人，前年同月より 5874 人増加した（厚生労

働省「保育所入所待機児童数（平成 21 年 10 月）について」）。背景には，不況の深刻化

の中での共働き世帯の増加がある。 

従来，厚生労働省では，「認可保育所に入所申請を出していながら，入れず待機して

いる児童の数すべて」を待機児童と定義していた。しかし，2001 年度の統計により定義

を変更した。新定義は「入所申請をした保育所に空きがなく，待機している児童のうち，

自治体が助成している認可外保育施設や保育ママに在籍する児童及び第１希望以外の

通える範囲内にある認可保育施設を辞退している児童を除いた数」とした。しかしなが

ら，児童福祉法 24 条では，市町村には「保育に欠ける」児童については，責任をもっ

て認可保育所に入所させ，保育を保障しなければならないことを規定しており，同条の

規定からすると，待機児童とは旧定義によりカウントされるべきものである。 

前記の定義に問題があること，潜在的な需要をも考慮した待機児童数は数十万人であ

るとの報道もなされている。 

(2) 待機児童問題の深刻な局面 

2009 年３月に行われた全国保育団体連絡会の「入りたいのに入れない 保育所ホット

ライン」には 126 件の相談が寄せられた。「家に子どもをおいていって仕事に行ってい

る」と涙ながらに訴えた母親もいた。「父親の仕事が不安定，体調も良くないのでパー

トでもなんでも働きたいが認可保育所に入れない。就職活動をしても，保育所が決まら

ないと採用してくれない。認可外保育所は保育料が高くて入れない」という切実な訴え

がなされた。 

認可保育所に入所できない，認可外保育施設も保育料が高くて入所させられない。そ

のため，子どもだけで日中や夜間に留守番をさせ，親が働きに出るというケースも把握

は出来ていないが，数多く存在するのではないかと思われる。 

(3) 待機児童問題の地域格差 

待機児童の地域分布をみると，全待機児童の８割は首都圏，近畿圏の７都道府県及び

他の政令指定都市及び中各地に集中している。 
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逆に，過疎化の進んでいる地方では少子化と過疎化のため，保育施設の統廃合が進行

中である。統廃合のため，遠方の保育施設に預けなければならず，子どもや親に移動の

負担が生じている。 

(4) 認可外保育施設利用率が全国一の沖縄県 

沖縄の保育の現状は，全国的に見ても，極めて厳しい状況にある。 

沖縄県内の待機児童率は 2009 年度で 5.9％であり，全国の都道府県の中で 悪の値と

なっている。同年度の日本全国の待機児童率は 1.24％であり，沖縄県内の待機児童率は

日本全国の値の５倍近くとなっている。この点，1995 年度から 2008 度までの沖縄県内

の待機児童率と日本全国の値の比率を見ても，一貫して，前者が後者の約５倍程度とな

っている。 

また，沖縄県内の認可外保育施設に入所している児童の割合（認可外保育施設利用率）

は 2009 年度で 34.9％であり，日本全国の認可外保育施設利用率の値である 8.0％の４

倍以上となっている。すなわち，沖縄の保育は，認可外保育施設がその多くを担ってい

ることになる。 

さらに，沖縄県内の認可保育所，認可外保育施設での子どもの死亡事故が 1987 年度

から 2010 年６月末までの 23年余で 20件あったことが明らかになっている(2010 年７月

１日琉球新報記事)。すなわち，沖縄県内では，ここ 23 年余の間，１年に約１件，保育

施設での死亡事故が発生していたことになり，他都道府県と沖縄県の子どもの人口比を

考えると，突出して高い死亡事故率であるといえる。なお，事故の詳細が残されている

1993 年度から 2010 年６月末までの 17 年間の死亡事例 13 件のうち，11 件が認可外保育

施設で発生し，２件は認可保育所で起きており，認可外保育施設での死亡事故の割合が

非常に高いことが分かる（前掲記事）。 

 

７ 保育所の保育料 

(1) 認可保育所の保育料は自治体が保護者から徴収することとなっており，保育料は自

治体が独自の金額を決定している。保育料の基準金額は子どもの年齢と保護者の所得に

よって決まり，住民税課税額をもって保護者の所得に応じた保育料が設定されている。

また，低年齢児ほど費用がかさむため保育料が高く，３歳児未満と３歳児以上で保育料

に差が生じている。 

経済的困難のため保育料を支払うことができない保護者もおり，保護者の実態に見合

う柔軟な減免制度もないため，肩身の狭い思いを抱えながら通所をさせている保護者の

姿があり，催促をする保育士が苦悩する場面も増加している。 

(2) 他方，認可外保育施設の保育料は保護者の収入とは無関係に設定されており，また，

国や自治体からの助成も充分ではないため，認可保育所よりも高額な保育料となってい

る。パート等の短時間勤務であれば，認可保育所の入所の優先順位が低く，認可保育所

に入所できない状況があるため，やむを得ず認可外保育施設を利用しているケースもあ

る。しかし，パート代の大半が保育料に消えるという本末転倒な結果を生じることも多

い。 

認可外保育施設の費用の負担感の大きい非正規雇用の低所得者層の保護者が，負担感

の少ない認可保育所の利用が難しいという現状がある。 
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８ 保育士の雇用の不安定化・低賃金化 

 非正規の保育士が大幅に増加している。また，派遣契約で保育所に派遣される保育士も

増えている。 

 保育士の賃金についても， 低賃金とさほど変わらないという自治体も見られる。 

 しかし，子どもの保育の専門家として保育士が果たす役割の重要性は増す一方であり，

高度の知識や経験がますます必要となっている。その背景には，少子化や核家族化が進み，

兄弟や異年齢同士の子どもの触れ合いや葛藤の場が少なく，子どものコミュニケーション

能力を養う場が少ないということがある。また，さまざまな発達に問題を抱えた子ども，

何らかの家庭での問題のしわ寄せを一身に受けて壊れそうになっている子どもがいる。経

済的にも精神的にも余裕のない親も増加している。 

 保育士は，それらの子どもたち１人１人が置かれている状況を的確に把握し，子ども同

士の関係を構築し，貧困状況の中に置かれた子どもについてはその防波堤として役割を担

うことが要求されている。加重・過密労働を強いられ日々疲れている親，経済的に困窮し

て余裕のない親，育児経験が乏しく育児についてアドバイスを得られる状況がなく孤立し

て育児に悩んでいる親，それら親達の応援団としての役割も保育士は担っている。 

 ところが，高度な知識と経験に裏打ちされた保育士の存在がますます必要となるにも関

わらず，保育士の雇用は不安定化し，低賃金化している。それにより，知識・経験不足に

よる保育士の技量不足が起こり，保育士の人員不足によって加重かつ過密な労働が加速す

る。 

 そのしわ寄せを受けるのは誰だろうか。まさに，子どもたちである。 

 子どもたちが安心して安全にすごすべき場所である保育所で，保育士の技量不足や人員

不足によるミスが積み重なることにより，子どもたちの生命・身体の安全が脅かされる危

険性が高まることが強く懸念される。 

 

９ 保育所の財政 

 児童福祉法は保育の実施を保障するため， 低基準を維持するために必要な費用を市町

村が保育所に支払うことを義務付けている。国は基準となる保育所運営費の内容を厚生労

働省の通知で毎年示している。しかしながら，運営費の額が低い水準となっており，低い

単価を積み上げたもので，それだけでは保育所の運営は困難であると指摘されている。 

 構造改革により，2004 年度から公立保育所の運営費が一般財源化された。同時に地方交

付税が削減されたため，自治体の財政状況の悪化により，自治体間で格差が増すことが懸

念されている。 

 保育所運営費をはじめとする国の保育所関係予算の総額は，一般会計予算の 0.4％程度

と大変低く，OECD 諸国の中で数値が判明している 26 か国中日本は 24 位であり，国際的に

みても就学前保育への支出割合は低レベルである。 
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第３ 相談窓口の問題 

１ 子どもの相談窓口 

 子どもの相談窓口として，社会福祉部門における相談窓口として児童相談所（児童福祉

法 12 条２項，11 条１項２号ロ）及び福祉事務所（社会福祉法 14 条５，６項），市町村（児

童福祉法 10 条１項）がある。 

(1) 児童相談所 

児童相談所で相談調査の任に当るのは児童福祉司である（児童福祉法 12 条の３第５

項，13 条３項）。児童福祉司には専門的技術に基づいて必要な指導を行うための資格要

件があり（同法 13 条 2 項），児童福祉司配置標準数は人口５万人から８万人に１人と定

められている（同法 13 条４項，同法施行令２条）。 

しかしながら，児童虐待相談件数が増加し続けており，人口比での配置基準のみでは

対応できず，児童福祉司の不足は顕著な状況である。虐待相談の児童福祉司１人あたり

新規担当件数 10 件が妥当とされているところ，都市部を中心に 20 件を超える都道府県

が多くなり，また平均勤続年数が５年未満の児童福祉司の都道府県も増加しており，業

務過重で専門性の蓄積が困難な状況にある（朝日新聞 2010 年５月 17 日）。 

(2) 市町村 

市町村は，児童福祉に関する相談に応ずるとともに，要保護児童等に対する支援の実

施状況を的確に把握し，通告児童に対する措置が義務づけられている（児童福祉法 25

条７項）。しかしながら，資格要件も配置基準も定められておらず，相談支援，要保護

児童の措置をするための態勢が市町村任せになってしまっており，その支援態勢は市町

村ごとに区々である。 

また，市町村は，乳児のいる家庭の訪問により養育における相談助言等の援助を実施

する乳児家庭全戸訪問事業（いわゆる，こんにちは赤ちゃん事業。同法 34 条の９），要

支援児童宅における養育に関する相談助言等の支援を実施する養育支援訪問事業（同

条），交流場所における子育てにおける相談等の援助を実施する地域子育て支援拠点事

業（同法 34 条の 10）などを実施することができるが，市町村は実施を義務づけられて

いるわけではない。乳児家庭全戸訪問事業は，2007 年度で実施率 58.2％，2008 年度で

実施率 72.2％と上昇しているが，まだ相当数の市町村で実施されていない（厚生労働省

「平成 20 年度生後４か月までの全戸訪問事業及び育児支援家庭訪問事業都道府県別実

施状況」）。また乳児家庭全戸訪問事業では，訪問者の例として「子育て経験者」も入っ

ており，担当者の専門性も確保されているとは言い難く（厚生労働省乳児家庭全戸訪問

事業ガイドライン），子どものいる家庭の問題状況の把握に不十分である。 

(3) 福祉事務所 

福祉事務所は，児童福祉法を含む福祉六法における援護・育成・更生の措置の関する

事務をつかさどり，所を構成する現業員が要支援者に対して面接して生活指導等を行う

（社会福祉法 15 条４項）。福祉事務所の現業員は，社会福祉主事の任用資格があるが，

大学で社会科学系科目３科目を取得しても任用されるもので，その専門性を担保するに

はあまりに不十分である（同法 19 条）。また，現業員の配置標準数は生活保護被保護世

帯の世帯数によって定められている（同法 16 条）。また，生活保護だけでも，教育扶助

受給人員が 2008 年４月の 13 万 1741 人から 2010 年３月には 15 万 3007 人に急増してお



第２章 要因論と問題状況 

- 50 - 

り，母子世帯も９万 1751 世帯から 10 万 3195 世帯に急増している。 

生活保護被保護世帯数を基準とした人員配置をしている福祉事務所においては，失業

者の急増による生活保護受給者の急増に人的体制が追いつかない状況であること，違法

に申請をさせないなどの対応をしている福祉事務所があることなどから，子どもの支援

について，積極的な対応を期待できる状況にはない。 

 

２ スクールソーシャルワーカー（SSWr） 

(1) SSWr 導入の背景 

1980 年代初頭以降，校内暴力，不登校児，教室で繰り広げられるいじめなど，学校生

活を送る中で様々な問題を抱える子どもが増加し，深刻化している。また，1990 年代後

半からは，学級崩壊や，軽度発達障がい児童の顕在化など，新たな課題が続出してきて

いる。 

今までは，教育関係者が子どもに問題の原因があるという病理的アプローチから生活

指導などの対応がなされていたが，問題の解消にはつながっていない。また，そもそも，

これらの問題は子どもの状態を的確に把握して慎重かつ丁寧に対処する必要があるが，

個々の子どもに深く関わる余裕のない現在の学校機関だけでは対処できていないのが

現状である。 

さらに，これら子どもの抱える問題の背後には，家庭における育児困難や育児放棄，

児童虐待などが存在する場合があり，それらの問題に対処することは現在の学校体制の

機能を超えている。こうしたことから，問題の解決のためには学校と地域や諸機関との

連携が必要だと唱えられてきたが，それぞれをつなげる連携役が不在で，連携が必ずし

も効果的になされてきていなかったという実情がある。 

そこで，事態の改善のためには，病理的アプローチとは異なる視点を持って問題に対

処し，関係者間の連携役を担う機関が問題解消のために必要とされている。その役割を

担うのがスクールソーシャルワーカー（SSWr）である。 

(2) SSWr の意義 

SSWr の基本的視点は，子どもが抱える問題の原因は，子ども個人にあるのではなく，

個人と環境の不適合状態，つまり，折り合いが良くない状態に子どもが置かれているこ

とにあるととらえる。その上で，子どもを取り巻く環境に働きかけて折り合いが良くな

い状態を解消することを目的とする。 

具体的には，相談（子どもや保護者から相談を受ける），代弁（子どもや家族の声を

学校関係者等に代弁する），情報提供（子どもや家族に問題解決のための情報提供），調

整（親子間，教師と子ども間，教師と家族間の人間関係の間に立ち，調整する。専門職

間の役割分担の調整をする），仲介（不登校状態にある子どもや軽度発達障がいの子ど

もを持つ保護者等で活動する親の会などと子ども・保護者の仲介をする），家庭訪問（自

ら援助を求めない者に対する働きかけの一つとしての家庭訪問），アドバイス・コンサ

ルテーション（心理・発達面での見立てや諸関係機関に関する学校職員に対する情報提

供等），連携・協働（他の専門職との連携）などを行う。 

(3) SSWr の導入状況 

SSWr は，1986 年，埼玉県所沢市教育委員会における取組みを端緒として，2007 年ま
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でに約 15 の県及び市，特別区で導入された。そのほかに，独自に SSWr を導入している

小学校や中学校もあり，SSWr は着実に現場へ浸透してきているといえる。 

2008 年には，文部科学省が「スクールソーシャルワーカー活用事業」を導入した。こ

れは，地方自治体が行う SSWr に関する研究や実施について，国の委託事業として，国

がその費用の全額を負担するものであり，合計約 15 億円の拠出がされて全国 141 地域

で実施された。もっとも，同事業は，2009 年度から国が費用の３分の１のみを負担する

補助事業へと移行したため，委託事業として取り組んでいた自治体において予算計上が

間に合わず，やむなく SSWr を断念せざるを得ない自治体も現れている。 

 

３ 若者の相談窓口 

 若者を対象とする相談窓口としては，若者の就労支援や職業的自立を主たる目的とする

ジョブカフェ，地域若者サポートステーションなどがある。2010 年４月施行の子ども・若

者育成支援推進法が定める子ども・若者総合相談センターにおけるワンストップ相談など，

近時，総合的な相談支援体制構築の新たな動きがある。 

(1) ジョブカフェ 

ジョブカフェは，都道府県が主体となり，厚生労働省及び経済産業省と連携して，若

者に対する幅広い就職支援メニューをワンストップで提供することを目的としている。

多くの自治体では 2004 年にスタートし，2009 年４月現在全国 46 都道府県 87 か所設置

され，カウンセリング，ハローワークと連携した職業紹介，企業説明会や各種講習会等

が実施されている。ジョブカフェの正式名称は，「若年者のためのワンストップサービ

スセンター」であるが，ワンストップサービスの具体的な内容としては，情報提供，職

場体験，個人相談，就職支援が挙げられ，あくまでも就労支援の枠内でのメニューにな

っている。 

(2) 地域若者サポートステーション 

地域若者サポートステーションは，ニート等の若者の職業的自立を支援するネットワ

ークの拠点となることを目的として設置されている。すなわち，ニート等の若者が職業

的自立に関して抱えている様々な問題を地域全体で支えるという観点から，国と地方公

共団体との協働により，地域の若者支援機関からなるネットワークを構築し，そのネッ

トワークの拠点となる地域若者サポートステーションを設置し，専門的・継続的な相談

やネットワークを活用した誘導など，多様な就労支援メニューを提供するとされている。

地域ネットワークには，教育機関，保険・福祉機関，NPO などが参加し，引きこもり相

談，職業相談などが実施されている。地域若者サポートステーションは，2009 年度には

全国 92 か所に設置され，2008 年度には延べ約 20 万人が来所している（「平成 21 年版厚

生労働白書」167 頁参照）。 

(3) 総合的な相談支援体制（ワンストップ相談） 

しかし，貧困の問題には，福祉，教育，医療，住宅，雇用などの様々な問題が折り重

なっていることが少なくないことから，就労支援だけでなく，より広く，就学復帰，生

活支援，住宅支援などを行う総合的な相談支援体制が存在することが望ましい。 

このような観点から注目されるのは，2010 年４月施行の子ども・若者育成支援推進法

が規定する子ども・若者総合相談センターである。この法律は，他の関係法律による施
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策と相まって，総合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的とし（１条），

子ども・若者育成支援の理念を定める（２条）など，子ども・若者育成支援の基本法的

性格を持ち，子ども・若者育成支援に関するワンストップ相談窓口となる子ども・若者

総合相談センターを設けるとしている。しかし，設置は地方公共団体の努力義務にとど

まっている（13 条）ため，今後，各地に実際に設置されるのか否か，十分な役割を発揮

するのか否かなど，現時点では不透明である。 

また，ワンストップ相談としては，2009 年 11 月及び 12 月に試行実施されたワンスト

ップ・サービス・デイがある。これは，政府の緊急雇用対策の一環として「年末年始に，

求職中の貧困・困窮者が，再び『派遣村』を必要とすることなく，安心して生活が送れ

るようにする」ため，「国，地方自治体等の関係機関の協力の下，利用者が，一つの窓

口で必要な各種支援サービス （雇用・住居・生活支援）の相談・手続ができるように

する」ことを目指したものであったが，広く求職中の貧困・困窮者を対象するもので若

者の特性にまで配慮したものではなく，また，臨時的・一時的に試行されたにとどまり，

継続実施は，その後各地に設置された「生活福祉・就労支援協議会」における検討に委

ねられている。 

そのほか，内閣府主導で検討が開始されたパーソナル・サポート・サービスがある。

これは，ワンストップ・サービス・デイと同様に行政や制度の縦割りを乗り越えた制度

横断的な支援と，利用者の状況に応じた個別的・継続的支援（「寄添い型・伴走型支援」）

を目指し，その役割をパーソナル・サポーターに担わせるというものであるが，検討が

始まったばかりであり，若者の貧困にどこまで対応できるのか現時点では未知数である。 

 

第４ 児童福祉法のしくみと沿革 

１ 児童福祉法制定まで 

 第１章第４節「家庭崩壊と子どもの虐待の増大」でみた要保護児童は，戦前は民間の篤

志家や宗教団体が私財を提供するなどして設立した，いわゆる「孤児院」に収容保護され

た。特に戦争中から戦後にかけて，戦争孤児，戦災孤児さらに引揚げ孤児が増え，孤児院

に収容される子どもも増えたが，公費は出なかった（憲法上の公金支出規制の問題があっ

た）ため，入所児童の食事を確保するのも容易ではなかった。 

 1948 年に児童福祉法が制定され，児童福祉法で公的サービスを社会福祉法人に委託して

対価（措置費）を支払うというシステムが作られ， 小限度の運営が可能となった。 

 すなわち，①建物の設備は自前であるが，②子どもの生活費，教育費は措置費中の事業

費として国と都道府県が負担し，③職員の人件費などは措置費中の事務費として，国と都

道府県が負担する。そして①のうちの児童居室の広さや③のうちの子どもと接する職員の

数などは，厚生省令である「児童福祉施設 低基準」で定められる。②のうちの子どもひ

とり当たりの事業費の項目，金額や，③の職員の人件費（子どもひとり当たりで示される）

は，毎年発出される厚生省の国庫負担金についての事務次官通知で定められる。 

 この枠組みは，これまで 60 年以上ほとんど変化はない。 

 

２ 低レベルの児童福祉システム 

 児童福祉法はその総則において児童の福祉を強調したが，省令や通知で具体化された児
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童福祉システムは，子どもの人権を尊重するものになっておらず，むしろ恩恵的福祉観（福

祉とは権利でなく恩恵である），劣等処遇観（福祉のレベルは惰民防止のため，社会の も

低いレベルに合わせるべきである）に則ったものであった。 

 ここで社会の役割を一言で言えば，家庭の欠乏から来るマイナスをできる限り補填軽減

することであろう。その具体的内容を検討する前提として，子どもにとっての家庭の役割

を考えるならば，①親との愛着関係を形成し，これを基礎として人間関係を形成する力（情

緒的基盤）を身につけること，②衣食住の生活の 低限を確保し，さらに遊びや学習，社

会体験など文化的な基盤を身につけること，③社会への自立を経済的法律的に援助しても

らう（身元保証人やアパートの連帯保証人）こと等であろう。従って，①については里親

やせめてグループホームを用意し，②については通常家庭と同等ないしそれ以上の処遇を

して（通常家庭の子どもに比べて大きな傷を抱えて入所して来るのであるから，通常家庭

の子ども以上のレベルの処遇が必要であろう。），相対的貧困と社会的排除を防ぎ，③段階

以降での貧困の連鎖を回避することができる筈である。 

 しかし，前記恩恵的福祉観，劣等処遇観のため，以下のようにかえって貧困の連鎖を生

み出していたのである。 

 

３ 具体的な制度の欠陥 

 まず，家庭的環境という点で， も望ましい里親制度を育てようとする姿勢がなかった。

日本において里親志望者が増えない原因についての議論は措いても，志望し受託した里親

への支援が一貫して乏しかった。 

 また，養護施設（1997 年に児童養護施設と改称）の規模は上限がなく，100 人単位の施

設も珍しくない。居室定員の上限も 15 人で，全体に想定されているのは大部屋（いわゆる

大舎）であり，家庭的な雰囲気は到底得られない。また子どもの居室についてもひとり分

2.475 ㎡（畳１枚半）という時期がずっと続き，1997 年にようやく 3.3 ㎡（畳 2 枚）にな

ってからも一向に前進がない。 

 職員配置について言えば， 低基準が制定された 1948 年は学童 10 人に対して職員（児

童指導員または保育士）１人であり，何回かの改正を経て 1977 年に６対１になって以降，

前進していない。 

 施設での生活費，教育費は生活保護費（これ自体が低かった。）をベースにしていた。施

設から高校通学が認められた（措置費の一部として特別育成費が支給されるようになっ

た。）のは 1973 年であり，生活保護家庭での高校進学が認められた（高校の経費のための

収入について，いわゆる「収入認定」をしない旨，実施要領が改正された。）1969 年の４

年後であった。その他，生活保護の面でもいくつかの項目で加算されるようになったのに

準じて施設の措置費が加算されるようになったが，まだ不十分であり，学校や地域での相

対的貧困を回避できていない。また，社会に自立するための準備としての支援（資格取得

費用など）も不十分であった。 

 さらに大きな問題として，15 歳で義務教育を終了した後は（18 歳まで児童福祉法の対象

と法定されていたにも関わらず）退居して就職しなくてはならなかった。1973 年から高校

進学者のみ残留を許され，就労者も短期間残留を認められたものの，それ以外は（高校中

退者も）退居を事実上余儀なくされてきた。全施設が一律にそうしたわけではなく，あく
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まで運用のレベルではあったが，極めて強固な運用であった。施設に居住したうえでの就

労が基本的に認められなかったことは，「税金で食べさせてもらっているのだから，一般家

庭の子どもよりも苦労しても当然だ」という劣等処遇観，恩恵的処遇観が根底に残ってい

たことの表れであった。 

 少年司法との関係でも問題があった。少年院（仮）退院者で行き場のない子どもを児童

福祉施設に受け入れることに福祉関係者は極めて消極的であり，更生保護と福祉の隙間の

存在が放置されてきた。 

 また特に問題として指摘すべきは，施設内における職員による体罰虐待が事実上広く容

認されていたことである。背景には管理的処遇（大勢の子どもを世話するのだから日課な

ど全員に守らせなければならない。）と非民主的経営（職員全員が施設長の指示に従って行

動すべきだ。）があった。1994 年に北海道の 24 施設が全国に先駆けて自主的な体罰禁止を

申し合わせたが，全国的な同調はなく，1994 年，95 年に福岡と千葉で施設管理者による暴

行が大々的に報道され，1998 年に 低基準（省令）には禁止文言が入ったものの，各地施

設での体罰虐待を容認する風潮は長らく続いた。 

 

４ いくつかの前進と現在の課題 

 15 歳施設退居という事態に対応しようと，就労者支援のボランティア活動として 1958

年に東京で始まったのが自立援助ホームであり，その後都市部を中心に少しずつ増えてい

った。1997 年児童福祉法改正では自立援助ホームの存在が（児童自立生活援助事業という

名称で）条文に盛り込まれたものの，児童養護施設のような措置費の対象にはならなかっ

た。その後厚生労働省の応援するところとなり，2008 年改正で（算定基準は異なるが）よ

うやく，自立援助ホームにも措置費が支払われることになった。ホームの数も約 60 まで増

えた。しかし就労の決意やスキルが充分でない子どもには適応できず，ここにも困難が多

いことは後述（訪問録）のとおりである。 

 さらに，当面の行き場のない子どもを受け入れる民間子どもシェルターも全国５か所あ

るが，法律上は認知されておらず公的援助はない。 

 なお，1997 年児童福祉法改正で，施設入所中の子どもは 20 歳まで継続延長できること

とされたが，定時制高校生などを想定したもので，全員が恩恵を蒙ったわけではない。 

 また第７節第２でも論ずるが，家庭的な住環境の中で，特定の職員（できたらひとり）

と継続的な接触を保障する（グループホーム等）ということは，前記２①の愛着形成の課

題にとって有効である。しかしそのためには住居の整備と職員配置の思い切った改善が必

要となる。職員配置をみても，学童６人に１人の職員配置という 低基準のままでは，学

童６人のグループホームは成立しない（１人の職員が 24 時間勤務をするしかないことにな

る。）。またグループホームでのケアは密度が高い（だからこそ子どもにとってプラスとな

るわけであるが）反面，職員への十分な手当がなければ，職員は長続きせず，グループホ

ームの趣旨が活かされなくなってしまう。 

 現在，東京などの自治体は，グループホーム等を含めたケアの小規模化を進め，また心

身に困難な課題をかかえた子どものためのケア職員の加配を進めてきている（専門強化型

施設）。このような加算・加配は東京のように財政力のある自治体でこそ可能であるが，圧

倒的多数の自治体では，国の 低基準どおりの職員しかおらず，グループホームもなかな
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か実現できない施設が多い。 

 今後は社会的養護の充実のために，自治体住民の理解を得て，現在より高い水準の運営

を実現しなければならないが，政府が推し進める地域主権推進一括法案に伴う 低基準の

撤廃は，自治体格差を大きくして水準低下に道を開くものであり，子どもの貧困を増大さ

せ，子どもたちの人権を損なうものである。 

 また，里親制度については，政府や厚生労働省も重視する姿勢を見せているが，支援態

勢についてはまだ充分ではない。 

 なお施設における体罰禁止は 2008 年児童福祉法改正で「被措置児童等虐待の禁止」とい

う形で法定化され，通報した職員への不利益待遇の禁止も定められたが，体質改善の必要

な施設も少なくない。今後子どもの人権を守れる施設となれるか，施設の自助努力と行政

の監督姿勢が求められている。 

 

第５ 子ども貧困対策の不十分さ 

 国がこれまで実施してきた子どもに関連する諸政策は，子どもの貧困対策を主目的とし

て来たわけではなく，子どもの貧困対策としては以下にあげるようにいずれも不十分であ

り，子どもの貧困対策を主目的とした政策の実施が早急に必要である。 

 

１ 子どもの貧困対策として不十分な所得保障・就労支援政策 

(1) 生活保護や児童扶養手当 

国が実施している生活保護や児童扶養手当などの所得保障施策は，いずれも子どもの

貧困対策のために創設された制度ではない。無論，生活保護は子どもも含めた貧困層へ

の 低限度の所得施策ではあるが，あくまで 低生活の保障が目的であり，子どもたち

が貧困の連鎖から抜け出すことができるよう特別な制度設計がなされているわけでは

ない。のみならず国は生活保護の母子加算を 2007 年度から段階的に削減し，2009 年４

月には完全に廃止し（ただし，同年 12 月に復活），生活保護世帯の子どもたちを更なる

苦境へ追い込んですらいる。 

また，児童扶養手当についても，児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨と

して支給されるものであるが（児童扶養手当法２条１項），そもそも「子どもの貧困」

という観点からは同等の保障がなされるべき父子家庭への給付は 2010 年５月の改正に

より導入されるまで，地方自治体単位でしか行われておらず，給付を受けることができ

たのは母子家庭だったなど，子どもの貧困対策に主眼が置かれたものではなかった。 

さらに国は，児童扶養手当についても社会保障費削減の対象とし，2002 年から所得制

限を厳格化し，2008 年度からは受給期間が５年を超える場合に手当の一部を減額する制

度を導入した。 

国がその代替策として導入した就労支援策も，仕事をすることが強調されるばかりで，

保育など就労するにあたり必要な環境整備が不十分なままで各家庭の努力による就業

と自立を強いるものとなっており，代替策足りえていない。昨今の経済不況とあわせて

子どもを養育する家庭は十分な所得保障を受けることもできず，子どもが貧困の連鎖か

ら抜け出すことは益々困難になっていっている。 

(2) 子ども手当 
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なお，2010 年６月から，子ども手当が支給されるようになったが，そもそも同手当は

子どもの貧困対策として導入されたものではなく，その主たる目的は，「次代の社会を

担う子どもの健やかな育ちを支援する」こと，つまり次世代育成支援である（平成二十

二年度における子ども手当の支給に関する法律１条）。 

そして，給付内容も教育費等の負担増にさらされながら可処分所得が減少してきたこ

と，生活需要が大きくなる高校学齢の子どもが対象とされないことなどからすると，子

どもの貧困対策としては決して十分なものではない。 

(3) 子ども・若者育成自立支援推進法 

2010 年４月１日から，ニート等社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若

者を関係機関が密接に連携して支援することを目的として，子ども・若者育成自立支援

推進法が施行されたが，地域におけるネットワークの整備や人材育成，地域若者サポー

トステーション等既存の他施策との役割の調整など，今後の課題は多い。 

 

２ 保育 

 保育施設は乳幼児を養育する親が就労する際などになくてはならない存在である。 

 しかし，政府は近年，保育政策でのコスト削減を優先して進めてきた。その結果，保育

の需要の拡大にもかかわらず，認可保育所数は微増に止まっている。そのため，貧困によ

り働く必要から子どもを保育施設に入所させようにも，認可保育所への入所は容易ではな

いばかりか，認可外保育施設への入所も費用負担の大きさから同様に困難である。子ども

を養育する貧困世帯に対する就労支援のためには，子育ての支援を行わなければならない

にもかかわらず，対策は遅れている。 

 また，保育施設は各家庭での養育を支援するという機能も有しており，養育支援を行う

際，経済状態等への相談・支援を行うことにより子どもの貧困へ対処していくことが可能

となる。ところが，現在検討されているのは規制緩和や市場化などであり，子どもの貧困

対策としては不十分なままである。 

 

３ 児童養護施設等 

 児童養護施設等では，崩壊家庭の子ども，とりわけ虐待を受けた子どもの入所が拡大し

ているが，その中核となっている児童養護施設における児童指導員の 低配置基準が長年

固定されたままであるなど，人的・物的対応体制は貧弱なままであった。 

 また，虐待の背景に親の貧困という問題があるケースは多いが，現在のように雇用・住

宅等全体的な生活保障制度の整備が不十分なままでは，適切な支援を行うことは困難であ

り，問題を解決することはできない。結局家庭の努力に頼ることになってしまう。児童福

祉の分野へも子どもの貧困という視点を取り入れ，対策を講じていくことが必要である。 

 

４ まとめ 

 現在実施されている政策はいずれも子どもの貧困に焦点を当てたものではないことから，

子どもの貧困対策としては不十分なままである。 

 子どもがどのような（家庭）環境で育っていようと，貧困に陥らない，もしくは貧困の

連鎖から抜け出すことのできる施策の実施が求められている。 
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第４節 医療 

 

１ 病院に行けない子ども 

 「保険証がない」と，ケガや病気でも病院に行かない子どもや親がいる，低所得のため

医療費が払えない，親が長時間労働をしているため子どもを医療機関に連れて行けないな

ど，子どもが必要な医療を受けられない事例が各地で報告されている（『子どもの貧困白書』，

「保健室から見える子どもの貧困の実態」全日本教職員組合養護教員部）。 

 2008 年 10 月には，国民健康保険の保険料を滞納して保険証を取り上げられたいわゆる

無保険状態の中学生以下の子どもが全国で３万 2903 人に上ること，2009 年 12 月には前記

と同様の無保険状態の高校生世代以下の子どもが１万 647 人であることが明らかとなった

（厚生労働省発表）。 

 このようないわゆる無保険状態の子どもの増加は，2000 年４月以降，国民健康保険法改

正により１年以上の滞納世帯に対し資格証明書の発行が義務付けられたことによる。 

 法改正後，全国で保険証を取り上げられた資格証明書発行世帯が増加し，2000 年度９万

6849 世帯であったのが，2008 年度には 31 万 852 世帯に上っている（厚生労働省「平成 20

年度国民健康保険（市町村）の財政状況について」）。 

 保険料を滞納して保険証を取り上げられ，資格証明書が発行されると，医療機関窓口で

医療費を一旦全額自己負担しなければならない。そのため，病院に行きたくともいけなく

なる。資格証明書世帯の受診率は一般世帯の 53 分の１しかないという調査結果もある（全

国保険医団体連合会「国保資格証明書を交付された被保険者の受診率の調査」2009 年６月

12 日）。 

 このように，経済的理由により子どもが必要な医療を受けられない事態があちこちで起

こっているのである。 

 

２ 子どもの医療をめぐる対策の現状 

(1) 国民健康保険法改正 

2008 年，民間団体の調査や新聞報道等でいわゆる無保険状態の子どもが多数存在する

ことが判明し，同年 10 月，厚生労働省から前記１に述べたいわゆる無保険状態の子ど

もの人数に関する全国調査結果が発表された。同時に厚生労働省は，資格証明書発行世

帯の子どもが医療を受ける必要が生じた場合，世帯主が市町村窓口で医療費の一時払い

が困難である旨の申し出を行った場合には短期被保険者証の交付に努めるとの運用を

通知した。 

しかし，厚生労働省の姿勢に対しては，病気になったらまず役所に行かなければなら

ないのかとの批判もあり，無保険の子どもを全国一律救済すべきとの世論のさらなる高

まりを受け，同年 12 月に成立，2009 年４月１日から施行された改正国民健康保険法（国

保法）では，世帯主が保険料滞納により保険証の返還を求められて，市町村に保険証を

返還したときには，当該世帯の中学生以下の子どもについては，有効期間を６か月とす

る短期被保険者証が交付されることになった（国保法９条６項）。 

ところが，2009 年９月には，法改正により短期被保険者証が交付されるべき中学生以
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下の子ども３万 6511 人のうち，3.2％の子ども（短期被保険者証が未達の枚数 1161 枚）

に被保険者証が届いていないことが明らかになった（厚生労働省「資格証明書世帯に属

する中学生以下の子どもに対する短期被保険者証の交付状況」）。窓口に取りに来ない，

不在のため書留郵便を受領しない等の理由で短期被保険者証が交付されず，病院に行け

ないままの子どもが放置されていたのである。 

その後，2010 年５月 22 日に成立した国保法改正により，前記と同様のいわゆる無保

険状態にある高校生世代以下の子どもにも短期被保険者証が交付されることとなり，同

年７月１日より施行されたが，確実な交付が望まれる。 

(2) 高すぎる国民健康保険料 

そもそも，低所得者世帯の多い国民健康保険において，保険料が高額すぎるという問

題がある。2007 年度では国保加入１世帯あたりの平均所得は 168 万円にとどまり，所得

に対する保険料負担割合は 8.9％と高率であった（厚生労働省保険局「平成 20 年度国民

健康保険実態調査」）。保険料の地域格差が大きく，世帯所得 200 万円の４人世帯で年間

保険料が 50 万円を超える地域もある。そのため，保険料滞納世帯が増加し，2009 年度

では全国 445.4 万世帯，全世帯に占める割合は 20.8％に上る。 

広島市は，2008 年６月１日に資格証明書交付の取扱いを見直し，「世帯主等との面談・

調査の結果，悪質滞納者と確認できた世帯に対して資格証明書を交付する」扱いとした

（広島市健康福祉局保険年金課「平成 21 年度版国民健康保険事業概要（平成 20 年度実

績）」）。すると，2007 年度 8271 世帯であった資格証明書発行世帯は，2009 年９月には

０世帯となった。「悪質滞納者」はごく少数であり，生活困窮のため払いたくとも払え

ない世帯が大多数であることの証左である。 

(3) 払えない窓口３割負担 

(1)で述べた国保法改正により，乳幼児医療費補助制度やひとり親家庭等医療費助成

制度等の医療費助成制度の対象となる子どもは，家庭の経済的状況にかかわりなく，無

料または低額で医療が受けられることとなった。 

しかし，医療費助成制度の対象とならない子どもは，家庭が困窮していれば，原則３

割（就学前児童は２割）の医療費窓口負担が払えず，受診できない状況が継続している

と考えられる（乳幼児医療全国ネット事務局 基調報告「乳幼児医療費助成制度拡充運

動の現状と今後の課題」2009 年５月 27 日）。 

(4) 地方自治体まかせの医療費補助制度 

子ども，特に乳幼児のいる家庭の医療費負担は大きいが，子どもの医療費負担を軽減

する乳幼児等医療費助成制度やひとり親家庭等医療費補助制度は，いずれも国の制度で

はなく，地方自治体単独の助成制度であるため，地域格差が生じている。 

乳幼児等医療費助成制度は，すべての自治体で行われているが，通院についての助成

対象を「就学前」（６歳を超えて小学校就学前まで）以上とする市区町村は 1800 自治体

中 1695，入院について助成対象を「就学前」以上とする市区町村は 1800 自治体中 1755

である（2009 年４月１日現在 厚生労働省「乳幼児等医療費に対する公費負担事業実施

状況」）。 

しかし，対象年齢を６歳未満とする市町村も通院について105，入院で45残っており，

一部自己負担や所得制限を導入している自治体も相当数に上る。 
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ひとり親家庭等医療費補助制度は，ひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し，

医療費の一部を補助する制度であるが，これも対象者，所得制限，自己負担の有無につ

いて地域差がある。 

これらの医療費助成制度には，患者が窓口でいったん一部負担金を支払い，後日償還

を受ける償還払い方式と，窓口での支払いが不要な現物給付方式があり，医療を受けや

すくするためには，現物給付方式が望ましい。ところが，国民健康保険に対する国庫負

担金の調整の規定により，医療費助成制度に現物給付方式を採用すると，国保国庫負担

金が減額される（国保法 70 条２項）。しかも，窓口負担割合を下げ，無料化するほど，

減額調整率が高くなる。この規定が，財政運営上支障となり，現物給付方式への改善を

妨げ，一部自己負担金導入の一因となっている。 

さらに，日本では予防接種について，全額公費負担となる法定接種ワクチンの種類が

少なく（BCG，３種混合，２種混合，ポリオ，はしか，風疹，日本脳炎のみ），自己負担

となる任意接種は費用が高額で，助成も自治体によって格差があることが問題となって

いる。 

乳幼児の細菌性髄膜炎を予防するインフルエンザ菌 b 型（ヒブ）ワクチン，肺炎球菌

ワクチンなどが任意接種とされており，家庭の負担が大きいため接種率は低い。 

このように，現状では子どもが受けられる医療には，生まれた地域や家庭の経済的状

況によって格差が生じており，いまだ対策が不十分であるといえる。 
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第５節 教育 

 

第１ 総論～教育を保障する意義 

 教育を受ける権利は，憲法上の権利である（憲法 26 条）。子どもは，人格，才能並びに

精神的及び身体的な能力をその可能な 大限度まで発達させることや，自由な社会におけ

る責任ある生活のための準備等を指向した教育を受ける機会を実質的に保障されるべきで

ある（子どもの権利条約 28 条及び 29 条参照）。 

 しかしながら，本節で述べるように，現在の日本では子どもの教育機会が家庭の経済力

により大きく左右される状況になっており，貧困家庭の子どもの教育を受ける権利の実質

的保障という観点から問題が生じている。 

 すべての子どもに対し教育を実質的に保障することは，社会の利益にもつながる。すな

わち，教育は，将来の社会の担い手を育てることであり，自由で公正な活力ある社会を築

く基盤となる取組みである。貧困の世代間連鎖を防ぎ，また子どもたちが将来貧困に陥る

のを防ぐためにも，教育の果たす役割は極めて重要である。第４章第１でも述べるとおり，

公費を子どものために使うことについては，長期的にみて節約できる費用のほうがコスト

よりも大きくなることが期待できる。 

 今回，シンポジウム実行委員会委員が調査に訪れたイギリス，フィンランド，ドイツで

は，子どもの育ちを社会が支援することは社会の利益につながるとの視点を持って子ども

施策に取り組んでいた。後述するとおり，日本における教育についての公財政支出の対 GDP

比は，OECD 加盟国中，下位に属している。日本でも，すべての子どもに対して教育を実質

的に保障することが社会全体の問題であるとの認識に立った政策・予算措置が必要である。 

 

第２ 教育費負担の増大 

１ 教育費負担増加の経緯 

 1970 年代以降，教育が商品化され，そのサービスを受ける者がそのサービスに応じてそ

の費用を負担すべきという「受益者負担」主義の傾向が強まった。教育の公共性が弱体化

してゆく中，教育予算・学校予算の削減が進められ，保護者の教育費の負担は拡大してい

った。1985 年には教材費が国庫負担制度からはずされ一般財源化したこともあり，さらに

各自治体は教育予算，学校配当予算を減額していった。 

 知識重視型の詰め込み教育を見直し，学習内容・授業時数を削減する等してゆとりある

学校を目指した，いわゆる「ゆとり教育」政策が 2002 年から導入されたが，偏差値偏重教

育，高校・大学受験による選別方式は改められていないため，保護者の塾などの学校外教

育費負担を増加させていくこととなった。 

 

２ 教育費負担の現状 

(1) 子どもの学習費 

憲法 26 条２項後段には，「義務教育は，これを無償とする」と定められており，これ

を受けて，教育基本法５条４項は，「国又は地方公共団体の設置する学校における義務

教育については，授業料を徴収しない」と定めている。しかし，義務教育期間であって
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も，保護者の教育費の負担は相当な額にのぼっているのが現状である。 

子どもの学習費（保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のために支出した経費）

の１人当たりの年額は，2008 年度において，公立の小学校で 30 万 7723 円，私立の小学

校で 139 万 2740 円，公立の中学校で 48 万 481 円，私立の中学校で 123 万 6259 円，公

立の全日制高等学校で 51 万 6186 円，私立の高校で 98 万 851 円となっている（文部科

学省「子どもの学習費調査報告」2008 年度）。 

以上からわかるとおり，公立の小学校であっても１人月２万 6000 円程度，同じく公

立の中学校で１人月４万円程度の学習費がかかっているのである。これはあくまで平均

であるが，義務教育期間であっても，子どもの学習費には相当の費用がかかっているこ

とがわかる。 

(2) 公立高校授業料無料化 

中学３年生のほとんどが高校へ進学している現在（2009 年の進学率 97.9%，文部科学

省「学校基本調査」），高校は「実質的義務教育」状態となっている。その点からも新政

権が 2010 年４月から公立高校授業料無償化・私立高校授業料負担軽減を実現したこと

については一定の評価ができるが，前記のとおり，義務教育期間及び高校においても授

業料以外の保護者負担が多く残っていること，私立高校では授業料の一部しか助成され

ず，家計の負担が大きいことなど，多くの問題が残っている。 

(3) 私立高校の問題 

全国の全日制高校の生徒数は，2009 年５月１日現在において，国立と公立の合計が，

234 万 9364 人であり，私立が 99 万 7848 人であるから，全日制高校進学者の 29.8%が私

立高校へ通っていることになる（文部科学省「学校基本調査」2009 年）。東京都に至っ

ては，私立高校の学校数の割合が 54.1%，生徒数の割合が 56.4%となっている（東京都

「東京都の私学行政」2010 年）。経済的に余裕のある保護者の子どもが私立へ進学し，

経済的に厳しい保護者の子どもが公立に進学するという構図には必ずしもなっていな

い。つまり，希望しても公立の高校への進学が叶わず，やむなく私立の高校へ進学して

いる子どもが一定数存在することになる。 

現在高校進学の公立志向が高まり，また，公立高校の定員削減・統廃合が進められ，

さらに，学区制のような入試制度を廃止した自治体もあり，希望する公立高校への進学

はますます厳しくなってきている。第１志望の公立に落ちてすべり止めの私立に入学し

た子どもの中には，経済的理由で公立を希望していた子どもも多く含まれる。実際に私

立高校に通っている子どもの世帯でも年収が 200 万円以下であったり，生活保護世帯で

あったりする場合もごく普通に存在するのである。経済的理由で公立希望であったにも

かかわらず，やむなく私立に入学せざるを得なかった子どもの世帯では，特に教育費の

負担は重くのしかかっている。 

(4) 年収と学習費との関係 

世帯の年間収入と学習費総額の関係を見ると，年間収入が 400 万円未満の世帯の場合，

学習費の総額は，公立の小学校では約 23 万 1000 円，公立の中学では約 36 万 8000 円，

公立の高校では約 48 万 1000 円だが，年間収入が 1200 万円以上の世帯の場合，公立の

小学校では約 46 万 8000 円，公立の中学校では約 60 万円，公立の高校では約 65 万 7000

円となっている（文部科学省「子どもの学習費調査報告」2008 年度）。世帯の年間の収
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入が増加するほど学習費総額が多くなる傾向がみられ，保護者の経済状況が子どもの教

育費に直接影響を与えていることがわかる。 

(5) 在学費用の年収に対する割合 

日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査結果（国の教育ローン利用勤務者世帯）」

によれば，2009 年度の在学費用（小学校以上に在学中の子ども全員にかかる費用の合計）

の年収に対する割合は，平均 33.7%となっており，割合分布でみると，40%以上とする世

帯が 29.3%と も多い。年収階層別にみると，年収が低い世帯ほど在学費用の負担は重

く，特に 200 万円以上 400 万円未満の世帯の年収に対する負担割合は，48.3%であり，

年収の半分程度が在学費用に使われていることになる。 

また，教育費の捻出方法については，三つまでの複数回答であるが，「教育費以外の

支出を削っている」が 63.0%，「奨学金を受けている」が 52.3%，「子ども（在学者本人）

がアルバイトをしている」が 40.1%となっており，教育費を家計でまかなうことが難し

い現状が明らかになっている。 

(6) 大学の費用 

日本の大学の初年度納付金（入学金・授業料の合計。私立は施設設備費を含む平均額）

は，国立大学の場合で 81 万 7800 円であり，私立の文科系は 115 万 1978 円，私立の理

科系は 149 万 9808 円，私立の医歯系に至っては 498 万 811 円となっている（文部科学

省資料 2009 年）。 

また，大学生活にかかる費用は，国立大の自宅生で 105 万 6400 円，下宿生で 171 万

6200 円，私立大の自宅生で 172 万 8900 円，下宿生で 238 万 3300 円程度となっている（日

本学生支援機構「学生生活調査」2008 年）。 

日本の場合，私立大学が多く，奨学金等の公的補助が極めて不十分なことから大学生

活にかかる費用が高騰している。日本学生支援機構（旧日本育英会）の奨学金の利用者

は急増しているが，すべて貸与のため卒業後の返済の負担があり，卒業生の就職率が低

下している近年，未返済額や未返済率が次第に増加しており問題となっている。 

ヨーロッパ，特に北欧諸国では，子どもは社会全体で育てる，教育は社会のものとい

う社会全体で教育費を負担しようという教育の公共性の発想が根付いている。しかし，

日本においては，家計ではまかなえない教育費を子ども自身に負担させるというまさに

受益者負担状況であり，そこに教育の公共性という発想はない。そのため，保護者の経

済的な事情で，大学進学を断念するか進路を変更するなどの選択を迫られる子どもが増

えているのである。 

 

３ 日本における教育支出 

 以上のとおり，日本においては，教育費の保護者負担が増大し，貧困の連鎖の要因とも

なっている。しかし，2006 年に国及び地方自治体が教育機関に対して支出した学校教育費

及び教育行政費（公財政支出）の全教育段階における対 GDP 比は，前年と比較して 0.6%減

少し，3.3%であった。OECD 各国の平均は 4.9%であり，日本は，OECD 加盟国 28 か国中 27

位である。高等教育段階における対 GDP 比だけをみると，OECD 各国の平均が 1.0%であると

ころ，日本は半分の 0.5%であり，OECD 加盟国 28 か国中 下位である。 

 教育機関に対する教育支出（公財政支出と私費負担の合計）のうち，私費負担割合は，
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義務教育期間を含む初等中等教育においては，日本は 10.1%，平均が 8.8%となっており，

OECD 各国の平均とそれほど大きな差はない。しかし，就学前教育と高等教育における私費

負担割合は，それぞれ 56.6%，67.8%となっており，OECD 各国平均の 19.3%，27.4%と比較

してかなり高い割合になっている。就学前教育における私費負担の割合は，OECD 加盟国 24

か国中 大であり，高等教育における私費負担の割合は，OECD 加盟国 27 か国中２位とな

っている。また，私費負担から教育機関への民間企業等の支出を除いた家計の負担は，そ

れぞれ 38.3%，51.4%となっており，教育費が家計の大きな負担となっていることがわかる

（OECD「図表でみる教育 2009 年度版」）。 

 

第３ 給食費未納問題と就学援助制度 

１ 「給食」で命をつなぐ子どもたち 

 教育現場の養護教諭から，以下のような報告がされている。 

 「毎年，給食のない夏休み明けに極端に体重が減少し，皮膚疾患も悪化する」子ども，

「空腹が満たされずに保健室に来ては･･･冷蔵庫の扉を開け，『氷なめてもいいよね』」と言

う子ども，林間学校で「朝昼晩と３食食べて」，いつもとは見まちがえるほど，優しく穏や

かな表情を見せる子どもなど，１日３食の食事が確保できず，生存権が脅かされている子

どもたちがいる（『子どもの貧困白書』84～86 頁）。 

 家計が圧迫されて食費を削らざる得ない家庭，親が過酷な労働を強いられている家庭な

ど，様々な事情で子どもの食に気を配れない家庭が存在する。そのような家庭で生活する

子どもたちにとっては，栄養バランスの良い学校給食が「命綱（ライフライン）」となって

いるのである。 

 ところが，「学校給食」はすべての学校で実施されているものではなく，都道府県によっ

て実施状況に大きな差がある。学校給食を実施していない学校では，１日１食もまともな

食事を食べられない子どもが存在する可能性があるのである。 

 

２ 給食費未納問題 

(1) 給食費を「支払わない親」 

また，近年，学校給食費を支払わない親の問題がクローズアップされている。 

学校給食法では，学校給食にかかる費用のうち，食材費については保護者が負担する

こととされている（学校給食法 11 条２項）。これが「給食費」である。 

この「給食費」の未納が社会問題として大きく報じられるようになったのは，2006 年

に入ってからである。この頃，給食費徴収に苦心する市町村の状況が報じられるように

なり，これを受けた形で，読売新聞が，同年 11 月 27 日，調査結果を発表し，次いで，

翌 2007 年，文部科学省調査の結果が公表された。 

この文部科学省の調査によれば，2005 年度，全国の児童・生徒の１％，金額にして全

体の 0.5％（2,229,638,000 円）の給食費が未納であった（年度末に支払われていない

状態をいう。）。そして，未納の原因について，学校側の認識としては，その 60％が保護

者の「責任感や規範意識」の欠如にあり，経済的な問題で支払えないケースは 33.1％で

あると発表された（その他 6.9％）。  

この調査結果が発表されたのを機に給食費を「支払えるのに支払わない親」が増えて
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いるとして，モラルを欠いた親の増加が懸念されるようになり，「モンスターペアレン

ト」などの言葉がマスコミで取り上げられるようになった。各自治体では，給食費回収

マニュアルなどを作成し，なかには法的手段を用いて給食費を回収する自治体も出てき

た。 

このように，給食費未納問題は，一挙に注目を浴びるようになったのである。 

(2) 「支払えるのに支払わない」のか？   

① 就学援助制度の不備 

では，本当に，給食費を滞納する保護者の 60％が，規範意識に問題があり，「払え

るのに払わない」のだろうか？ 

まず，よく言われるのは，本当に生活に困窮している家庭については，就学援助制

度があり，これを申請すれば給食費は支給されるのであるから，給食費未払いの家庭

は，申請を怠ったか，そもそも貧困状況にないのではないかということである。 

しかし，次項でも見るように，就学援助制度は十分に機能しているとは言えない現

状である。すなわち，就学援助の基準が厳格化しており，貧困状況にある家庭を十分

にカバーできているとは到底言えない（就学援助の主観的な範囲の問題）。また，あま

り認識されていないが，就学援助で，給食費の全額が支給されない自治体もあり，就

学援助の適用を受けても給食費の未納が生じる場合もありうる（就学援助の客観的な

範囲の問題）。さらに，すべての自治体で就学援助制度が保護者に十分に告知されてい

るとはいえない（就学援助の運営上の問題）。 

したがって，就学援助制度があることから直ちに，給食費未納の原因が保護者の規

範意識の欠如にあるとは言えないのである。 

② 学校は各家庭の経済状況を把握していないこと 

ある小学校への訪問調査での説明では，近年個人情報保護の観点から学校側は児

童・生徒の家庭の経済状況について調査を行っておらず，保護者の収入を把握出来る

ような資料を持っていないとのことであった。 

そうだとすれば，前記の文部科学省の調査で，「学校側の認識」として，給食費未納

の主な原因は保護者の責任感・規範意識の欠如にあるとしている点は，何らかの資料

に基づいて判断されたものではなく，給食費徴収を担当する教員の印象による部分が

大きいということになる。 

経済的に全く問題がないにもかかわらず，給食費を支払わない家庭というのはむし

ろ少数なのではないだろうか。一見，親のモラルに問題があるように見えても，その

裏には経済的な困窮という事情が存在しており，貧困とモラルの問題が併存している

というのが実態ではないだろうか。 

我々は，ある自治体の教育委員会の取組みを調査した。その自治体では，給食セン

ターの職員が，毎日，各家庭への訪問を繰り返して，家庭とコミュニケーションをと

りながら給食費の支払いを促すという取組みを行っていた。なかには，はじめて職員

が訪問した時には，頑なに支払いを拒んでいたが，１年半のうちに何十回も訪問し，

ようやく支払いを了承してくれた例もあったという。そして，家庭訪問を繰り返すほ

ど，相手の事情が分かってきて，支払わないことを責められなくなると述べていた。

訪問を繰り返した結果として，支払えないのも仕方がないと思える家庭がほとんどで，



第２章 要因論と問題状況 

 

- 65 - 

悪質だと思われる家庭はほとんどないとのことだった。 

以上からすれば，前記の文部科学省の調査において，給食費未納の主な原因を親の

「責任・規範意識」の問題としている点には疑問がある。 

③ 調査が１度しか行われていないこと 

他にも，文部科学省調査には問題点がある。それは，同様の調査が１度しか行われ

ていない点である。これでは，未納者が増えているのか，減っているのかを判断する

ことはできない。文部科学省は，同様の調査を定期的に行い，その時の景気の動向等

の社会的状況と合わせて，給食費未納の原因が何であるかを調査・検討すべきである。 

(3) 給食費未納は「子どもの貧困」のシグナルである 

冒頭に述べたように，多くの自治体が，給食費の未納を解消するために，法的措置を

採るという対応を検討している。しかし，このような対応は，給食費未納の問題を「給

食費をどのように支払わせるか」という問題としてのみ捉えている点で問題がある。 

給食費の未納が生じている家庭では，「子どもの貧困」の状況が生じている可能性が

高く，これを放置すれば子どもの発達に影響が出かねない。このような家庭に対しては，

家庭訪問などのきめ細かい対応により，その家庭の状況を出来るだけ客観的に把握し，

子どもが不利な状況に置かれていないかどうかを把握する必要がある。つまり，給食費

の未納は，貧困状況に置かれた子どもへの支援を開始する，一つの契機となりうるので

ある。 

給食費未納問題を親のモラルの問題として矮小化し，その裏に存在する「子どもの貧

困」の問題を見過ごすことがあってはならないのである（藤澤宏樹「学校給食未納問題

から見える子どもの貧困」（『学校から見える子どもの貧困』大月書店，2009 所収））。 

 

３ 就学援助制度 

(1) 概要と根拠 

憲法 26 条は，第１項で国民の教育を受ける権利を定めるとともに，第２項後段で義

務教育の無償を謳っている。これを受けて，教育基本法４条３項は，「国及び地方公共

団体は，能力があるにもかかわらず，経済的理由によって修学が困難な者に対して，奨

学の措置を講じなければならない」とし，また，学校教育法 19 条は，「経済的理由によ

って，就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては，市町村は，必

要な援助を与えなければならない」と定めている。 

就学援助は，直接には，学校教育法の前記規定を根拠とする制度である。同法上，就

学援助の義務を負う主体は市町村であるが，憲法 26 条２項後段および教育基本法４条

３項に照らし，国は，就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関

する法律（就学奨励法）２条，学校給食法７条および学校保健法 18 条により，市町村

が就学援助を実施する場合に，予算の範囲内において必要な経費の一部を補助するもの

とされている。 

就学援助の対象項目は，学用品費，通学用品費，校外活動費，通学費，修学旅行費，

体育実技用具費，新入学児童生徒学用品費，医療費，学校給食費などである。各法律の

施行令ないし施行規則，および文部科学省の通達「要保護及準要保護児童生徒援助費補

助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱の定めについて」（昭和 62・5・11 文教財
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21 号）により，各項目について，国による補助基準が具体的に定められている。国庫補

助の割合は概ね２分の１である。但し，2005 年度以降，準要保護者に対する就学援助費

に使途を限定した国庫補助金は廃止され，地方交付税として一般財源化されている。 

なお，第１章第５節で触れたとおり，生活保護法に基づく教育扶助は，要保護者の世

帯に対し，修学旅行費を除く前記の各費用項目の実費を支給する制度である（高等学校

等に関する教育費は，生業扶助の技能習得費として支給される。）。 

(2) 就学援助制度の問題点 

就学援助には，①制度の趣旨・目的に関する問題点，②制度の設計に関する問題点，

および③制度の運用に関する問題点がある。 

① 制度の趣旨・目的に関する問題点 

就学援助制度の目的は，法律上，「経済的理由によって修学が困難な者を援助するこ

と」であり，一見自明とも思える。しかしながら， 終的な達成目標をどこに置くか，

また，どこまでを援助の範囲・内容に含めるか，法令は具体的な記載を欠いており，

必ずしも明らかでない。 

就学援助制度の趣旨・目的については，大きく分けて二つの考え方がある（なお，

二つを折衷する考え方もある。）。第１は，これを生活保護の拡張と捉え，憲法 25 条が

すべての国民に保障する 低生活の一条件として，教育費を補助する制度と位置付け

る見解である。すなわち，教育を受けることは「健康で文化的な 低限度の生活」を

構成する重要な要素であり，就学援助制度は，憲法 25 条の保障を教育の側面から具体

化するものと理解することになる。その結果，この見解は， 低生活を実現するもの

として，就学援助費の支給に具体的権利性を認める方向に発展しやすい。 

第２は，就学援助を憲法 26 条１項が定める教育の機会均等の原理に立脚した制度と

みる見解である。但し，教育の機会均等について，教育機会の保障に留まらず，教育

内容の 低限度の保障をも含むものと解するならば，第２の見解は第１の見解に接近

することになる。 

第２の見解の意義は，むしろ教育内容の均等を含意する点である。子どもの成長発

達には，家庭その他学校外における教育の有無・内容が大きな影響を及ぼす（例えば，

苅谷剛彦『階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社会（インセンティブ・

ディバイド）へ』（有信堂高文社，2001），同『学力と階層 教育の綻びをどう修正する

か』（朝日新聞出版，2008），「平成 21 年度文部科学白書」11～15 頁など）。とすれば，

真の意味での教育機会の均等は，狭い意味での学校教育に限らず，課外活動や学校外

教育の機会・内容をも視野に入れたものでなければならない。就学援助を教育機会均

等の達成のための制度と位置付けるならば，学校教育に 低限必要な費用という枠組

みにとらわれず，援助対象を，部活動費やさらには学校外教育費にまで拡大するとい

う視点が生じてくることになる。 

第１章第５節でみたとおり，現状の就学援助費は，義務教育に 低限必要な費用す

ら十分に賄えない水準にある。就学援助制度についていかなる見解を採ろうとも，

低限の内容の教育が保障されるべきは明らかなのだから，少なくとも公立小中学校の

学校教育費の平均値の水準までは，就学援助の項目・金額を拡大すべきである。その

上で，真の意味での教育機会均等を実現するためにふさわしい上乗せが検討されるべ
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きなのである。 

② 制度の設計に関する問題点 

ア 義務教育の範囲と就学援助 

現状，義務教育に係る費用は，まず公費負担と私費負担（保護者負担）とに二分

され，その上で，私費負担分について，経済的理由によって修学が困難な者に対し，

教育扶助と就学援助という二つの制度を通じて，経済的援助が提供されるという構

造となっている。しかし，このような負担構造自体に合理性はあるだろうか。 

就学援助は，少なくともすべての国民に対して 低限の内容の教育を保障する制

度である。しかし，本来，義務教育とは，すべての国民に保障されるべき 低限の

教育内容を含むはずである。そして，憲法 26 条２項後段が義務教育の無償を定めて

いるのだから，そのような教育内容に必要な費用は，むしろ国ないし地方自治体の

教育予算から支出し，すべての児童生徒に対して，小中学校における教育を通じて

無償で提供されるべきとも考えられる。 

例えば，学校給食は，それ自体として，児童および生徒の心身の健全な発達に資

し，かつ，食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を有するも

のと位置付けられている（学校給食法１条）。とすれば，学校給食は，義務教育の一

部であり，完全無償であるべきといえる。また，現在，学校が指定する正規の教材

であっても，教科書以外は保護者負担とされているが，そもそも学校が指定する正

規の教材であれば，義務教育の一部として，これも完全に無償であるのが当然とい

える。 

この点に関して， 高裁判所は，憲法 26 条２項後段にいう無償とは「授業料不徴

収の意味」であって，「教科書，学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償とし

なければならないことを定めたものと解することはできない」と判断した（ 大判

昭和 39 年２月 26 日民集 18 巻２号 343 頁）。しかしながら，この判決は，小中学校

の教科書費完全無償化が実現した 1967 年より前に下されたものであり，その後の社

会経済情勢・社会通念の変化に鑑みれば，少なくとも無償たるべき義務教育の範囲

に関する限り，もはや規範性を失っていると考えることもできよう。 

義務教育の範囲・内容が変化すれば，就学援助の対象項目も当然変化する。就学

援助という制度自体が不要となる可能性もある。就学援助制度をどう位置付けるか

は，義務教育の範囲・内容をどう設定するかという問題と表裏一体なのである。 

イ 教育扶助と就学援助 

現状とおりの義務教育の範囲・内容を前提とした場合，次に問題となるのは，生

活保護法上の教育扶助と就学援助との関係である。就学援助を憲法 25 条に基づく生

存権保障の一環として捉えるのであれば，両者は共通の目的に資する制度となり，

利用者の視点からは，統一されることが望ましいことになる。他方，就学援助の実

質を憲法 26 条１項が定める教育機会の均等に求めるのであれば，両者の目的は重な

らず，制度を並立させる一応の理由はあるといえる。但し，その場合には，二つの

制度間で援助対象の費用項目がほぼ共通であることの説明がつかない。就学援助が

教育機会の均等を達成するための制度であるならば，真の意味での教育機会の均等

とは何であり，その達成のためにいかなる援助をなすべきか，制度の根本が問われ
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なければならないのである。 

なお，生活保護は，本来， 後のセーフティ・ネットとして，他の制度・施策に

よる扶助が尽きたところで機能することが予定された制度である（生活保護法４条

２項）。従って，義務教育費については，就学援助が優先してまず実施されるはずで

ある。にもかかわらず，おそらく就学援助が市区町村による制度とされているため

に，要保護者については，教育扶助の不足を就学援助が補足するかたちになってい

る。憲法 25 条・26 条１項および教育基本法４条３項に基づく国の責任，ならびに

制度の財源保障の観点からは，就学援助を国の制度として位置付け直し，教育扶助

に優先させることを検討すべきである。 

ウ 権利としての就学援助 

就学援助に関する就学奨励法，学校給食法および学校保健法の規定は，いずれも

国による財政的補助を定めた規定であり，受給者の権利を定めたものではない。ま

た，教育基本法および学校教育法の各規定は，国ないし市町村の援助義務を定める

ものではあるが，援助の内容に関しては何ら具体的に規定していない。その結果，

援助の具体的内容およびその根拠となる法形式は，各市町村の判断に委ねられてい

る。 

就学援助の認定基準・援助項目・援助額・給付方法などについて，これを条例で

定めている自治体はごく少数であり，事務取扱要綱や事務要領といった教育委員会

の内部規則で定めている自治体が大半である。事務取扱要綱や手引すらも存在しな

い自治体も相当数に上るとのことである（就学援助制度を考える会『就学援助制度

がよくわかる本』（学事出版，2009）９頁，湯田伸一『知られざる就学援助 驚愕の

市区町村格差』（学事出版，2009）20 頁）。 

就学援助が 低限の内容の教育を保障する制度であるとすれば，生活保護の場合

と同様に，受給資格を有する者は，国ないし地方自治体に対してその支給を請求す

る権利を当然認められるべきである。にもかかわらず，現状の制度が，就学援助の

具体的内容およびその根拠となる形式の設定を市区町村の裁量に委ねているために，

権利として就学援助を請求することが事実上困難な状況が続いている。 

③ 制度の運用に関する問題点 

ア 自治体間格差 

第１章第５節でみたとおり，自治体によって就学援助の実施状況には大きな差違

がある。 

自治体間格差の原因としては，財政力，支給基準の水準，運用規定の整備状況，

および制度広報・周知努力の差違や，民生児童委員の関与の有無などが指摘されて

いる。例えば，準要保護者の認定基準は，自治体によって，世帯収入が生活保護基

準の 1.1 倍～1.5 倍以上までとバラツキがある。また，援助費目および費目ごとの

援助額も，自治体間で相違がある。さらに，制度広報について，これをまったく行

っていない自治体が相当数に上ることも報告されている（鳫咲子「子どもの貧困と

就学援助制度～国庫補助制度廃止で顕在化した自治体間格差～」34 頁以下，湯田伸

一『知られざる就学援助 驚愕の市区町村格差』（学事出版，2009）121 頁以下）。 

就学援助が 低限の内容の教育を保障する制度であるとするならば，制度・運用
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面における自治体間の格差は是認しがたいものであろう。 

イ 地方分権の影響 

自民党・小泉政権時代に推進された国と地方公共団体に関する行財政システムの

改革（国庫補助負担金の廃止・縮減，税財源の移譲，および地方交付税の一体的な

見直しからなる，いわゆる「三位一体の改革」）の中で，準要保護者に対する就学援

助については，2005 年度以降，国庫補助が廃止されて一般財源化された（税源移譲・

地方交付税措置）。その理由は，準要保護者に対する就学援助には，生活保護のよう

な全国一律の認定基準が存在せず，市区町村ごとに独自の基準と方法で認定がされ

ていたためである（藤本典裕・制度研編『学校から見える子どもの貧困』（大月書店，

2009）102 頁）。 

文部科学省が 2006 年１月から３月の間に全国 2095 の教育委員会を対象に実施し

た調査によれば，123の市区町村が2005年度に準要保護者の認定基準の変更を行い，

うち 105 の市区町村で準要保護者に関する認定基準の厳格化，援助支給額の減額が

行われた（文部科学省 2006 年６月 16 日「就学援助に関する調査結果について」）。

変更の主な理由は，「他市町村との比較」「財政上」「市町村合併」などであった。 

要保護者に対する就学援助に係る国庫補助の一般財源化について，経済分析を行

った結果によれば，一般財源化は，特に行財政規模の小さな市区町村において，援

助率および給付水準の低下をもたらし，その結果，市区町村別の運用拡差を一層拡

大させた可能性が高い（小林庸平「就学援助制度の一般財源化－地域別データを用

いた影響分析－」経済のプリズム 78 号（2010）49 頁）。 

2010 年４月から実施された子ども手当は，教育費の保護者負担を軽減するという

意味で，就学援助や教育扶助と共通の性格を有する。地方分権の場合と同様に，子

ども手当の創設を機に，就学援助制度の縮小を志向する自治体が出てくる可能性が

あり，今後の動向が注目される。 

 

第４ 高等学校学費減免・奨学金制度の状況 

１ 高等学校学費減免の状況 

(1) 重い高校教育費の負担と授業料の滞納 

日本高等学校教職員組合の「平成 20 年度高校生の修学保障のための調査」によると，

全国の公立高校において授業料等を含めた学校納付金と制服や教科書・副教材・体操服

等の各自購入金を合計した初年度保護者負担金の平均額は，全日制女子で 31 万 4828 円，

同男子で 30 万 8682 円となっている。また，文部科学省が行った「子どもの学習費調査」

によると，公立に通う高校生１人あたりの教育費は年間約 52 万円，私立に通う高校生

の教育費は年間約 98 万円となっており，私立の第１学年では約 118 万円となっている。

この調査では，教育費の内訳を見ると，公立では学校教育費に約 36 万円，学校外活動

費に約 16 万円，私立では学校教育費が約 78 万円，学校外活動費が約 20 万円となって

いる。また，学習塾に通う費用は学年を追うごとに高くなり，公立・私立ともに３年生

では約 11 万円となっている。 

また，「高校生の修学保障のための調査」では，修学旅行費は平均で全日制９万 9527

円，定時制８万 2568 円となっている。中には，学年の１割以上が経済的な理由から修
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学旅行に参加できなかった高校もあり，また定時制高校では，経済的な事情でそもそも

修学旅行を実施していない学校も多い。 

長引く経済不況で，保護者の家計が厳しさを増す中，高校生の教育費は家計に重くの

しかかっている。それと同時に，全国的に高校授業料の滞納が増加している。授業料滞

納は，困難を抱える学校に集中して表れている一方，進学率の高い学校でも一定の滞納

者がいる実態がある。ある学校からは，「２割の家庭がシングルマザーで３割は生活困

窮家庭である。小泉構造改革における弱肉強食の世界が弱者家庭を襲った結果，授業料

免除者の推移が 1999 年度に９件だった数が右肩上がりで毎年増え続け，2006 年度には

41 件に達している（群馬）」「授業料滞納者家庭宅に訪問しても，現金の持ち合わせがな

いほど困窮している」という声が寄せられている。 

一方，全国私立学校教職員組合連合の 2008 年度調査によると，経済的な理由で中退

した生徒のいる私立高校は 42.5％，３か月以上の学費滞納生徒のいる私立高校は 66％，

経済的理由による私立高校中退生徒数は 315 校で 513 人となっている。 

(2) 高校学費減免の状況 

各地方自治体では，公立高校の授業料の減免制度を設けていたが，当該制度を利用す

るための要件を，たとえば生活保護受給者や，所得税が非課税であること，保護者の死

亡や失職などの場合に限定し，絞り込んでいる場合が多い。たとえば，埼玉県の授業料

等減免制度は，その要件として①保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合，②保護

者が死亡又は長期の傷病にかかった場合，③保護者の失職，転職等により家計が急変し

た場合，④保護者の当該年度の市町村民税（所得割）が非課税の場合，⑤その他授業料

の納入が困難な者で別に定める場合（児童扶養手当を全額受給している場合等）と定め

ている。また，千葉県は，県内私立高校の授業料免除制度を設けているが，その要件と

して，１号 生活保護を受給されている方，２号 市町村民税が非課税である方，３号 

市町村民税の所得割が非課税である方，４号 所得税が非課税である方，５号 住宅等

の建物，土地，家財等に災害を受けた方，６号 上記２～４号に準ずる程度に困窮して

いると認められる方と定めている。 

このように，各自治体が高校授業料減免制度の要件を絞り込んでいるため，授業料減

免を受けている高校生は全国平均で 8.4％となっており，極めて低い利用率となってい

た。 

一方，2010 年４月より，民主党政権の公約であった公立高校の授業料の無償化が実施

されているが，私立高校の授業料は無償化されていない上，前記のように高校生の場合

には授業料以外にも様々な費用がかかるため，高校生に対する経済的援助の制度として

はまだまだ十分とは言えない状況にある。また，「PTA 会費等その他の学校納付金」の減

免については，かつては授業料の減免制度と連動していたため，各学校において，従前

各地方自治体で行われていた前記授業料減免制度の適用を受けている者を対象に減免

を認めれば済んだところ，授業料無償化によりそのような対応ができなくなった。つま

り，学校納付金については，各学校が減免の基準を作成し，審査を行わざるをえない状

況になっている。そうなると，各学校において，納税証明書の提出を受ける等の事務負

担等から，学校納付金の減免を行わなくなる可能性がある。その結果，従前授業料及び

学校納付金の減免を受けていた生徒が学校納付金の減免を受けられなくなり，このよう
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な生徒の経済的負担が増すおそれがある。 

 

２ 奨学金制度の状況 

(1) わが国の公的奨学金制度の概要 

① 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 

現在，独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は，いずれも貸与制で，第１種奨学

金（無利子）と第２種奨学金（有利子）の２種類がある。貸与月額は，大学生の場合，

第１種は自宅通学者は４万 5000 円，自宅外通学者は５万 1000 円で，第２種は３万円，

５万円，８万円，10 万円，12 万円の５種類から選択できる。なお，第１種も第２種も，

それぞれ学力基準，家計基準の要件がある。また，第２種奨学金の利息は年利３％を

上限としている（在学中は無利息）。 

② 各地方自治体の行う奨学金 

各地方自治体においても，独自の公的奨学金制度を設けている。その多くは貸与制

であり，前記の日本学生支援機構の奨学金と同様に学力基準や家計基準を設けている。

他方で，東京都八王子市のように，返還の必要のない給与制奨学金制度を設けている

自治体もある。 

(2) 公的奨学金制度の改悪 

① 有利子奨学金の導入と有利子枠の拡大 

わが国の公的奨学金制度は，その創設以来「無利子貸与が基本」であった。これは，

あくまで「貸与制」であるという点で，公的奨学金制度の本来的理念からは一歩後退

した制度ではあったものの，「無利子」という点で，いわゆる営利を目的とした「教育

ローン」とは一応一線を画した制度であったといえる。 

ところが，1984 年の日本育英会法全面改正により，有利子奨学金が導入された。 

この有利子奨学金の導入は，直接的には，第２次臨調による教育の自己責任原理の

導入の発想があるが，その背景には，1970 年代後半頃にわが国の金融機関が一斉に教

育ローンの販売を開始したことが絡んでいると言われている。すなわち，教育ローン

の拡大戦略をとる金融機関が，公的な育英奨学金を教育ローンと「競合」するもので

あり，教育ローンという民間企業の市場を圧迫するものと捉え，それゆえ育英会の奨

学金制度の「競争力」を弱める対策が第２次臨調の答申（1983 年）の中に盛り込まれ

た。 

その後，政府は財政改革と言いながら 1999 年に財政投融資（郵貯）と財政投融資機

関（銀行）の資金で運用する有利子奨学金制度を作り，一般財源の無利子奨学金の枠

は拡大せずに，有利子枠のみ 10 年間で約 10 倍に拡大させた。その結果，現在有利子

と無利子の比率は 74 対 26 となっており，有利子奨学金は無利子奨学金のおよそ３倍

の枠に拡大されている。よって，少なくとも現状では，「無利子奨学金が基本」といえ

る状況では到底なくなってきている。 

② 主体の独立行政法人化 

2004 年４月，当時の小泉構造改革の一貫として，独立行政法人日本学生支援機構が

設立され，それとともに，それまでわが国の公的奨学金制度を担ってきた日本育英会

が廃止され，奨学金事業はこの日本学生支援機構に引き継がれた。 
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それまで公的奨学金事業を行ってきた日本育英会を廃止し，その業務を独立行政法

人に承継させるということは，公的奨学金制度の民間開放への第一歩であり，そのこ

とは公的奨学金制度を教育ローンへと変質させることにつながる。実際，「新たな学生

支援機関の設立構想に関する検討会議」の 2002 年 12 月 12 日 終報告では，それまで

の個人保証に加えて，新しい機関保証システムの導入，滞納者のブラックリスト化，

返還請求，回収業務の効率化のための滞納者に対する電話督促の外部委託などの導入

に関する提言がなされている。 

③ 奨学金の「教育ローン」化 

2008 年 12 月５日，独立行政法人日本学生支援機構は，奨学金の返還を３か月滞納

した者について全国銀行協会に加盟する個人信用情報機関に通報することを発表した。

いわゆる奨学金滞納者のブラックリスト化である。 

金融業界では，この個人信用情報機関を通じて債務者の事故情報を共有しており，

これにより借入申込者の事故情報の有無を確認できるようになっている。したがって，

このブラックリストに掲載されると，新たにクレジットカードを利用したり，住宅ロ

ーンを組むことなどができなくなる。そして，このブラックリスト情報は５年間は消

えないとされている。 

このように，わが国の公的奨学金制度は現在，教育ローン化への質的変貌が進行し

ており，長引く不況や学費の高騰などと相俟って，教育の機会均等や子どもの学習権

保障の理念とはおよそ逆行した道を走り出しているといえよう。 

 

第５ 教育の実質的保障 

１ 教育面から見た貧困の連鎖 

 人格，才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な 大限度まで発達させることや，

自由な社会における責任ある生活のための準備のためには（子どもの権利条約 28 条及び

29 条参照），読み書きをはじめとする基礎的学力及び他者との共生を前提に人間関係を構

築し社会と関わる力を，その資質や発達段階に応じて高められる教育が，実質的に保障さ

れなければならない。 

 しかしながら，ひとり親世帯を中心とする貧困家庭では，保護者に経済的・時間的・精

神的余裕がない場合が多い。また，保護者自身が中学校卒業や高校中退という学歴である

ことも多く，そのことも一因となり，保護者の意欲や学力，人間関係を構築し社会と関わ

る力が相対的に低いことが多い。 

 このような保護者の事情から，貧困家庭の子どもは，保護者に質量ともに十分な食事を

準備してもらえず学校給食が重要な栄養源になっているケースも珍しくない。また，貧困

家庭においては，住宅も十分な広さがなく家庭学習ができる環境にないことが多い。塾，

習い事，部活動のための費用の余裕もない。保護者が非正規雇用のダブルワーク・トリプ

ルワーク等で夜間労働に従事し，夜間に子どもだけで過す家庭も少なくない。子どもが保

護者と会話をする時間は少なくなりがちで，保護者による学習支援や生活習慣指導も得ら

れにくい。余裕のなさから生じる保護者のストレスが，ネグレクトを含む子どもへの虐待

につながる場合もある。 

 このような家庭環境の中では，子どもの学習習慣や学習意欲，自己肯定感，人間関係を
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構築し社会と関わる力を育むことは困難である。地域社会の力が弱まっている現状におい

ては，地域社会が貧困家庭を補って子どもたちを育てることも困難になっている。 

 こうして，貧困家庭の子どもは，授業についていけなくなることも多くなり，さらに学

校でもいじめの対象になる等，孤立しがちで，それが不登校につながることも少なくない。

そして孤立の結果，さらに意欲や学力，自己肯定感，人間関係を構築する力が低下してし

まうという悪循環が生じる。 

 意欲や学力，自己肯定感，人間関係を構築し社会と関わる力の低下が，家庭の経済的理

由と相まって，高校進学を困難にし，進学できたとしても中途退学してしまう一因となる。

貧困家庭の子どもが多く入学する定時制高校においては，高校入学時点で，掛け算ができ

ない，アルファベットが読めないといった，小学校３，４年生程度の学力しかない子ども

も多い。高校卒業資格を有さず，あるいは卒業資格を有していたとしても，意欲や学力，

人間関係を構築し社会と関わる力が低下した状態の子どもは，社会に出た後も自立して生

活するのに十分な収入を得られにくいのが現実である。 

 このようにして貧困の世代間連鎖が生まれている。 

 

２ 教育の実質的保障の必要性 

 貧困の連鎖や，子どもたちが将来貧困に陥ることを防ぐために，教育の果たす役割が重

要であることは言うまでもない。そして，前述したような貧困家庭の子どもが被っている

不利益を直視すれば，すべての子どもに対し教育を保障するためには，「経済的負担なく学

校に行ける」ことのみでは不十分であることがわかる。 

 読み書きをはじめとする基礎的学力及び他者との共生を前提に人間関係を構築し社会と

関わる力を，その資質や発達段階に応じて高められる教育が，「実質的に保障」されなけれ

ばならないのである。 

 そのためには，学校で，きめ細かくひとりひとりの意欲・能力を引き出して伸ばすと同

時に，コミュニケーションのための力や弱者を含む他者に共感する力を育む等して，他者

との共生を学ぶ必要がある。他者への共感・他者との共生を学べば，貧困問題を含め安易

な自己責任論は出てこなくなるはずである。教育により，貧困家庭の孤立を予防する効果

も期待できるのである。 

 このような教育を行っていくためには，一斉授業で教科書どおりに教えるという授業ス

タイルを原則とする現状から，生徒と教員及び生徒どうしのコミュニケーションを重視し

た参加型の授業スタイルを中心にした「目の前のひとりひとりに合わせた教育」へと変わ

っていかなければならないであろう。自己肯定感が低くなりがちな貧困家庭の子どもたち

に，学級活動や生徒会活動等で自己有用感を与える配慮も必要であろう。 

 

３ 学校での教育態勢～人的態勢 

(1) 前述のような教育の実質的保障のためには，学校で，教員が生徒ひとりひとりに向

き合い，それぞれのニーズに応じたきめ細かい教育を実施することが必要である。 

しかしながら，現在のところ通常学級の学級編成は 40 人が標準とされている。一部

の市町村では独自の少人数学級を実施しているものの，１学級当たり児童生徒数につき，

日本は初等教育 28.3 人，前期中等教育 33.3 人となっており，OECD 各国平均（初等教育
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21.5 人，前期中等教育 24.0 人）を大幅に上回っている（文部科学省「データからみる

日本の教育（2008 年）」77 頁）。教員１人当たり児童生徒数についても，日本は初等教

育 19.2 人，前期中等教育 14.9 人となっており，OECD 各国平均（初等教育 16.2 人，前

期中等教育 13.3 人）を大幅に上回っている（同 78 頁）。 

このような人的態勢では，教育の実質的保障は困難であろう。さらに日本では，教員

が行う事務作業の膨大さも，教員に子どもと向き合う時間・授業研究のための時間を確

保できない一因となっている。 

(2) また，教育と福祉とをつなぐスクールソーシャルワーカーや，複雑な家庭環境にあ

ることも多い貧困家庭の子どもの精神面でのケアを担うスクールカウンセラーの役割

は大きいが，このような学校内の専門家を積極的に活用している教育現場はまだ少ない。 

(3) さらに，教育を学校任せにせず，多くの大人が子どもたちに関わり，社会全体で子

どもを育てるという見地から，学校での放課後活動に地域の人々の力を生かす等，学校

を中心にして地域社会の力を集めることも重要であるが，本格的にこのような活動に取

り組んでいる教育現場は一部である。 

 

４ 学校での教育態勢～法や社会保障制度を教える態勢 

 貧困家庭の子どもたちは，不利な状況に置かれたときに自分を守るすべを知らないこと

が多い。貧困に陥ることを防ぐためにも，社会に出た後，自分の権利を守り，また他者の

権利を尊重できるよう，法に関する学習を行う意義は大きい。 

 また，法は多様な人々が社会生活を営むための相互尊重のルールであるから，法に関す

る学習は，子どもたちが他者と共生し自由な社会で人間関係を構築して幸せに生活を送れ

るようになるために極めて有用であるといえる。幼少時代から法の意義や目的について触

れつつ，学年が上がるに従い具体的な労働法の基礎知識・社会保障制度・援助機関を学ぶ

というように，個々の子どもの資質や発達段階に応じ，法律専門家とも連携し，学校教育

において法に関する学習を行う必要性は大きい。 

(1) 法の意義や目的等，法に関する基礎的な学習 

新学習指導要領の小学校社会，中学校社会・公民的分野，高等学校公民・現代社会及

び政治経済においては，法の意義や目的等，法に関する基礎的な学習が盛り込まれてい

る。 

このような法に関する学習は，あくまで子どもが社会で生きていくための力を伸ばす

ためのものであり，単にルールや法を守る意識を養うためだけのものではないことに十

分注意する必要がある。 

(2) 労働法の基礎知識を教えること 

社会に出る際，労働法の基礎知識がなければ，労働者あるいは使用者として不当な労

働条件に気付かないこと等により，貧困を生むリスクが高まる。 

この点，中学校の新学習指導要領の社会・公民的分野には，「雇用と労働条件の改善

について，勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて考え

させる」との記述がある。 

また，高等学校の新学習指導要領の公民・現代社会には，「雇用，労働問題，社会保

障について理解を深めさせる」との記述があり，公民・政治経済には，「雇用と労働を
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巡る問題（中略）などについて，政治と経済とを関連させて探究させる」との記述があ

る。 

重要なのは，このような労働に関する学習の際，子どもたちが，労働法の基礎知識が

アルバイトを含め実際に社会で働く場合に自分を守るすべとなることを実感でき，これ

らの知識を身につけてから社会に出ることであるが，現状は必ずしもそうなっていない。 

(3) 社会保障制度に関する教育 

生存権を保障した憲法 25 条に基づき，生活保護等の社会保障制度が存在するが，制

度を必要とする人が制度を知らず，利用できないのでは意味がない。したがって，社会

保障制度に関する教育は貧困予防の観点から重要である。 

社会保障については，小学校の新学習指導要領の６年生社会に，「「地方公共団体や国

の政治の働き」については，社会保障，（中略）などの中から選択して取り上げ，具体

的に調べられるようにすること」との記述がある。 

また，中学校の新学習指導要領の社会・公民的分野に，「社会保障の充実（中略）な

ど，市場の働きにゆだねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たして

いる役割について考えさせる」との記述がある。 

高等学校の新学習指導要領の公民・現代社会には，前述したとおり，「雇用，労働問

題，社会保障について理解を深めさせる」との記述がある。同じく公民の政治経済につ

いては，「少子高齢社会と社会保障（中略）などについて，政治と経済とを関連させて

探究させる」との記述がある。 

ここでも重要なのは，前記のような社会保障に関する学習の際に，子どもたちが，社

会保障制度について，将来失業等で生活に困った場合に実際に利用できる制度であるこ

とを実感し，具体的な制度の内容や相談機関を知った上で社会に出ることである。しか

し，現状は必ずしもそうなっていない。 

 

第６ 定時制高校の統廃合と卒業後・中退後の居場所 

１ 定時制高校の役割 

 全日制高校に通うことができない様々な事情を抱えた生徒に教育の機会を保障するもの

として，定時制高校がある。 

 定時制とは，全日制に対応する言葉である。定時制とは，夜間その他特別の時間帯又は

季節において授業を行う課程である。 

 全日制高校に行ける者が少なかった戦後間もない時期，「教育の機会均等」の理念の下，

全日制高校に通うことができない様々な事情を持った者が通うことができる高校をつくる

という目的で設置されたのが，定時制高校であった。 

 定時制高校は，（主として昼間に）働いて生計を立てながら学ぶことを想定した学校であ

った。しかし，勤労学生のみを対象とするのではなく，もともとは「教育の機会均等」を

体現すべく，全日制高校に通うことのできない様々な境遇になる者を受け入れることを目

的として作った学校であるから，それ以外にも様々な事情を抱えた生徒たちを受け入れて

きた。 

 具体的には，経済的な事情から正社員やアルバイトで働きながら高校に通う者に加え，

全日制高校を志望しながら受験し不合格になった者や成績が足りず全日制を諦めた者，過
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去に高校での教育を受けることができなかった年配者，不登校だった者，この 30 年くらい

の間に来日し定住した外国人，様々な障がいを持つ者，などが定時制高校の生徒であった。 

 仕事と両立させるとか，心身の障がいがあるとか，経済的に困窮しているといった事情

があるから，定時制高校は様々な人の住居や勤務先から通いやすい，便利な場所に設置さ

れなければならない。そこで，定時制高校は，全日制高校にはない分校制度を採り入れる

などして，通学の便のよい場所につくられてきた。いろいろな場所につくれば，当然学校

の規模は小さくなる。その小規模さが家庭的雰囲気を生み，全日制の高校の雰囲気になじ

めない生徒を受け入れる下地になってきた。 

 

２ 高校再編の動き 

 しかし，この定時制高校を統廃合しようという動きが進んでいる。いわゆる，高校再編

の動きである。 

 その理由は，次のようなこととされる。 

 「まず，公立中学校卒業者数が今後も減少すると予測されるので，定時制の生徒数も減

るだろう。そのため学校が小規模になり，選択科目の設置や学校行事などにおいて生徒の

多様なニーズに十分対応することが困難になり，学校が沈滞化する。その対策として散在

している定時制を統廃合によりいくつかの学校にまとめる。さらに現在の定時制生徒のな

かには昼間に学びたいものもいるので，新しい学校単位制や多部制などで対応したい」と

いうものである。 

 このような理由は，一見しごくもっともに思える。 

 実際，そのような理由を掲げて，すでに東京都，神奈川県をはじめ全国で，定時制高校

の再編がなされた。 

 

３ 地方分権改革と地域主権推進一括法案 

 また，現在進められている地方分権改革においても，定時制高校を含めた高校の統廃合

が進む可能性がある。 

 この地方分権改革においては，地域主権推進一括法案のもと，公立学校の設置基準や公

立高校の収容定員の基準について，現在法律で定める基準を廃止し，あるいは都道府県の

条例に委任しようという動きがある。 

 現在進められている地方分権改革は，国から地方への権限移譲といえば聞こえはいいが，

教育や福祉といった，従来，国の責任で行うとされていた分野まで無制限に及んでいるも

のである。教育や福祉といった分野は，国が 低限の基準（これも十分とは言い難いが）

を定め，責任を持って予算をつけて，基準を下回ることがないように行ってきた。この責

任を国から地方へ移譲するというのは，国が予算と実施に関しての責任を持たないという

ことと裏返しなのである。 

 このような「改革」が実現すれば，都道府県の財政格差に応じて，さらに定時制高校は

じめ公立高校の統廃合が容易に行われることが懸念される。 
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４ 定時制高校の統廃合の問題点 

 このような形で高校の統廃合が進めば必然的に，通学が遠くなり通学に堪えない生徒が

出てくる。月数千円の通学費という一見小さい金額にみえることがらであっても，貧困に

ある家庭の生徒は，通学の断念を迫られるに十分な金額である。というのも，これは単に

金額の問題だけではないからである。子どもが高校生活を送るには，授業料以外にも年間

数十万円もの費用がかかり，これを年収 200～300 万円の家庭が支出するのは，親や本人の

大きな負担となる。このようなぎりぎりのストレスにさらされ「溜めのない」状態が続く

中で，子ども自身も意欲を奪われた状態では，通学の困難や月数千円の通学費の増大が，

十分高校中退の理由となってしまうのである。 

 また，学校の数が減ったことで，全日制に行けなかった生徒が集中して押し寄せる事態

になり，家庭的雰囲気の中で個別的にきめ細かい対応をするといったことができなくなっ

たところもある。さらに，このような定時制の統廃合に伴い，夜間ではなく昼間定時制（多

部制定時制，単位制などともいわれる。）の高校を新設した結果，そこそこの人気校となっ

て入試の倍率が上がった結果，従前ならば定時制に入学できていた生徒が入学できなくな

ってしまうこともある。 

 

５ 高校中退と居場所の喪失 

 学校で学ぶのは，単に教科の学習にとどまらない。かつて読み書きそろばんと言われた

ように，生活に必要な情報を得るために必要な能力や，人間関係のつくり方，社会のあり

方を学ぶのである。 

 とくに，高校は，子どもがいままさに大人になろうとする時期を過ごす場所である。子

どもは，家庭の外で，社会人として必要な知識と教養，経験や生活習慣を身に着け，友人

や上司との人間関係のつくり方ひいては社会のあり方を学び，悩みながらも自信をつけて

人格を成長させ，大人になっていく。 

 しかし，高校を中退した人は，そのような学びの場を得られないことになる。 

 中卒者，高校中退者は，同世代の中でももっとも深刻な不安定雇用を余儀なくされてい

る。そこから抜け出せないのは，低学歴が大きな壁になっていると思われる。 

 貧困というのは，単にお金が少ないということにとどまらない。 

 貧困ゆえに学歴がなく，学力ひいては基本的な生活能力と知識がないから，低賃金の不

安定で劣悪な労働から脱出できない。人間関係に乏しいから，相談する相手もなく，社会

人として人格を成長させる機会に恵まれない。また，援助を受けることができることも知

らない。 

 貧困の中にある人にとっては，自分のいた家庭と違う生活を学び取り，適職を得て貧困

から脱却するためにも，学校は，一層重要な機会である。 

 高校中退は，単に学びの場を失うのみならず，社会における居場所そのものを失うこと

につながるのである。 
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第６節 子どもの遊びとスポーツ 

 

１ 子どもにとっての遊びの意義 

 子どもの本分は遊ぶことにある。子どもは遊びを通じて乳幼児期・少年期に必要なほと

んどの能力を自然に身につける。 

 遊びと発達との関係については，さまざまな研究がある。認知発達段階理論を提唱した

スイスの児童心理学者ジャン・ピアジェは次のように分類している。 

 第１段階は，感覚への刺激や身体を動かす運動がそのまま遊びになるような活動で，乳

児が身近にあるものをなめたり，ボタンを押すと音が出る玩具で遊ぶような場合（機能遊

び）。第２段階は，ごっこや想像を伴う遊び（象徴遊び）で，幼児期の遊びの代表的なもの。

第３段階は，鬼ごっこやスポーツ，トランプなどルールのあるゲームなどの遊びである（ル

ール遊び）。 

 子どもは，ごっこ遊びによって想像力を育み，友だちと遊びながら，他者との関係や距

離感を学び，意思疎通の力を養い，集団の中で自分の果たすべき役割や責任を自覚する。

親以外の人と交流することで，親からの自立を準備する。また，遊びの中で，総合的な知

的能力や身体能力を自然に発達させることができる。 

 アメリカの心理学者ハーシュ＝パセックとゴリンコフは次のように述べている。「遊びは

あらゆる知的活動を支える燃料そのものなのだ。遊びが知性の発達，創造力，問題解決能

力の強固な基盤を提供するということに世界中の研究者たちが同意している。それだけで

はなく，遊びは情操の発達や基本的な社交能力の発達を促す手段にもなる。」 

 

２ 子どもの遊びについての法的保障 

 子どもの権利条約も，子どもにとって遊びがいかに大切かという観点に立っている。31

条は，子どもの遊びや休息，余暇，レクリエーションについて，大人にはない独自の価値

を見出し，その権利を正面から保障している。 

 遊びを「権利」として謳った条約はこれまでなく，日本国憲法にも定めのない独自の条

項であり，条約の意義は極めて大きい。 

 

３ 子どもの遊びの現状と貧困が子どもの遊びに与える影響 

(1) 遊びの現状 

子どもの遊びは時代とともに変わっている。現在は，外遊びが減り，室内で１人ない

し少人数で遊ぶ機会が多くなっている。昔に比べて遊びが豊かでなくなっているという

のは共通した認識と思われる。 

原因としては，何より，人口，場所，時間の問題が大きい。 

14 歳未満の子どもの数はピーク時（1955 年）の 60％を下回っている。このため，遊

び相手となる子どもが減り，とくに異なる年齢の子どもと遊ぶ機会が激減した。家で遊

ぶにも兄弟の数も減っている。 

遊ぶ場所も激減している。現在の子どもは家と学校と公園くらいしか遊び場所がない。

公園ですら，子どもが被害者となる事件が報道されるたびに，危ない場所，使いづらい
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場所という認識が保護者に広がっている。 

子どもが遊べる時間も激減している。塾や習いごとが子どものスケジュールを支配し

ており，その合間を縫って遊んでいる子どもも少なくない。親として子どもに幸先の良

い人生のスタートを切らせたい，そのためにはできるだけ早期に 高の教育環境を与え

たい，遊びなど時間の無駄であるという意識が背景にあり，教育産業もこれに応じたさ

まざまなメニューを提供している。 

また，社会的要因として大きいのは，テレビゲームやインターネット，携帯電話の普

及である。とくにテレビゲームは子どもの遊びを一変させたといっていい。2001 年の内

閣府の調査では，40％近くの子どもが平日１～２時間程度ゲームをし，３時間以上遊ぶ

子どもも 10％強存在していた。現在はさらに増加していると思われる。 

ゲームで遊んでいる分，子どもの外遊びが減り，リアルなコミュニケーションの機会

が失われたのは争いのない事実と思われる。 

(2) 貧困と子どもの遊びとの関係 

とはいえ，上の事情は貧困家庭に特有の問題ではない。少子化や遊び場の減少は貧困

と関係がないし，塾通いで忙しいのはむしろ経済的に裕福な家庭の子どもである。 

しかし，遊びが貧弱になっていることで一番影響を受けるのは貧困家庭の子どもでは

ないかと思われる。 

別の項で述べるとおり，貧困家庭の子どもの特徴として，コミュニケーション・スキ

ルが未成熟で，人間関係につまずきを覚える例が見られる。 

本来遊びの中で自然に身につけるべきスキルが，遊びの機会が減ったために十分身に

つけることができない。このため，貧困家庭の子どもたちがコミュニケーション・スキ

ルを育てる機会も失われてしまう。 

ゲームの普及もこの流れを加速させている。ゲームは基本的に１人で遊ぶものだから，

人間関係を構築するスキルを身につけることはできない（オンラインゲームや対戦型ゲ

ームも従来のコミュニケーションとは別のものである）。 

ゲームは親にとっても大変便利なツールである。ゲームをさせておけば子どもは何時

間も何日も１人で黙々と遊んでおり，その間，子どもの話し相手や遊び相手になること

もなく，子どもにまったく手をかけずにすむ。また，一度ハードウエアを買うと，ソフ

トは中古や交換で比較的安く手に入るから，他のレジャーに比べてとくに高額とも言え

ない。 

このため，貧困とゲームがどのように関係するか今後とも調査が必要と思われる。 

そのほか，遊び場を利用したり（とくに有料施設），玩具を使う遊びでも，貧困家庭

は少なくないハンディキャップを負っている。もっとも，玩具がたくさんあれば豊かな

遊びができるとも言えず，貧困と遊びの豊かさとの関係については今後とも検証が必要

である。 

 

４ 子どものスポーツと貧困 

(1) スポーツをする権利 

子どもにとってなじみ深いスポーツも，貧困の影響を受けている。 

スポーツをする権利を定めたものにユネスコが採択した「体育およびスポーツに関す
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る国際憲章」がある。 

同憲章は，すべての人がスポーツにアクセスする基本的権利を持ち（１項），学齢前

児童も，その要求に合致した体育・スポーツのプログラムにより，人格を全面的に発達

させるための特別の機会が利用できなければならないとしている（３項）。憲章自体に

は法的拘束力はないが，ユネスコは国際連合の専門機関であり，日本も採択に関わって

いる以上，積極的にこの憲章を推進すべき義務を負っていると考えられる。 

(2) 子どものスポーツとスポーツチーム 

現在，子どものスポーツのかなりの部分は少年スポーツチームの中で行われている。 

スポーツチームでは，大人が試合や練習のスケジュールを決め，大人が指導する大人

主導の活動となっており，子どもの遊びと言えるのか評価が分かれるところである。し

かし，スポーツチームに入らないとスポーツする機会がなく，親にとっても能力開発の

ための習いごとの場になっており，スポーツチームは現実には無視できない存在となっ

ている。 

厚生労働省の「平成 18 年度全国母子世帯等調査」によると，母子家庭の場合，2005

年の年間就労収入別世帯割合は，100 万円未満が 31.2％，200 万円未満が 70.3％を占め

ている。平均就労月収は 14 万円程度である。 

文部科学省の「子どもの学習費調査」（2006 年度）によると，2005 年から 2006 年に

かけて，公立小学校に通う小学生の場合，スポーツ・レクリエーション活動の費用は，

０円が 23.6％，１万円未満が 34．2％，５万円未満が 57.9％となっている。年収ごとに

見ると，公立小学校の場合，年収 400 万円未満の家庭の「その他の学校外活動費」（ス

ポーツ，芸術文化活動を含む）は年８万 8000 円，1000 万円以上の家庭は年 18 万 7000

円となっている。月額に直すと，年収 400 万円未満の家庭は月額 7300 円である。 

スポーツチームでは，用具代のほか，ユニフォームや会費，遠征費なども必要になる。

このため，貧困家庭がこれらの費用を捻出するのは相当厳しいと推測される。 

しかし，お金の問題以上に深刻なのは時間と手間の問題である。 

ごく普通のスポーツチームでも，親が順番に練習の手伝いを担当し，毎週の試合には

運転手となって送迎する。２，３時間車で移動することもざらである。会計や入退会な

どの事務作業も負担している。 

となると，昼夜にわたり仕事や家事をしている母子家庭や共稼ぎ家庭が，たとえ休み

の日であっても，子どものスポーツのために時間とエネルギーを費やすのはかなり難し

い。 

(3) このように，子どものスポーツ（とくにスポーツチーム）も貧困問題の影響を強く

受けている。 

結局，親に経済的，時間的な余裕がなければ，子どもはスポーツチームに入れず，か

といってまわりにスポーツをする子どももいないから，結局，家の中でテレビを見たり

ゲームをして遊ぶほかなくなってしまうのが現状ではないかと思われる。 
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第７節 傷つきやすい子どもたち 

 

第１ 総論～傷つきやすい子どもたちとは 

 本シンポジウム実行委員会委員がイギリスで調査を行った際，コネクションズという若

者支援施設で，特に優先的支援が必要な若者のグループのことを「傷つきやすい

（vulnerable）」グループであると表現していた。ケアホームという施設にいる若者，その

施設を退所した若者，若年犯罪者，若年の母親，10 代の両親，障がいを持った若者等が，

そのようなグループに属するとされていた。 

 本節では，社会的養護を受けている子どもたち，非行に走ってしまった子どもたち，障

がいのある子どもたち，10 代の親，外国にルーツを持つ子どもたち，ひとり親家庭の子ど

もたち，沖縄の子どもたちにつき，「傷つきやすい子どもたち」として取り上げる。「傷つ

きやすい子どもたち」の成長発達のためには，特に社会の手厚い支援が必要である。その

ような支援がないまま放置されれば，これらの子どもたちが貧困に陥るリスクは極めて高

くなると言える。 

 

第２ 子どもたちから見た社会的養護の現状 

１ 社会的養護のもとで生活する子どもたちは，どのような子どもたちなのか？ 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局が 2009 年７月に発表した「児童養護施設入所児童等調

査結果の概要（平成 20 年２月１日現在）」（単数回答）によれば，社会的養護開始のきっか

けとなった事情としては，親の放任・怠だ，虐待・酷使，養育拒否など，虐待に当たるも

のが多く，里親委託・施設入所前に虐待を受けていた子どもたちの数は増加傾向にある。

施設の訪問調査をさせていただいた際に職員の方からお聞きしたお話でも，やはり，虐待

を受けた子どもたちの入所が多いとのことだった。また，訪問調査の際には，入所してい

る子どもたちの家庭の多くが経済的に困窮しているとの話にも接することが多く，経済的

貧困が家庭の養育環境に与える影響の大きさを感じた。 

 自立援助ホームは，児童養護施設・児童自立支援施設・里親のもとから巣立った子ども

たちのアフターケア施設としての性格が強いが，家庭裁判所・少年院を経由して入所する

子どもたちや，家庭から直接入所する子どもたちもいる。その共通点は，安心して生活で

きる家がない，生きていくための家庭の後ろ盾がない，という点である。 

 このように，社会的養護のもとで生活する子どもたちは，寄り添ってくれる親（大人）

がいない，そもそも育つべき家庭が存在しない，などの点において，生育環境面において，

とても大きな貧困を背負っている。 

 言うまでもないことであるが，子どもは，お腹が減ればご飯を食べさせてもらえる，眠

くなると静かなところで眠らせてもらえる，誰からも傷付けられない，大声を出されない

などの安心や安全が確保できる環境において，親（大人）との愛着関係（心の拠り所とな

る特別の信頼関係），情緒的結びつき（様々な感情を通じた人と人との結びつき）を深め，

情緒的発達（喜び，怒り，悲しみなどの情緒を含んだ人間性の成長・発達）を遂げ，自己

肯定感（自分の考えること，やること，存在そのものが正しいと思える気持ち），自尊感情

（自分自身が大切な存在であると思える気持ち）を育み，大人へと成長していくのである。 
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 それなのに，何らかの事情によって，そのための生育環境たる家庭をもたない子どもた

ちは，不適切な養育や家庭からの分離によってダメージを受けており，巣立った後には頼

れる家庭をもたないことが多い。 

 そこで，そのような子どもたちに対し，家庭で育つ子どもたちと同等の成長，発達を保

障し，自立支援をするのが社会的養護の役割であるが，既存の社会的養護の制度をみると，

家庭的養護を実現すべき里親，グループホームや小舎制の児童養護施設の数はまだまだ少

なく，それどころか，そもそも施設数や職員配置数など人的物的資源が乏しく，社会的養

護が十分に機能しているとは認められない。 

 このように危機的状況に陥った子どもたちが十分な社会的擁護を受けられない結果，放

浪や野宿をして，犯罪や性的搾取の被害者となっていくことは明らかであり，かかる子ど

もたちの支援，社会的養護は急務といえる。 

 

２ 社会的養護のもとで育った子どもたちの声 

 社会的養護のあり方を考えるにあたっては，子どもたち自身の気持ちが一つの重要な視

点になると考える。そこで，各文献に記載されていた，社会的養護での生活についての子

どもたちの声を紹介した上，それらを通して現在の社会的養護の問題点を検討することと

する。 

(1) 施設出身者が施設に入所していた当時に抱いていた思い 

① 入所理由が分からないことについての悩み 

なぜ施設で生活することになったか，ということについて詳しい説明のないままに

施設生活が始まったために，施設内に居場所を感じられなかったり，自分が悪いこと

をしたから施設に入れられたのだと思い込んだりと，自らの生い立ちや入所理由に悩

みを抱えながら生活していた。 

② 子どもたちの求めている日常生活 

職員に対する思いとしては，「職員が親身にじっくり話を聴いてくれたり，丁寧に接

してくれた時，職員の愛情を感じた」「忙しいのは分かるが話を聴いてくれなかった」

「頑張ったね，それはよくないよ，などといった，子どもの適正な自己評価の材料と

なる声かけがなされていない」「施設の職員はひとりの人間として子どもと向き合って，

子どもの味方になってくれる人であって欲しい」という声があった。また,「担当職員

というのは身近な存在だし，何かあったときにはその人に１番に相談することになる

わけだから，信頼できる人かどうかは重要だし，担当が変わるといったら大事です。

なのに，自分の担当の配置換えを予め知らされることは有りませんでした」という声

もあった。子どもたちにとって，職員は，コミュニケーションの相手，自分を理解し

て受け止めてほしい相手として，重要な存在なのである。他方で，「手を挙げる職員や，

子どものえり好みをする職員がいた」といった声も多く，子どもたちに暴力を振るう

職員や，子どもたちに対して公平な接し方をできていない職員も相当数存在すること

が窺われる。 

子どもたち同士の関係（とりわけ年長の子どもとの関係）については，「小さいとき

は，優しいお姉さんがいて面倒を見てくれた」といった声がある一方で「上級生，下

級生の上下関係も厳しく，１週間に一度もらえる小額の小遣いを取られたり，気に入
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らないことがあれば殴られる，蹴られるは，よくあったことでした」，「職員は，子ど

も同士のいじめがあっても気付いていなかった」「鍵のない部屋だったということもあ

り，小学校高学年の頃，部屋で寝ていると，中学生の男の子が布団に入ってきて，襲

われそうになったことが何度もあり，ものすごくショックだった」といった，子ども

同士の暴力に苦しんだという声があった。残念ながら，施設は，子ども同士の暴力を

十分に防ぎきれておらず,把握すらできていないのである。 

日課・規則については，例えば，「年齢相応の社会生活を考慮した門限を設定してほ

しい」「施設内の規則については，内容と理由を分かりやすく子どもたちに示してほし

い。規則を所与のものとしないで，子どもたちの声を聞いて変えていく姿勢でいてほ

しい」「外出に逐一事前許可を求められるので，友達付き合いに支障が出る」といった，

一方的・硬直的な設定・運用に対する嫌悪感を語る声が多い。 

行事については，「楽しかった」といった声が多いようであるが，他方で，「年長に

なっても強制参加させられるのが嫌だった」といった声も相当数あるようである。 

以上の子どもたちの声を総合すると，子どもたちが，施設の中での日常生活として

求めているのは，親のように，子どもたちの味方として親身に接してくれる職員がい

て，優しく面倒を見てくれるお姉さんがいたりして，暴力などに怯える必要がなく安

心できる居場所があって，日課・規則によって子どもたちの社会生活が妨げられるこ

とのない生活のようである。まさしく，子どもたちは，家庭的な生活を求めているの

である。 

③ 進路選択について 

「資金的に難しかったので，進学は考えずに，就職１本で考えていた」「高校卒業後

は，短大の学費を貯めるためにいったん就職した」「奨学金関係の情報が少なすぎた」

など，学費調達の困難さと情報不足が，子どもたちの進路選択にとって大きな壁とな

っているようである。 

④ その他 

子どもたちの話し相手，相談相手ということに関して，「ＯＢ・ＯＧと話す機会がほ

しい」という声も有った。子どもたちにとって，ＯＢ・ＯＧというのは,自分たちと同

じような条件のもとで生き抜き，進路選択し，自立していった存在であり，彼らの助

言は，非常に現実的であり，心強く感じられるようである。 

学校生活に関して,「友人に自分が施設で暮らしていることを話そうかどうか，迷っ

た」といった声が多い。社会的養護制度が，未だ社会の中で十分に浸透していないた

めに,施設で生活しているということで，特別視されることに警戒しているようである。 

学習面に関して，「いったん遅れてしまった勉強で，他の子どもに追いつくのは難し

かった」という声があった。 

(2) 施設退所後の思い 

① 対人関係の悩み 

「人が苦手」「大学時代から社会適応に苦しんできた」「基本的に，誰かに相談する

という考えがないため，全部自分で解決しようとしてしんどい時期があった」「信頼し

ているし大好きな先輩であっても，どのように甘えればよいかわからない」など，退

所後に対人関係に悩んでいる方々が多いようである。「トラブルの際に連絡する・助け
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を求める相手がいない」という声もある。対人関係に悩みを抱えるのは，社会的養護

出身の彼らに限ったことではないが，ただでさえ後ろ盾のない彼らが，このように，

対人関係の壁にぶつかることによって，強い孤独感を感じ，苦しんでいるようである。 

② 生活面での悩み 

１人暮らしに当たって，料理，お金のやりくり，銀行手続，国民健康保険・国民年

金の手続などに戸惑ったという声があった。 

賃貸保証人を付けられないために借りられる部屋が限られたり,就職の際に身元保

証人を付けられないために就職先が限られたりして困ったという声が多い。 

「家族ってよくわからない」という声もある。いざ自分が家庭を築こうとする時に，

そのイメージを描けないことの辛さが窺われる。 

(3) 里子の思い 

血縁はなくても，里子は，里親を「親」として受け止めていることが多いようである。 

里子にとっては，進路が大きな悩みとなることが多いようで，大学や専門学校に進学

を希望しても資金を里親に求めることは難しいようである。 

自分が里子であるということについて，「（里子についての）社会的認知がないから言

い出せない」「言っても分かってもらえないし，どこかから拾われてきたんでしょみた

いにいじめられるのも嫌で，友達にも言えない」という思いを抱えた里子が多いようで

ある。 

また，中高生くらいになった里子が，「同じような境遇の子どもが暮らしている場所

があるんだったら私もそこに行きたい」とか「私が，この家の子じゃないからって，マ

マはこんな傷つくことを言った」というような言葉を発してしまった途端に里親との関

係がうまくいかなくなってしまって，措置変更にまで至ってしまい，里親の元に再び返

りたいという里子の思いが叶えられず，里子が悲しい思いをしているということもある

ようである。 

 

３ 現在の社会的養護の問題点 

(1) 社会的養護の現状 

① 児童養護施設における生活単位の規模とそれぞれの特徴 

児童養護施設には，大舎制と呼ばれる生活単位の大きな施設（１舎 20 人以上で，大

きな建物の中に，共用の食堂，浴室，談話室等がある。）と，小舎制と呼ばれる生活単

位の小さな施設（１舎 12 人以下）とがあるほか，その間の中舎制の施設もあり，さら

に, 近では，敷地外で，地域に溶け込んで小規模な家庭的環境での養育を目指す施設

もある。現在，家庭的できめ細やかな個別的ケアのために，生活単位の小規模化が進

められているところであるが，今のところ，大舎制が多く，「平成 19 年度社会的養護

施設に関する実態調査結果」による各保有施設数によれば,総施設数のうち約 75.8％

がこの大舎制のようである。 

生活単位の大きな施設のメリットとしては， ①いろいろな子ども・大人と関わりを

持つことができ，対人関係が構築される，②集団適応能力の向上を図ることができる，

③多くの職員による視野の広い養育が可能，④職員間のフォローや意思統一がしやす

いという点があり，大舎制が一概に悪いとは言えないが，他方で，①１人１人の子ど
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もに応じたきめ細やかな支援とまではいかない，②家庭的な雰囲気を出すことができ

ない，③調理指導が難しい，④１人暮らしのイメージを形成しにくく，社会に出たら

お金がかかるという認識もうすくなりやすい，⑤プライバシーや学習環境を十分に保

障できない，といったデメリットも否定できない。 

これに対して，生活単位の小さな施設のメリットとしては，①１人１人の子どもと

丁寧に関わることができる，②子ども・職員双方にとって「自分の家」意識が高まり，

家庭を体験できる，③会計が独立なので，自立後の生活費のやりくりを学べる，④生

活集団単位での外出が可能なため，充実した社会勉強ができるといったものがあり，

期待が高まっているところであるが，他方で，①少人数による生活集団のため，対人

関係の指導や集団活動がしにくい，②個室が多いため，ドアを閉めてしまうとなかで

何をしているか状況が把握できず，喫煙や性的な問題が起こり得る，③現行の児童福

祉施設 低基準及びこれに基づく措置費のもとでは，運営，経営面が大変苦しく，職

員配置が薄くなりがちあることから，子どもの問題行動への対応，心理的な課題を持

つ子どもの生活集団内でのパニック対応に限界が生まれてしまう，といったデメリッ

トにも注意を向ける必要がある。 

② 施設内の虐待や子ども同士の暴行事件の発生状況 

1990 年代ころから，施設内虐待が問題視されるようになったが，現在においても，

施設内虐待は相次いでおり，その深刻さを受けて，2006 年 10 月６日には，厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長から「児童福祉施設における施設内虐待の防止につ

いて」という通達が出され，2008 年には，施設内虐待対策のための児童福祉法改正も

なされた。施設内虐待の背景には，職員の孤立，施設の孤立，閉鎖的な養育環境，職

員の専門性の不足，第３者委員や運営適正化委員会の機能不全などの問題があると考

えられている。 

また，浴室等，職員の目の届かないところでの，子ども同士の暴行事件も相次いで

おり，暴行を受けた子どもが，また別の子どもに暴行する側に回る，といった連鎖現

象の起きていることが，近年顕在化してきた。 

③ 子どもたちの進学・就労状況 

家庭福祉課調べによれば，児童養護施設入所児童の高校等（専修学校，職業訓練校

も含む。）への進学率は， 2007 年５月１日現在 92.1％であったが，児童養護施設入所

者の高等学校等卒業後の進路状況は，大学等（専修学校も含む。）への進学率が 18.0％

（2006 年度），就職率が 75.1％（2004 年度）ないし 75.3％（2006 年度），１年内の離

職率が 31.4％（2004 年度に高校卒業した者）であった。これは，全国平均と比較して，

大学等への進学率が極めて低く，就労状況が不安定であるということ（平成 18 年度学

校基本調査によれば，全国平均では，2006 年５月１日における高卒者の大学等進学率

は 67.5％，2004 年度における高卒者の就職率は 17.4％，そのうち１年内の離職率は

24.9％であった。），すなわち，児童養護施設の子どもたちが，家庭で養育された子ど

もたちに比べて，進学・就労において不利な立場に置かれているということを示して

いる。 

④ 子どもたちの進学・就労に向けた支援の現状 

現在，個々の児童養護施設で行われることの多い進路指導は，子どもや保護者との
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面談，学生ボランティアや社会人の家庭教師に来てもらうことなどであり，実現した

いと望みつつできずにいる児童養護施設の多い進路指導は，学習できる個室の確保で

ある。 

全国一律に行われている進学・就労のための金銭的援助としての措置費は，ⅰ教育

費，ⅱ入学支度金，ⅲ特別育成費，ⅳ職業補導費，ⅴ就職支度金，ⅵ学習指導費加算

分保護単価，ⅶ大学進学等自立生活支度金であるが，かかる費用の大きさから見て不

十分である。 

(2) なぜ，現在の社会的養護が子どもたちの思いに十分に応えられていないのか？ 

入所理由を自問自答し，自分の存在に自信を持てない等といった，子どもたちの悩み

からは，早いうちから親元を離れ，施設で生活せざるを得なくなったこと自体や過去の

辛い体験による心の葛藤が垣間見られる。子どもたちがこうした心の葛藤を乗り越えて

いくには，職員と１対１で会話しやすい家庭的な環境における，個別的できめ細やかな

ケアが必要であるが，現状ではこれが十分になされていないと考えられる。個別的ケア

ができていない背景には，生活単位の大きな施設の多いこと，児童福祉施設 低基準に

定められた職員配置が少なすぎる事実，子どもたちの抱える多様な心理状況や行動様式

に応えられる人員が揃っておらず，また，外部の専門家との連携も不十分である事実が

あると考えられる。 

施設で生活する子どもたちの悩みの多くは，子どもたち１人１人の個別的なケアがで

きていない事実のほか，子どもたちの意見表明権が守られていない事実，進学・就労に

対する公費からの金銭的援助が十分でない事実に関係するものと思われる。すなわち，

例えば，規則の一方的押し付けは，個別的ケアができておらず意見表明権が守られてい

ないことを示す たる事実であるし，また，子どもたち１人１人の個別的なケアができ

ていないために，子ども同士のいじめにも気付かなかったり，対人関係の改善や生活ス

キル習得を実現できない，という状況が生じていると考えられるし，進学・就労に対す

る公費からの金銭的援助が十分でないために，子どもたちは進学を断念したり，退所後

に金銭面の困窮に悩んでいると考えられる。 

また，里子の思いとして挙げた，思春期の里子のふとした一言が措置変更につながり,

里子が里親の元に帰る道が閉ざされ，悲しい思いをしていると言うことに関して，養護

方法・場所の選択・変更については，子どもの気持ちの尊重が重要であるところ，その

決定主体たる児童相談所が日ごろから十分に子どもの気持ちを把握できていないこと

が，本来回避できたはずの措置変更をもたらしているとすれば，それは改める必要があ

る。 

 

４ アフターケア（社会的養護から巣立った子どもたちの家庭生活を安定させるための支

援及び自立の援助）の現状 

(1) アフターケアの重要性 

児童養護施設の子どもたちは，18 歳という年齢を迎えたら，進路選択を行い，社会に

おいて，経済的自立・生活の自立・精神の自立をしていかなければならない。多くの退

所者は，若さや生活の変化・不安定さ等に起因する様々な悩みを抱えているが，家族か

らの支援を期待できない。そのため，アフターケア制度による支援・援助が重要である。 
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(2) 児童養護施設におけるアフターケアの現状 

施設での職員配置数は十分とはいえず，退所者に対して追跡調査，積極的な支援を行

う余裕のないところが多い。そのため，退所者側から何らかのアプローチが行われた場

合に職員が個人的に支援する程度である。 

(3) 自立援助ホームにおけるアフターケアの現状 

自立援助ホームは，主として就労による自立の準備をする場所であるが，様々な困難

を経験して生活の場も手段も失った状態でたどり着いた利用者が，直ちに就労すること

は考えがたいため，自立援助ホームでの支援は，利用者がそこにたどり着くまでに被っ

たダメージを回復することから始まる。その過程にはそれぞれのホームの工夫が見られ

る。例えば，食育を実践するホーム，対人関係スキルを身に付けるホームなどがある。 

さらに，自立援助ホームでの支援としては，社会的資源との再結合，就職活動の応援

等が続くが，その途中で見通しもないまま退所していく利用者が全体の約４分の１を占

める。 

自立援助ホームの数は未だ少なく，措置費が低く抑えられており，年齢の上限が 20

歳未満とされているため，各ホームの善意により，赤字の中，職員を配置し，利用者１

人１人と向き合って親身な支援に当たっている。また，支援利用料を支払えない利用者

や 20 歳以上の利用者の利用を認めているホームもあるが，このままでは，現在ですら

数少ない自立援助ホームが，今後，次々に財政破綻により廃業に追い込まれる可能性が

懸念される。 

 

第３ 少年非行 

１ 貧困は少年非行にどう影響するか 

 はじめに具体的ケースで考えよう。 

 母子家庭で小さい時から弟妹の世話など母親を一所懸命に助けてきた中学生がいた。高

校志望を確定する時期になって「経済的に無理」と言われ，自棄になって学外の不良少年

と交際するようになり，非行が始まった。このケースでは貧困が背景にあると，容易に言

えよう。 

 それでは，両親揃っているが，無理して組んだ住宅ローンを返済するため母も必死に長

時間稼働をして，父母とも全く子どもと会話がなかったことから非行化したケースはどう

だろうか。表面的な経済状況（持家がある）をもって「貧困ではない」と言えるだろうか。 

 貧困と非行の関係について，社会の認識に歴史的変遷がある。戦後かなりの間，生存型

（貧困型）非行が主役であった，と言われるが，1960 年代以降の経済成長にほぼ重なりあ

う時期から遊び型非行といわれる傾向が顕著になり，少年非行の「普遍化」と言われて久

しい。統計上も「貧困」家庭が減少して「普通」家庭が増加してきた。 

 

２ 非行少年に関する公的統計 

 非行少年には，警察，家庭裁判所，少年鑑別所，少年院など関係する機関ごとに統計が

ある。そのうち裁判所の「司法統計年報」の中に家庭裁判所が保護事件として受理した事

件の「保護者の生活程度」の項目があり（以下「A 統計」という。），また法務省の「矯正

統計年報」の中に，家庭裁判所が少年院に送致した事件の「保護者の生活程度」（矯正統計）
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の項目があり（以下「B 統計」という。），いずれも上中下ないし富裕，普通，貧困，不明

と分類されている。この両統計から「貧困」割合の数値を取り出し，経年的に見たものが

別表である。年を追って「貧困」割合が減っていることが分かる。A の「貧困」は 1664 年

に 50％を割り，B についても 1968 年には 50％を割った。法務省の犯罪白書が「非行の普

遍化」を強調したのは，B が 38％までになった 1977 年であった（2006 年では B は 28.8％

である。）。 

 これらの統計を表面的に読めば，現代では貧困と非行はほとんど関係ないということに

なりそうであるが，これらには「貧困」の定義（収入基準など）が明示されていないとい

う大きな問題がある。また，個々の具体的判定における判定者と判定材料についてみるに，

調査官が保護者の（面接）調査での申告をベースにして判定したのではないかと思われる。

周知のように高度経済成長期のあと総中流意識が広がり，このことが統計に反映した可能

性がある。つまり，冒頭の２番目の例のような場合は，保護者も調査者も表面的な収入や

資産をもって「普通」と判定していないだろうか。なお，「普通」「貧困」判定の客観性へ

の疑問を前提にした上で，2005 年以降にふたたび「貧困」が漸増していることも注目すべ

きであろう。 

 別の統計であるが，特定の少年院での個別面接調査（2006 年実施）の結果，43％の少年

が「家庭の経済状況は貧困」と答えた（「子どもの貧困」岩田 155 頁，二瓶１頁）。また法

務省では，全国の少年鑑別所に入所した全少年について，1990 年，1998 年，2005 年に「家

庭についての不満」を回答させているが，「家庭の収入が少ないこと」の順位が次第に上が

り，２位を占めている（法務総合研究所研究部報告 32）。 

 子どもの貧困の実態に則した，丁寧な調査をすることが必要となっているのではないだ

ろうか。 

 

３ 貧困家庭ほど立ち直りが困難 

 また前記 AB 統計とも，一般保護事件の少年と比較して，少年院送致少年の「貧困」割合

は一貫して高いことは重要である。 

 まず前提として，少年院送致となるのは通常は再非行者であり，初回非行の際に立ち直

りに失敗した少年である。多くの少年は初回非行の際に（少年鑑別所に入ったとしても）

保護観察などの在宅処分となって立ち直るのであるが，一部の少年は立ち直りに失敗して

再非行の結果，少年院送致となる。 

 それでは非行少年にとって立ち直りの条件は何であろうか。 

 ここで，子どもにとっての非行体験の意味を考える必要がある。子どもの権利の本質は

成長発達権であり，それは未熟な子どもの成長発達を支える大人の存在を前提とする。 

 非行は，客観的には，成長発達の過程における一つの失敗であり，大人の支援者の欠如

ないし力量不足の結果であって，立ち直りには遅ればせながら大人の支援活動が必要とな

る。その支援とは，直接の生活支援もあり教育（費用）支援もあり，社会との関係や人間

同士の信頼関係をアドバイスする支援もある。 

 これらの支援は親が直接に担ったり，学校や地域の大人たちがネットワーク的に担った

りすることになる。親としては，日頃から子どもと接し，子どもの生活を支援するための

一定の時間的経済的余裕が不可欠だったわけであるが，支援不足のために子どもが非行を
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した時に，学校や裁判所，あるいは家裁と接触して，子どもの支援のネットワークを整え

なければならず，このためにも一層時間的経済的余裕が必要となる。鑑別所に入り審判を

待つまでの期間は弁護士が特に必要（示談等も含め）となる期間であるが，法テラスを利

用するにしても，ある程度はやはり経済的余裕が必要となる。これら余裕の欠如は少年に

とってのハンディとなる。それだけでなく，一旦非行少年のレッテルが張られると，審判

の結果保護観察になったとしても，さまざまなハンディが生ずる。少年院送致となった場

合の社会復帰は就学就労の面でさらに困難であり，仮退院者のための更正保護事業は貧弱

で住まいの確保も覚束ない。また仮退院後の児童福祉法による支援（児童養護施設の入所

など）も実際には困難である。 

 このようなハンディは貧困家庭の子どもにとって，より重いものとなる。 

 

４ 少年非行の予防，立ち直りのための法的，社会的支援 

 非行の予防にとって重要なものは，１人１人の子どものための支援のネットワークであ

り，貧困家庭であったとしても支援者と具体的な支援があれば，非行は防止しやすく，か

つ比較的立ち直りも容易である。 

 支援の一環としての法的支援は，通常初回非行の際に始まる。日弁連の取組みによって，

早期に弁護士付添人をつける努力が重ねられている。法的支援を含む総合的で隙間（更正

保護と児童福祉の隙間のような）のない支援が求められている。 

 

別表（保護者の生活程度の「貧困」割合） 

年 A統計（一般保護事件） B統計（少年院送致事件） 

1955 71(％) ― 

1960 63 ― 

1965 27 53(％) 

1970 21 44 

1975 14 34 

1980 13 27 

1985 14 31 

1990 7 24 

1995 5 21 

2000 ― 23 

2005 ― 25 

2006 ― 28 

2007 ― 27 

2008 ― 28 

 

第４ 障がいのある子どもたち 

１ 障がいのある子を育てるということ 

 障がいのある子の子育てには，多くの困難が存在する。わが子に障がいがあるとわかっ
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たら，親は驚き，困惑し，途方に暮れるだろう。「この子のためにできることは何でもして

あげたい」と思う反面，地域，学校などあらゆるところで直面する様々な難問，仕事と子

育ての両立など，悩みは尽きない。 

 もちろん多くの家庭では保護者は仕事と子育てを両立させ，その子の足りないところを

補いながら個性を伸ばし，立派に育て上げている。しかしながらその一方で，障がいのあ

る子を持つ家庭が貧困に陥りやすいことも事実である。現在のわが国では，障がいのある

子どもを育てる責任を専ら家庭に負わせている。一部負担でも数万円かかる補装具が子ど

もの成長に合わせて次々必要になるなど，障がいを持つ子を十分ケアするためには多額の

費用が必要である。また，子育てに生活の多くの時間を割かなければならない結果，保護

者は慢性的な疲労に苛まれる上，就労の機会は事実上制限され，十分な生活費を得ること

すら容易でない。 

 経済的に余裕のない家庭ほど，子どものケアに十分な時間や費用を掛けられない。そう

なれば，その子が本来抱えている困難さとは別の情緒・行動の問題が発生するリスクも高

まる（いわゆる二次障がい）。また，こうしてますます「育てにくい子」となってしまえば，

被虐待のリスクも高まるであろう。そうなれば必要な時期に学習支援・就労支援を十分に

受けることも難しくなり，学齢期を終えても自立が困難なまま年を重ねる可能性も高まる。

これは典型的な例だが，このような悪循環にいったんはまってしまったら，そこから抜け

出すのは容易でない。 

 乳幼児期から学齢期，就労準備まで，社会全体で障がいを持つ子どもたちの可能性を伸

ばし育てるという考えに立った支援システムの構築が求められる。 

 

２ 孤立した子育てのリスク 

 2008 年，東京学芸大学高橋智研究室が行った「全国特別支援学校（肢体不自由）の寄宿

舎に入舎する障害児やその家族の生活実態と生活上の困難・ニーズの調査」（「2008 年調

査」）によれば，３割以上の保護者が地域に相談相手もなく，孤立した子育てをしている状

況が浮き彫りになった。 

 しかも，経済的困難家庭ほど，その傾向が強いことが明らかとなった。保護者の健康状

態も深刻であり，９割近くの保護者が身体的にも精神的にも慢性的な疲労を感じている。

また，卒業後の子どもの進路や生活保障に不安を抱えており，３人に１人が「将来を絶望

して死を考えたことがある」と回答し，深刻な精神状態であることも明らかとなった。 

 障がいをもつ子どもを支えるため，時間的な制約から保護者の就労との両立は困難な場

合が多い。また，９割近くの保護者が身体的にも精神的にも慢性的な疲労を感じていると

いうデータもあるとおり，就労をしていても健康を損ね，就労継続に困難を来すリスクも

必然的に高くなる。経済的・精神的に追い込まれた保護者のもとでは，虐待をはじめとす

る子どもへのリスクも高まる。 

 

３ 寄宿舎で生活する子どもたちの具体的な姿からもその生活上の困難が見えてくる。 

 夏休み明けには，複数の子どもが痩せて登校する。我々の調査でも，借金を背負ってい

るワーキングプアの父親が夏休み中に失業していた家庭や，出勤前に作ってくれる朝食を

朝と昼に分けて食べていた母子家庭などの姿が明らかになっている。 
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 また，寄宿舎を退舎し家庭に戻った後，学校への欠席が多くなる例もある。このケース

では，連絡が取れなくなったため学校が家庭訪問を行ったところ，精神的に追い込まれた

母親が子どもと２人，荒れた部屋にひっそりと過ごしていた。 

 子どもたちのほんの少しの変化の陰には，家庭だけでは抱えきれない大きな困難があり，

それは子どもの生命・発達に重大な影響を与えている。 

 

４ 2008 年調査によれば，子どもたちの家庭生活において，75.5％が家族のみという限ら

れた人間関係の中で，また，７割近くが家の中だけで過ごしているという実態がある。 

 例えば，自力移動ができない A 子さんは，家庭ではベット上で横になって過ごしており，

そのため睡眠リズムが崩れ，昼夜逆転の生活が続く。そのような生活を何とかしたいと思

っても，母子家庭で慢性疾患のある母親だけでは限界がある。 

 また，同調査では，障がいをもった子どもたちやその家庭を支えているのは，学校であ

り，教師・寄宿舎指導員であることも明らかになった。 

 日常的に子育てに関して相談できる相手は，「学校の先生」74.4％，「寄宿舎の先生」66.9％

と，身近な学校や寄宿舎が圧倒的に高く，学校や教師が一番子どもの実態や家族の生活上

の困難を把握しやすい立場にあることを意味している。 

 ある母親は，「障がい児を産んだ私の責任と思って１人でがんばってきたけど，寄宿舎に

お願いして初めてこの子を他人に預けてもいいんだと思えるようになった」と話す。ぎり

ぎりまで相談できない家族の状況が浮かび上がるように，保護者にとって地域の相談機関

はハードルが高く，まして経済的困難のある家庭ほどその壁は厚い。 

 現在，寄宿舎は全国的に統廃合が進められている一方で，教育課題をもって入舎する「教

育入舎」や，保護者の「就労，健康，養育困難」など「家庭事情」による入舎は，増え続

けている。 

 2008 年調査でも入舎理由のトップが「子どもの自立のため」で 44.3％，次に「家庭事情」

が 22.5％であった。 

 

５ 貧困の中にある障がいをもつ子どもが貧困に陥るリスク 

 障がいをもった子どもたちには，障がいのない子ども以上の様々なケアが必要とされる。

しかし，経済的な余裕がなく，子どもとの時間を十分にもつことができない家庭の中では，

とくに軽度の障がいが見落とされ，適切なケアがなされないまま成長し，そのことが社会

でのコミュニケーション能力をのばすことができず，生きづらさへとつながってしまう。 

 また，貧困家庭にそのリスクが高い虐待の影響や，十分なかかわりをもってもらうこと

ができなかったために知的の発達の遅れを生じた子どもたちについても，適切なケアに結

び着かないリスクが高い。 

 そのために，技能の習得，就労およびその継続に困難を生じる。軽度の知的な発達の遅

れを十分にケアされずに社会に子どもたちが放り出され，とりわけ女の子は性産業に取り

込まれ，傷ついていく状況がある。 

 また，精神科医や臨床心理士らで作る池袋駅周辺で路上生活を送る人たちを支援する研

究チーム「ぼとむあっぷ」の調査によれば，東京都心のホームレス状態にある人々の３割

以上は知的機能に障がいがあるとみられるという。2009 年末に本人の同意が得られた 167
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人を対象に面接調査や簡易知能検査をした（平均 55 歳で全員男性。 終学歴は小学校が

２％，中学校が 56％）結果，軽度の知的障がいがある人が 28％，中度の障がいの人が６％

だった。知的障がいが軽い人の精神年齢は９～12 歳程度で，ものごとを抽象的に考えるの

が難しく，中度では６～９歳程度で，周囲の助けがないと生活が困難となる。周囲に障が

いが理解されず，人間関係をうまく結べないことで職を失うなどの「生きづらさ」が路上

生活につながってしまった可能性がある。 

 こうした子どもたちをなくすためにも，障がいを持つ子どもたちは社会全体で育て，決

して貧困に陥らせないという支援システムが必要である。 

 

第５ 10 代の親 

１ 貧困家庭の子どもが性行動に流されやすい 

 貧困家庭に育つ子どもたちは，親も経済的精神的な余裕がない中で子どもを育てている

ため，親子間での適切な関わりが不足していることが多く，子ども自身の自己肯定感が育

ちにくい状態にある。自分の身体の発達・成長を受け入れられない子も多く，過激なダイ

エットやリストカットも後を絶たない。 

 そのため，他人の欲望対象としての自分に存在意義を見出して，性行動に流されて行き

がちである。つまり，セックスのときに相手から性欲を向けられることが，「優しくされて

いる」ことだと考えるのである。 

 いま社会には過激なポルノ情報があふれ，その一方，性に関することやジェンダーフリ

ー（社会的性差の押しつけから自由になろうという考え方）に対する批判的意見が激化し

ているため，教師たちが萎縮し，教育現場できちんとした性交や避妊の知識を教えること

ができていない。 

 こうして，子どもたちは，性についての知識も認識も浅いまま，妊娠や性感染症のハイ

リスクなセックスに流されていく。 

 

２ 妊娠後，出産する傾向が増加 

 10 代の少年少女たちの中で， 近，出産を選び，出産に賛成する傾向が増えつつある。

その背景には，少子化によるベビー商品業界のキャンペーンの影響下で，芸能人の若い母

親が“ママドル”と化し，いわゆる“できちゃった婚”に対する抵抗感も低くなっている

現状がある。2004 年の調査（厚生労働省「平成 17 年度出生に関する統計」の概況）によ

ると，できちゃった婚が増加傾向，特に，母親の年齢層が若くなるほど多くなっており，

10 代の出産の約 83％にのぼる。 

 また，本人自身の自己肯定感が低いために，出産で「ママになる」「パパになる」「家族

ができる」と自己実現できると考え，出産を選ぶ少女，出産に賛成する少年も多い。 

 

３ 出産した後も，孤立し，貧困化する 

 出産しても，10 代の母親たちは，他の母親から 10 歳以上も年若く，見た目も派手なこ

となどから地域の母親たちとなじめず，居場所がない。その上，住民票を移転していなか

ったり，男性のアパートを転々としていたりするケースも多いために，自治体からの情報

も彼女たちに届きにくい。 
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 10 代の父親も，年若く，将来性も計画性も乏しいなかで，家庭を持つ覚悟もないままに

出産を迎えることが多い。 

 両親ともに子どもであるため，堅実に家庭を築くよりは遊びたい欲求が強く，その反面

で子育ての正確な知識もない。その結果，互いにエネルギーが発散できずストレスを抱え，

ＤＶや虐待につながることも多い。 

 また，周囲の大人は 10 代の妊娠出産を性的逸脱行動ととらえる傾向が強く，彼らの出産

を受け止めることができず，学校は退学になることが多い。その親たちも，子らの妊娠・

出産という事態に対して適切な協力ができるような経済的余裕も精神的余裕も知識もない

ことが多い。 

 その結果，10 代の親たちは，協力を求める大人が周囲にいない状態で，学業をあきらめ，

そのために就職も難しく，若さゆえのストレスを抱えたまま，さらなる貧困への坂道を転

がり落ちていく。 

 

４ 10 代の妊娠・出産についての社会福祉制度の現状 

 10 代で妊娠・出産した夫婦や，10 代で母子家庭となった母親と子どもを特別に支援する

ような社会福祉制度はほとんどなく，一部の市町村や産婦人科のみで支援を行っていると

いうのが現状である。 

 もちろん，妊娠・出産した夫婦や母子家庭を支援する一般的な社会福祉制度は，10 代の

夫婦や母親も利用可能である。例えば，経済的に困ったときは生活保護や母子寡婦資金貸

付制度などがあるし，住居に困ったときは母子生活支援施設が利用できるし，日常支援が

必要なときは子育て短期支援事業（ショートステイなど）もある。 

 しかし，10 代の夫婦や母親は社会から孤立しがちで情報を知らず，あるいはそもそも行

政に助力を求めるという意識が低いので，こうした一般的な制度すら利用できない人が多

い。 

 

５ 求められる 10 代の親の支援 

 10 代の親やその子の生活全般を支援する社会福祉制度を設ける必要があるのはもちろ

んだが，まずは 10 代の親を社会から孤立させないことが急務である。 

 そのためには，関係機関（学校，病院，行政など）が，「10 代の親には支援が必要」と

の共通認識を持ち，10 代の親を早期に発見して，関係機関連携のもと支援をしていく必要

がある。また，10 代の親同士が交流できる場を設けるとか，出産や子育て支援の情報を 10

代の親の目につくところに置く（例えば，買い物に行くスーパーにチラシを置く，インタ

ーネットで情報を流すなど）などの工夫も必要となろう。 

 

第６ 外国にルーツを持つ子どもたち 

１ 外国にルーツを持つ子どもたちの現状 

 現在日本に居住する外国国籍を有する人々は，歴史的経緯により永住資格を有するいわ

ゆる在日外国人，1980 年代ころからのバブル期を契機として，日本の労働市場に参入した

種々の国籍を有する外国人，1990 年以降に在留資格が拡大された日系南米人，各種学校の

留学生・就学生として在留する外国人，技能実習生として在留する外国人など，多様な背
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景と国籍を有しており，その数も外国人登録を行っている人のみでも 210 万人を超えてい

る（2009 年末）。 

 そして，永住資格を有するいわゆる在日外国人でなくとも，在留資格の有無に関わらず，

日本に一定期間滞在するうちに家族が形成されたり，本国から家族を呼び寄せるなどして，

単独ではなく家族として日本に居住していることもごく当たり前になっている。 

 その結果として，現在の日本には様々な背景と国籍を有する，外国にルーツを持つ子ど

もが多数居住している。ある子は日本社会で出生し，ある子は親とともに来日するなどし

て，日本のみにルーツを持つ子どもと同様，日本社会の中で成長するプロセスを過ごして

いる。 

 そして，日本社会で出生または成長するにあたって，日本のみにルーツを持つ子どもが

直面する問題に加えて，外国にルーツを持つこと，その国籍，在留資格の有無などを原因

として，外国にルーツを持つ子ども特有の問題に彼らが直面することも多い。 

 

２ 両親等が在留資格を有しない事により子どもが直面する問題 

(1) 総論 

両親が在留資格を有しない場合には，当局による摘発等があった場合にその子どもも

強制送還などの危険にさらされるという問題に加えて，当局の摘発などを恐れて，各種

行政サービスや，相談機関などの公的な制度を避ける傾向を両親が有していた場合には，

子どもが本来であれば享受できる各種の行政サービスから乖離する危険が常に内在し

ている。また，医療・公的扶助などにおいて，以下のような不利益を受ける危険性が大

きい。 

(2) 子どもが医療制度から乖離する危険 

現行法では，在留資格のない外国人は，国民健康保険の被保険者になれない（健康保

険法６条 11 号）。 

したがって，在留資格がない両親から子どもが出生する場合には，その当初より医療

制度から乖離する危険がある。もっとも，入院助産・養育医療・育成医療・母子手帳・

予防接種などについては特別法およびそれらの適用を明言する内閣答弁により，在留資

格を問わず適用・運用がなされるべきなのであり，各自治体がこのあるべき運用を徹底

する必要がある。 

また，外国人未払医療費補填事業制度が存在する自治体では，自治体が保険が適用さ

れない外国人の未払医療費を補填できる。無料・低額医療事業も存在する。 

(3) 公的扶助からの乖離 

在留資格のない外国人，および永住者や定住者などの在留資格を有しない外国人は，

生活保護を受給できないとするのが現在の生活保護法の運用の原則である。 

したがって，これらの外国人の家庭が経済的に困窮しても，その子どもは生活保護な

どの各種公的扶助を受けられない危険が大きい。 

なお，子ども手当，児童扶養手当は国内に住所があれば支給を受けられるが，在留資

格がない場合には厚生労働省通知に基づき拒否される危険性が大きい。 
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３ 子どもが義務教育等から乖離する危険 

(1) 総論 

現在は，在留資格の有無に関わりなく，日本に居住する外国にルーツを持つ子どもは

義務教育が受けられる運用がなされている。外国にルーツを持つ子どもの家庭内言語が

日本語ではない場合，義務教育への参加は日本語の読み書きや会話を学ぶ 良の機会で

あると考えられる。 

しかし，外国にルーツを持つ子どもは，以下のように義務教育等から乖離する危険性

が大きい。 

(2) 経済的困窮の影響 

外国にルーツを持つ子どもの家庭が両親の失業等で困窮しても，就学援助を除いて，

子どものための各種手当や生活保護が受けられない危険性が大きい。 

そのため，家庭の経済的困窮により，学校で必要な諸費用が賄えない場合には，その

子どもは就学を継続できなくなる危険性が大きい。 

また，出身国由来の学校（ブラジル人学校等）に通っていたが，授業料が払えなくな

り，やむなく公立学校に子どもが転校した場合等には，その子どもが日本語を習得して

いなければ，授業が理解できないため，就学しなくなる危険性は大きい。 

(3) 両親の過重労働・転勤・子どもの本国からの呼び寄せ・家庭・差別等の影響 

単純労働に外国人が従事する場合，派遣労働者として不定期な労働に従事し，仕事が

なくなれば他地域での同様な労働に従事するために，工場集中地域間の転勤を繰り返し

て生活する場合も多い。 

そのような家庭は概ね収入が不安定でかつ低額であり，両親とも昼夜時間を問わず長

時間労働に従事せざるを得ないことが多いうえに，転勤を繰り返すため地域でのコミュ

ニティーも形成されにくい。加えて保育所が不十分であれば，そもそも子どもが両親等

から十分に養育されないうえに，上の子どもが親の代わりに下の子どもの面倒を見ざる

を得ないという事態も起こる。 

このような，保護者が子どもの養育に十分に時間と労力を費やせない家庭の場合，子

どもはそもそも就学しないこともあり，就学しても休みがちなために続かない事も多く，

児童労働に従事させられたり，ストリートチルドレン化した例もある。 

また，子どもがその本国である程度成長してから日本に呼び寄せられた場合，それら

の子どもの多くは日本語を習得しないまま学校に転入することになり，学習を継続する

ための大きな障害を抱えることになる。とりわけ，両親等の保護者も日本語を母語とし

ない場合には，家庭での学習サポートも困難であり，学校等での適切なサポートがなけ

れば就学継続は難しい。 

さらに，子どもは日本語を話すが，母親等の保護者が日本語を話せない場合に，子ど

もが保護者の通訳のために学校を休むこともある。 

特に，外国籍の女性が日本人男性との間に子どもを設けたが，その後種々の原因でシ

ングルマザーとなった場合には，子どもの認知等の男性の協力がなければ，安定した在

留資格を得ることが出来ない場合が多い。その場合，母子ともに在留資格のないまま，

母親が働きながら子どもを養育することになる。 

そして，そのような母親は在留資格もなく，地域や友人等との関係が希薄なまま，社
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会で孤立した，経済的にも不安定な生活を送ることも多い。 

このような場合には，母親自身に在留資格がないため，摘発を過度におそれて，公的

なサービスにアクセスすることをためらいがちであること，孤立して生活しているため

に日本社会では常識的であると考えられる情報が伝達されておらず，子どもが学校に通

えるかどうか母親が知らないこと，生活がその居所も含めて安定せず，物心ともにあま

りに余力がないこと等の要因で，子どもが全く学校の存在を知らず，自分が通える所で

あると認識していない例もある。 

加えて，子どもが就学可能な環境にある場合でも，外国にルーツを持つことなどを原

因とした差別を学校や学級で子どもが受けている場合には，就学を継続しなくなるケー

スも見られる。 

 

４ いわゆる在日外国人の子どもの場合 

 歴史的経緯により永住資格を有するいわゆる在日外国人の子どもの場合には，現在では

制度的に医療や公的扶助，あるいは義務教育から乖離する危険は比較的小さいといえる。 

 ところが，2010 年４月から公立高校の授業料が無償化され，その給付の対象となる生徒

に国籍要件はなく，かつ外国人学校を含む各種学校もその対象となっているが，朝鮮学校

は相当の規模・内容・実績を持ち，日本において既に相当の歴史を有しているにも関わら

ず，現在のところ朝鮮学校はその対象から除外されている。 

 

５ 結論～社会で孤立する危険にさらされる，外国にルーツを持つ子どもたち 

 以上のように，日本に居住する外国にルーツを持つ子どもは，両親の在留資格の有無，

経済的困窮・過酷な労働環境に起因する不安定な孤立した家庭環境，外国にルーツを持つ

ことについての差別などを契機として，医療制度・義務教育・公的扶助等からの乖離にさ

らされ，日本社会で孤立する危険性が大きい。 

 

第７ ひとり親家庭の子ども 

１ ひとり親になった影響 

 ひとり親になった時点の末子の年齢は，母子家庭では平均 5.2 歳，父子家庭では平均 6.2

歳である。ひとり親になる原因は，離婚が も多い（2006 年の厚生労働省による調査では，

母子世帯の 79.7％が，父子世帯の 74.4％が離婚を原因としている。）。 

 幼少の子どもにとって，親は絶対的な存在である。この時期に片親を失うことは，子ど

も自身を形作る世界の半分を失うことに近く，その影響の大きさは計り知れない。 

 このような状況に置かれた子どもに対しては，愛情をもった安定したフォローが必要不

可欠である。しかし，日本の多くの子ども（2003 年の厚生労働省による調査では，母子世

帯数は 122 万 5400 世帯，父子世帯数は 17 万 3800 世帯である。）にとって，フォローして

くれる可能性のある大人は，自分と暮らす親しかいない。そして，以下のように，その１

人しかいない親も余裕を失っていることが多く，子どもは自分を形作る基礎や自分を守る

術を身につけられないままに，早く大人にならざるを得ない。 
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２ 生活の困窮がもたらすもの 

(1) 金銭的余裕のなさ 

ひとり親家庭の子どもの半数以上（54.3％）が相対的貧困に陥っている。 

母子家庭の８割以上の母が働いていながら，その年間収入は一般世帯の３割以下。ひ

とり親家庭の困りごとの１位は「家計」。大阪府堺市が行った調査でも，母子家庭の半

数以上，父子家庭の半数弱が「収入が少ない」ことを就業の悩みとし，母子家庭の 95％，

父子家庭の 88％が「今後の生活に不安」を感じ，特に不安を感じる項目として「生活費」

を挙げている。 

ひとり親家庭の子どもの大半は金銭的な余裕のないなかで成長していかなければな

らない。その影響が も大きく現れるのは教育である。義務教育期間であっても，クラ

ブ活動等様々な費用を家庭が負担しなければならない。また，給食がない中学校も多く，

昼食代が持っていけないことの恥ずかしさから不登校になる子どももいる。塾に通う費

用が出せなければ，塾に通う友達とは生活形態自体が変わってしまう。日々の子どもの

生活の中で，持たざる者であることが見せつけられ，目に見えない排除を受け，不利益

が積み重なってしまう。高校や大学になると，金銭的余裕のないことが即座に進路に影

響する。 

高校生の子どもを育てる母親からは，「親の経済力で子どもの将来が限られてしまう

社会では，希望も持てず未来がない」「子どものまともな就職先が見つかるかさえ不透

明な中，返済の必要な奨学金を借りることに対しても大きな不安を感じる。母子家庭で

あっても進学できる支援が欲しいと心から思う」「がむしゃらに働いて年収 260 万円…

高校と大学の子どもを育てるのはとても大変です。返済義務のない奨学金制度を望みま

す」という声が，母子家庭に育つ子どもからは「母が病弱，高齢だったこともありお金

がなかった」「生活が苦しくて我慢したことはたくさんあったけど仕方ない。それが普

通だと思っていたし」「経済的に苦しいので仕方ないが，お小遣いも十分にもらえなか

ったから，欲しいものが買えないし，友人と遊びに行くこともあまりできなかった」「授

業料免除や奨学金申請のとき，申込書に家庭環境や経済不遇について記述したとき（母

子家庭を意識した）」「母は若くないし，身体も弱いので，もし自分が病気になって奨学

金返済ができなくなったら母に迷惑をかけてしまう」との声が挙がっている。 

金銭的余裕のなさは住居等生活環境にも直結する。離婚を含む生別母子世帯の住居所

有状況は，持ち家率が 31.7％しかなく，2007 年の東京都福祉保健基礎調査では，母子

家庭の 57.9％が賃貸・借家に暮らしており，子ども部屋がない割合が も高い。家庭内

に勉強するためのスペースがない状況では，家庭学習による積み重ねは不可能に近い。

そうであっても，子ども自身は，積み重ねができない原因を自分のせいだと考えるため，

自己肯定感を養うことができないだけではなく，育ちつつある自己肯定感を削り取られ

る危険と隣り合わせに生きなければならない。 

金銭的余裕のなさは，親の心の余裕も失わせる。2003 年度に東京都児童相談所が受理

した全事例を担当者が子どもの虐待につながったと思われる家庭状況について複数回

答した調査結果である 2005 年の東京都福祉保健局「児童虐待の実態Ⅱ」によれば，ひ

とり親家庭であることと経済的困難が上位を占めている。 

虐待に至らなくとも，子どもにとっては，日々の様々な出来事を聞いてほしい親，家
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庭内の大人が１人しかいないのである。そして，そのたった１人の親には金銭的余裕が

なく，生活に不安を持っている。そのような親の大変さを感じることにより，子どもは，

親への接触が親の負担になるのではないかと感じ，自分を守るすべのないままに１人で

耐えなければならないと思うようになっていく。 

「寂しいと言ってはいけないと思った」「母親も余裕のない状態だったので，特別に

訴えたいという感情はなかった」と母子家庭に育つ子どもたちは話す。 

(2) 時間的余裕のなさ 

金銭的余裕のないがゆえに，生活のためにはダブルワーク，トリプルワークをしなけ

ればならず，子どもと過ごす時間，子どもに向き合う時間の余裕が奪われる。６歳未満

の子どもを育てながら働いている母子世帯における平日の平均育児時間は，わずか 46

分である。 

ただでさえ，複数人でやっと担える量の，仕事，家事，育児をひとり親の大半は一手

に引き受けなければならない。それに加えて，低賃金の不安定労働となれば，時間的余

裕は皆無である。そして，そうまでして働いてもなお，生活の不安は解消せず，子ども

が育つにつれて費用の負担は増えていく。負担の増加に応えようとすれば，夜間の仕事

等少しでも時給の高い仕事をするしかなく（釧路市における調査では，生活保護を受け

ていない母親の 20％弱が夜間に，10％程度が深夜・早朝に働いている。），夜間に子ども

だけで過ごさなければならない事態が起きている（釧路市における調査では，生活保護

受給・有職母子世帯の 22.2％がきょうだいと留守番をしている。）。家庭内に大人がいな

いこと，夜間に親がいないことの寂しさ心細さは子どもの心に大きく影響する。また，

家庭内の会話によって形成される社会性が十分に培われなくなってしまう。 

「なんでいつも側にいてくれないんだろうと思ったりした」「１人でお留守番をする

のが淋しいときがあった。参観日に来てほしくても我慢したことがあった」「子どもに

こんな寂しい思いをさせるなんて母親失格だ，毎日ごはん作ってほしい，って思ってい

た。だんとつ寂しいが一番」と母子家庭に育つ子どもたちは話す。 

(3) 周囲の支援のなさ 

母子家庭では 23.1％に，父子家庭では 40.6％に相談相手がいない。ひとり親も子育

てについての悩みを抱えている。特に母子家庭においては，周囲からの偏見や，不登校

や引きこもり等子どもの情緒的な問題について悩みを持っている。悩んでいながらも，

相談相手がいない家庭が少なくない。 

堺市調査では，親が病気になったとき子どもの世話を頼める人について，母子家庭の

19.1％，父子家庭の 16％がいないと回答している。親が病気になったという切迫した状

況下でも頼れる人がいない家庭が存在する。 

そのような場合，利用できるのは行政であるが，母子家庭の 99.6％，父子家庭の 99.3％

が家庭生活支援員の派遣を利用したことがない。堺市の調査では，特に父子家庭では，

支援制度自体を知らないということが表れている。 

このように，困ったときに頼る者がいない状況は，子どもにも，困ったときに１人で

頑張るしかない，１人で耐えるしかないと思い込ませる方向に作用しやすい。 

(4) 相関関係 

以上の様々な余裕のなさは相関関係にあり，家庭内で渦巻いてしまい，家庭がストレ
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スと不安の圧力なべのようになってしまう。子どもは，家庭という圧力なべと持たざる

者であることを突き付ける社会とを行ったり来たりして育つ。 

(5) 子どもにできること 

このような生まれ，育った環境を原因とする不利益が積み重ねられながら子どもたち

は育っていく。苛酷な環境であっても，愛情を注がれ成長していける子どもももちろん

いるだろう。けれど，自分の上に積み重なってくる様々な不利益，淋しさ，不安の原因

がわからないままに成長する子どももたくさんいる。その子どもたちは，原因が自分に

あると思い込むことしかできない。そのため，自分を大切にするための基礎になる自己

肯定感を築ききれない，傷つきやすいままに社会に出ていく。早く大人になりすぎて，

自分を守る心が十分育ちきらないままに，１人で耐えるしかないと思い込んだままに，

自己責任の強い風の吹く社会に放り出される。 

母子家庭に育ち，淋しさから万引きや空き巣を繰り返してきた少年は，自身が父親に

なった後，「自分はずっと独りぼっちだと思ってきた。父親のいないしんどさはよくわ

かる。この子にはそういう思いはさせない」と話していた。 

 

第８ 沖縄の子どもたち 

１ はじめに 

(1) 本土復帰前 

沖縄の子どもの貧困は，第二次世界大戦後，本土復帰前からあった。 

本土が経済復興を遂げていく中，沖縄は取り残され，本土との経済的格差は歴然とし

ていた。そのような沖縄の経済的貧困が沖縄の子どもを直撃していた。 

そればかりではなく，沖縄の子どもたちを貧困から守るはずの児童福祉などの諸制度

も極めて不十分であった。その 大の理由は，約 27 年もの間，本土から行政が分離さ

れ，米軍による支配が行われたことによるものである。 

この点，1972 年度の「児童相談所の業務概要と分析」の緒言では，「昭和 47 年５月

15 日，この本土復帰をわれわれは万感を持って迎えました。思えばこの日に至るまでの

二十年余，国土を分断され，異民族の統治下にあっても，われわれは精神的にも制度的

にも『祖国』に近付くことに努力しつつ，日本国民としての児童福祉向上に取り組んで

きました。しかしながら，その間に拡大を余儀なくされた制度格差は，児童福祉分野の

分野で著しく，積極的な健全育成の面でも，沖縄の児童は少ない機会しか与えられなか

った」と述べられている。この時点で，沖縄の児童福祉の内実は，本土のそれよりも 10

年以上の遅れがあったのである。 

沖縄では，伝統的な地縁・血縁による共同体を「ゆいまーる」と呼び，子どもの貧困

に対する手だてや下支えを地域社会や血縁に委ねてきた。それでも，地域社会や血縁か

らこぼれ落ちる子どもたちがいた。 

このような子どもたちは，児童福祉，すなわち，行政や社会による手だてや下支えを

十分に受けられないまま，沖縄の経済的貧困の影響をもろに受け，否応なく貧困状況に

おちいっていたのである。 

(2) 本土復帰後から現在に至るまで 

本土復帰により，飛躍的な経済成長を遂げ，本土並みの豊かな生活ができるのではな
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いか，児童福祉などの諸制度が整備され，沖縄の子どもの貧困状況が解消されるのでは

ないか，という沖縄の人々の期待は，打ち砕かれた。 

現在においても，沖縄には，子どもの貧困が蔓延している。その原因の一つが，依然

として解消されない沖縄の経済的貧困である。 

沖縄は，現在でも，県民所得や完全失業率が全国 低レベルである。例えば，沖縄の

県民所得は，トップの東京都の半分にも満たず，その状態が復帰以来全く変化していな

い。また，完全失業率もここ数年，全国平均の約２倍の高率を示している。 

このような経済的貧困もあいまって，離婚率も全国ワーストとなっている。離婚によ

って，経済的基盤の脆弱なひとり親家庭が生まれ，ますます経済的貧困が悪化し，そう

なれば，ひとり親家庭に育つ子どもの貧困状況も，ますます悪化することになる。 

そればかりか，沖縄は現在，核家族化が も進んでいる地域の一つであり，伝統的な

「ゆいまーる」の力は弱まり，解体しつつある。伝統的な「ゆいまーる」による手だて

や下支えを受けられない子どもたちが増えている。 

さらに，沖縄では，児童福祉の諸制度の整備の遅れが今現在でも続いている。例えば，

厚生労働省発表の数値による待機児童率がここ数年，全国の値の５倍近くを示して全国

悪レベルである。また，子どもの虐待死事件が相次いで起こっているにもかかわらず，

児童養護施設の整備が不十分であり，一時保護所の慢性的な定員超過が指摘されるなど

している。 

(3) 沖縄は子どもの貧困のモデルケース 

長引く不況の中，日本全国で経済的貧困が蔓延しつつある。そして，規制緩和の名の

もとで，児童福祉などの諸制度が弱体化，解体されつつある。これは，戦後から今日ま

での沖縄の姿と重なるものである。 

また，本土では，子どもの貧困に対する手だてや下支えを家族に委ねてきた部分が大

きいところ，近年，家族が支えきれなくなっている局面が次々と明らかになっている。

このことは，沖縄において，「ゆいまーる」に子どもの貧困に対する手だてや下支えを

委ねていたところ，「ゆいまーる」の弱体化や解体によって，「ゆいまーる」が子どもの

貧困を支えきれなくなっている沖縄の状況と重なる。 

このように，沖縄の子どもの貧困は，もはや，沖縄の特殊な状況を示すものではない。 

沖縄の子どもの貧困の状況は，子どもの貧困に対して対策を講ずることなく放置し続

けるとどうなるか，という壮大なモデルケースである。言いかえれば，沖縄の子どもの

貧困状況は，明日の，あるいは，場合によっては今現在の，日本全体の子どもの貧困状

況を凝縮したものかもしれないのである。 

 

２ 沖縄タイムスの子どもの貧困アンケート 

 沖縄タイムスは，小中学校の教員を対象に，2010 年１月から２月にかけて独自にアンケ

ートを実施した。県内各地の 241 人から回答を得た（回答人数は，中頭地区（沖縄本島中

部）93 人，島尻地区（沖縄本島南部）52 人，宮古地区（宮古島とその周辺島嶼）41 人，

八重山地区（石垣島とその周辺島嶼）25 人，那覇地区 20 人，国頭地区（沖縄本島北部）

10 人であった。）。 

 親の経済状況が子どもの成長に影響していると答えたのは，87.1％，家庭や経済状況が



第２章 要因論と問題状況 

 

- 101 - 

厳しい子が増えたと答えたのは，83.0％となっている。これらの子どもたちのために自分

のお金を使った教員は 43.2％にのぼり，年に数万円使ったと回答した者もいた。貧困が子

どもたちの心身に悪影響を及ぼしている，との指摘は多く，「布団がなくて体調を崩した」

「制服が準備できず，登校できなかった」「カッパや傘がなく，雨天時は無断欠席をする」

との声もあった。中学生の場合「お金がかかるから，部活をあきらめる生徒もいた」（那覇

地区）との報告もあった。 

 給食以外の食事を十分に取れない子がいると答えた者は，44.4％にのぼり，給食費を払

えない子どもはいるか，との問いには，63.1％がいる，と回答した。那覇地区の小学校教

員は，給食費の滞納を「児童に伝えるのがとても心苦しい」と嘆く。悟られないようにそ

っと保護者への手紙を託すが，「高学年の子は（どんな内容か）分かっている。子どもがそ

んな心配をしないよう，給食費を全額公費負担してほしい」と訴える。 

 また，病気やけがでも病院に行けない子どもがいるとする回答も 31.1％にのぼった。那

覇地区の教員は，「家庭に子どもたちの健康にかけるお金がない。就学援助を受けている子

のうち虫歯が治った生徒は１割くらい。手作りのご飯を食べさせてもらえず，菓子パンな

どを食べ続けているため，肥満になる子もいる」と話す。島尻地区の小学校教員は「高熱

やおたふくかぜなどでも病院に行けず，２週間以上休んだ子がいた」と説明した。 

 夜，子どもだけで過ごしている子どもがいるかとの質問に対して，56％がいると答え，

育児放棄と思われる家庭があるかとの質問に対して，39％があると答えた。島尻地区の教

員は，こう説明する。「親が夜の仕事で子どもたちは深夜徘徊。家に訪問しても，親と生徒

が昼間一緒に寝ている。時々万引をして空腹をしのいでいるが，家庭の教育力がなく，悪

いこととは思っていない親がいた」また，中頭地区の小学校教員は，「母子家庭で母親が仕

事で遅く帰るため，夜中まで子どもだけで家にいる。下の子の面倒を見させるため，学校

を休ませることもある」と話す。さらに，那覇地区の小学校教員は「衣服がいつも汚れて

いて，入浴せずに登校する。登校時間になっても家で寝ている状態が多い」と話している。 

 

３ あらたな「ゆいまーる」づくり 

 沖縄の子どもたちがこれ以上傷つかないようにするためには，すなわち，沖縄の子ども

の貧困を解消するためには，もはや，伝統的な「ゆいまーる」に頼ることはできない。こ

のことは，前記２項の調査によって白日の下にさらされた現在の沖縄の子どもたちの貧困

状況から見ても，明らかである。 

 社会全体による子どもの貧困に対する取組み，すなわち，あらたな「ゆいまーる」づく

りをしなければならない。子どもの貧困について，対策を講ずることなく放置し続けると

どうなるか，という沖縄のモデルケースは，一般市民と行政が手を携えて，社会全体とし

て子どもの貧困を根絶していく，という尊い試みに取って変わられなければならない。 

 そのためには，沖縄において重点的に子どもの貧困対策が施されるとともに，そのよう

な施策が，日本全国に広まっていくことが必要である。 
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第８節 子どもの成長発達権の保障 

 

 第１章及び第２章において紹介した子どもの貧困の現状は，以下に述べるような子ども

の生きる権利，成長し発達する権利，教育を受ける権利，家庭的環境で養育される権利等，

日本国憲法及び子どもの権利条約で保障された子どもの権利を侵害するものであり，もは

や看過することはできない。 

 貧困状態に置かれた子どもが，安心して生活し，成長し発達することの意義と，その権

利としての重要性が確認されなければならない。また，かかる子どもの貧困状況を放置す

れば，子どもが各成長段階で必要に応じて支援を受ける機会が奪われていくこととなる。 

 

１ 日本国憲法 

 憲法 13 条は，１人ひとりの人間が人格の担い手として国政のあらゆる場において 大限

尊重されなければならないという個人の尊厳原理に立脚し，幸福追求権について 大の尊

重を求めている。心身ともに脆弱な子どもにとっては，その発達に応じた「 善の利益」

が考慮されて初めて，個人として人格的に 大限尊重され，幸福追求権について 大の尊

重が得られる。 

 また，憲法 14 条１項は法の下の平等を定め，すべての人が個人の尊厳において平等であ

り，かつ自由な人格形成という点においても平等であるべきであることを定めている。か

かる法の下の平等の原理は，国政全般を拘束する法原理である。したがって，子どもが親

の経済力を選んで生まれてくることができない以上，子どもの貧困状態を解消し，スター

トラインからの平等が実現されることも，同条により権利として保障されているといえる。 

 法の下の平等は，憲法 25 条や 26 条等において具体化されている。 

 まず憲法 25 条は，健康で文化的な 低限度の生活を営む権利(生存権)を保障する。日本

国憲法の解釈においては，子どもの権利条約が十分に考慮されるべきであるから，同法 25

条は，同条約６条の保障する生存及び発達の権利に照らし，子どもの成長及び発達を保障

するのに相当な水準でなければならず，したがって，すべての子どもが経済的及び社会的

な制約に左右されずに成長し発達する権利が保障されていると解するべきである。このよ

うな生存及び発達の権利を実現するため，立法及び行政による措置が国及び地方自治体に

よって講じられなければならない。 

 さらに，この生存権の保障を基本理念として憲法 26 条は教育を受ける権利，すなわち子

どもの学習権を保障する。この規定の基礎には，国民各自が，一個の人間として，また，

一市民として，成長，発達し，自己の人格を完成，実現するために必要な学習をする固有

の権利を有すること（成長発達権），特にみずから学習することのできない子どもは，その

学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利（成長

発達するための大人の援助を求める権利）を有するとの考えがある(旭川学テ訴訟・ 高裁

昭和 51・5・21 刑集 30 巻５号 615 頁)。これに対し国は，教育制度を維持し，教育条件を

整備すべき義務を負う。 
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２ 子どもの権利条約（児童の権利条約） 

 1989 年国連総会本会議にて採択された「子どもの権利条約」（日本は 1994 年に批准，158

番目，政府訳では「児童の権利条約」とされ，「児童」の用語が使われているが，以下「子

ども」という用語で統一する。）には，以下のような子どもの権利及び国の責任が明記され

ている。 

(1) 子どもは特別な保護及び援助を受ける権利を有すること（前文） 

前文は，子どもが特別な保護及び援助についての権利を享受することができること

（世界人権宣言），及び子どもが身体的及び精神的に未熟であるため，その出生の前後

において，適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とすること（児童の権利に

関する宣言）に留意するとする。 

また，子どもの成長及び福祉のための基本的・社会的基盤としての家族が，その責任

を十分に引き受けられるよう，必要な保護及び援助を与えられるべきである。そして，

子どもが，その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため，家庭環境の下で幸福，愛情

及び理解のある雰囲気の中で成長するべきことを規定する。 

このように子どもが特別な保護及び援助を受ける権利を有することを明言する前文

の趣旨は，後述第５章の各提言において提起するように，あらゆる政策において考慮さ

れるべきである。 

(2) 締約国のとるべき措置－差別の禁止，子どもの 善の利益（２条，３条） 

締約国は，管轄下にあるすべての子どもに対し，子ども又はその父母等の人種，皮膚

の色，性，言語，宗教，政治的意見その他の意見，国民的，種族的若しくは社会的出身，

財産，心身障がい，出生又は他の地位にかかわらず，いかなる差別もなしにこの条約に

定める権利を尊重し，及び確保する（２条１項）。また，子どもに関するすべての措置

を取るにあたっては，その主体が公的なものであるか私的なものであるか，又は社会福

祉施設であるか裁判所であるか，行政当局又は立法機関であるかにかかわらず，子ども

の「 善の利益」が主として考慮されるものとし（３条１項），締約国に，子どもの福

祉に必要な保護及び養護を確保するため，すべての適当な立法上及び行政上の措置をと

ること（同条２項）を義務付けている。 

(3) 生存及び発達の権利（６条） 

締約国は，すべての子どもが生命に対する固有の権利を有することを認め（６条１項），

子どもの生存及び発達を可能な 大限の範囲において確保する(同条２項)ものとされ

る。 

本条の「生命及び発達」の意味は，単に飢餓から免れるということを意味するもので

はなく，１人ひとりの人間が備える無限の発達の可能性を 大限に実現し，社会の発展

にも積極的に貢献し，その生涯を終えるときに「生きていてよかった」と思えるような

生活ができるようにする，というレベルを要求していると考えるべきである。したがっ

て，本条のいう「 大限の範囲」の解釈についても，各国の経済的，社会的，文化的諸

条件により如何ともしがたければ，児童養護の 低基準が確保されなくても仕方がない

という消極的な意味づけをすることは許されず，福祉の充実を目指したより積極的な意

味をもつ規定であると解釈すべきである。 

かかる視点から，子どもの権利条約には，子どもの生命の大切さだけでなく，健康・
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医療への権利(24 条)，社会保障への権利(26 条)，生活水準を享有する権利(27 条)など

の生存の権利をより明確にする条項や，教育への権利(28 条)などの発達の権利をより強

化する規定が定められている(後述)。 

(4) 意見表明権(12 条) 

締約国は，自己の意見を形成する能力のある子どもがその子どもに影響を及ぼすすべ

ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において，子

どもの意見は，その子どもの年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

本条は，子ども自身が自分の思いや考えを自由に表現することが「権利」であるとい

うことを明確に示した規定である。すべての子どもが個々の事柄に応じて自分の意見を

持ちうる，という子ども観を前提とした規定であり，たとえば言語障がいのある子ども

や乳幼児等を除外する趣旨であると解するべきではない。 

したがって，個々の子どもが自己に影響を及ぼすすべての事項について考えを形成す

ることができるよう，必要な学習をする権利（学習権）や，自治的な能力を身につける

ための活動に参加する権利（参加権）もあると考えられる。 

(5) 父母に対する援助と社会的養護の確保(18 条) 

子どもの養育及び発達に関しては，父母が共同で第一義的責任を負うとの原則に立ち

(１項)，締約国は，この条約に定める権利を保障し及び促進するため，父母及び法定保

護者が子どもの養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援

助を与えるものとし，また，子どもの養護のための施設，設備及び役務の提供の発展を

確保する(２項)ものとされる。さらに，締約国は，父母が働いている子どもが利用する

資格を有する子どもの養護のための役務の提供及び設備からその子どもが便益を受け

る権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる(３項)ものとされる。 

(6) 家庭環境を奪われた子どもの養護(20 条) 

一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた子ども又は子ども自身の 善の利

益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない子どもは，国が与える特別の

保護及び援助を受ける権利を有する(１項)。締約国は，自国の国内法に従い，１の子ど

ものための代替的な監護を確保する(２項)。２の監護には，特に，里親委託，…養子縁

組又は必要な場合には，子どもの監護のための適当な施設への収容を含むことができる

(３項)。 

本条は，父母が分からない子ども，父母が死亡した子どもを始め，父母が服役中であ

るとか国外へ追放された等の事情のある子ども，及び父母はそろっているが児童虐待を

繰り返すなど，その家庭で子どもを養育することが子の 善の利益にならないと判断さ

れるような家庭環境の下にある子どもに対し，国から特別の保護や援助を受ける権利が

保障され，家庭に代わるケア(養護)を確保するよう国に対し求めている。 

(7) 健康を享受する権利(24 条) 

締約国は，到達可能な 高水準の健康を享受すること並びに病気の治癒及び健康の回

復のための便宜を与えられることについての子どもの権利を認める。締約国は，いかな

る子どものもこのような保険サービスを利用する権利が奪われないことを確保するた

めに努力をする(１項)。締約国は，１項の権利の完全な実現を追求するものとし，特に，

次のことのための適当な措置をとる(２項柱書)。基礎的な保健の発展に重点を置いて必
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要な医療及び保健をすべての子どもに提供すること(２項(b))。母親のための産前産後

の適当な保健を確保すること(２項(d))。 

(8) 社会保障を受ける権利(26 条) 

締約国は，すべての子どもが社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認

めるものとし，自国の国内法に従い，この権利の完全な実現を達成するための必要な措

置をとる(１項)。 

本条は，子どもや若者の社会保障への権利を定めたものである。日本では，憲法 25

条を具体化する国内法，たとえば生活保護法や社会保険関係の諸法により，公的扶助・

年金・失業・医療費などに関する社会保障が一応整備されているが，それらはいずれも

大人を念頭に置いた規定であり，子どもを正面から見据えて作られた制度ではない。そ

の意味で，子どもを主たる対象とする社会保障制度をこれから充実させることが望まれ，

本条の趣旨に適うものといえる。 

また，本条が求めるのは，子どもの社会保障の権利の「完全な実現」であるという点

にも，十分配慮すべきである。｢国内法に従い｣とされているが，これを，本条の求める

保障の範囲を現行の国内法律の範囲に限定する趣旨と解するべきではない。 

(9) 相当な生活水準の権利(27 条) 

締約国は，子どもの身体的，精神的，道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水

準についてのすべての子どもの権利を認める(１項)。締約国は，国内事情に従い，かつ，

その能力の範囲内で，１の権利の実現のため，父母及び子どもについて責任を有する他

の者を援助するための適当な措置をとるものと…する(３項)。 

本条の規定する「相当な生活水準」の権利の具体的内容は，国や時代によって異なり

うるものであるが，日本国憲法 25 条の保障する「健康で文化的な 低限度の生活」よ

りも高い水準として，消費水準だけでなく，教養や娯楽，休息，労働の質，豊かな人間

関係などを総合した｢生活｣の保障を求めているものと解するべきである。３項において，

｢国内事情に従い｣かつ｢その能力の範囲内で｣と限定されていることをもって，国のとる

べき適当な措置の水準を引き下げるべきではない。 

(10) 教育についての権利(28 条)，教育の目的(29 条) 

締約国は，教育についての子どもの権利を認めるものとし，この権利を漸進的にかつ

機会の平等を基礎として達成するため，特に，初等教育を義務的かつ無償とし((a)項)，

すべての子どもに対し中等教育を受ける機会が与えられるものとし（(b)項），能力に応

じ，すべての者に対し高等教育を利用する機会が与えられ((c)項)，かつ定期的な登校

及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる((e)項)とされる(28 条１項)。 

同条が「教育についての権利」と規定されるのは，日本国憲法 26 条の定める「教育

を受ける権利」を進め，子ども自身が教育に参画するという積極的な権利として位置づ

けたものであり，締約国に，そのための段階に応じた措置を求めるものである。もっと

も，学校という制度が普及するだけでは人間の尊厳を確立する教育が前進するとは限ら

ないことに注意すべきであり，28 条は教育の目的を定める 29 条と合わせて検討されな

ければならない。 

29 条は，教育の目的として，子どもの人格，才能並びに精神的及び身体的な能力を

大限度まで発達させること((a)項)や人権及び基本的自由等の尊重を育成すること((b)
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項)等を定めている(１項)。 

(11) 休息，余暇及び文化的生活に関する権利(31 条) 

締約国は，休息及び余暇についての子どもの権利並びに子どもがその年齢に適した遊

び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する

権利を認める(１項)。締約国は，子どもが文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権

利を尊重しかつ促進するものとし，文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及

び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する(２項)。 

本条も，26 条と同様，｢健康で文化的な 低限度の生活｣（日本国憲法 25 条）にとど

まらない，子どものゆとりの権利や遊びの権利，あるいは文化的・芸術的生活を享受す

る権利を保障する責任と義務を国に課す趣旨である。 

 

３ 国内法と子どもの権利条約の関係 

 日本国憲法は，98 条２項において，「日本国が締結した条約及び確立した国際法規は，

これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定する。この規定に基づき，条約は，批准・

公布されれば自動的に国内的効力を得ると解され，国内の裁判所や行政庁が国際法を国内

法の解釈基準として参照し，国内法を国際法に適合するのに解釈すること（国際法の｢間接

適用｣）が許される。したがって，前述した日本国憲法 13 条，14 条，25 条ないし 27 条等

の解釈においても，子どもの権利条約の各条項を参照し，その理念に適合する解釈をする

ことは認められる。また，条約は法律に優位すると解されているから，法律の解釈におい

ては，子ども権利条約の趣旨を積極的に読み込んで解釈していくべきである。 

 かかる国内法と子どもの権利条約との関係を前提とすれば，子どもが貧困状態に置かれ

ている現状は，前述した子どもの権利条約が保障する子どもの 善の利益や生存及び発達

の権利，意見表明権，社会保障を受ける権利，相当な生活水準の権利，教育についての権

利等の権利を侵害するものと言わざるをえない。 
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第３章 現在の取組み状況 

 

第１節 各団体の取組み 

 

 以上見てきたような子どもたちの現状の下，わが国において，民間団体等が現在どのよ

うな活動・取組みを行っているかを紹介する。なお，本報告で調査・紹介ができたのは，

このような活動を行っている団体のうちの一部であることを付言する。 

 また，本報告で紹介しきれなかった取組みとして，資料編の各施設・団体訪問録も参照

されたい。 

 

第１ 日向ぼっこ（当事者の会） 

 NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」とは，2006 年３月に結成され

た社会的養護の当事者グループである。2010 年３月 19 日現在，正会員９名，賛助会員 159

名，合計 168 名の会員が活動を支えている。 

 日向ぼっこでは，社会的養護の当事者が集まる場として「日向ぼっこサロン」を開設し，

また，当事者の声がより児童養護の現場や政策に反映するよう当事者の声の集約・啓発事

業も行っている（なお，サロンは東京都から地域生活支援事業として受託した事業である。）。 

 「日向ぼっこサロン」は，社会的養護の当事者たちが，気軽に集まって食事をしたり，

楽しく過ごす場であるが，それだけでなく，生活面・精神面で悩みを抱えた当事者の相談・

サポートも行っている。社会的養護，とくに施設で暮らしていた子どもは，十分なソーシ

ャルスキルや基本的な生活能力を身につける機会がないまま施設を退所することが多く，

また，困った時に頼れる大人がおらずに社会の中で孤立し，経済的にも精神的にも不安定

な生活に陥ってしまう場合がある。「日向ぼっこサロン」では，社会的養護の当事者でも

ある相談員が悩みを聞いてアドバイスをしたり，生活面に関するサポートなどを行ってい

る。 

 また，施設や里親家庭を巣立つ直前・直後の人たちに経験やアドバイスを伝えるため，

「日向ぼっこハンドブック」を作成し，配布や講演活動をしている。 

 さらに，施設や里親家庭で生活している・いた人の声を集約し，厚生労働省や全国児童

養護施設協議会に提出するなど，社会的養護の施策に当事者の声を反映させるための活動

も行っている。 

 

第２ 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 

 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワークは，子どもの貧困を解消するために行動

しているさまざまの団体，グループ，個人の組織体である（団体加盟ではないので，団体

のメンバーが個人として参加している。）。 

 子どもの貧困を研究してきた研究者グループによって 2008 年 12 月にシンポジウムが開

催されたことを契機とし，次いで「子どもの貧困白書」作りの運動が始まった。同白書は

2009 年９月に完成したが，この編集，執筆に加わった多数の研究者，実践者の総意として，
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ネットワーク結成の動きが本格化し，2010 年１月に「なくそう！子どもの貧困」全国ネッ

トワーク準備会のシンポジウムが開催された。 

 そして，準備会の 初の行動として 2010 年３月の卒業シーズンでの危機的事態（授業料

滞納のゆえの卒業拒否など）に対処すべく院内集会など政府国会に働きかけて一定の成果

を獲得し，さらに中学３年生の定時制大量不合格への対処も求めた。 

 これらの活動を踏まえて，2010 年４月に，正式に「なくそう！子どもの貧困」ネットワ

ークとして発足した。同ネットワークは今年を「貧困解決」元年と位置づけ，継続的な取

組みを表明している。 

 代表は準備会以来湯澤直美氏（立教大学コミュニティ福祉学部教授），山野良一氏（2010

年３月まで児童相談所ケースワーカー），三輪ほう子氏（編集者）が共同で務めている。実

質的に参加している団体は多数にのぼり，その活動をバックにネットワーク会議（総会），

世話人会，企画調査などの複数のプロジェクトチームが活動しており，2010 年７月の参議

院議員選挙に当たっては，政策アンケートを実施した。 

 

第３ 「お金がないと学校に行けないの？」首都圏高校生集会実行委員会 

 「お金がないと学校に行けないの？」首都圏高校生集会実行委員会は，2008 年秋に結成

された。定時制高校に通う生徒を中心とする首都圏の高校生有志が，定時制高校教員の支

援を受けながら，高校の授業料，教科書代，給食費，修学旅行費等教育費の無償化等を求

めて活動してきた。 

 毎月１回，学習会や署名活動を行ってきたほか，2009 年春には 12 道府県（北海道・青

森・長野・千葉・茨城・埼玉・神奈川・愛知・京都・大阪・岡山・佐賀）の 2000 人以上の

高校生（夜間定時制・昼間定時制・通信制・全日制・全日私立）を対象に，「生活費アンケ

ート」を実施した。このアンケートにより，多くの高校生が経済的不安を抱えながら生活

している実態が明らかになった。同会の高校生３人が，2009 年７月７日，厚生労働省，文

部科学省等３か所で記者会見し，上記アンケート結果を発表した。 

 同年７月 23 日には首都圏高校生集会を開催し，オープニングのダンス，基調報告，アン

ケート分析，パネルディスカッション，合唱，集会アピール等を行った。高校生自身によ

る意見表明は全国紙でも紹介され，衆議院議員選挙投票日の朝刊にも掲載された。 

 同年 12 月 25 日，東京，埼玉，神奈川，大阪，京都，兵庫等から集まった高校生ととも

にクリスマス院内集会を開催した。50 人の高校生が修学の困難さを訴え，鳩山総理大臣に

メッセージカードと無償化署名を提出し，修学と雇用を求める厚生労働省前行動，渋谷ク

リスマスパレードを行った。 

 2010 年４月以降の授業料無償化が決定された後も，「これまでの学費滞納により卒業で

きない」卒業クライシスを訴えるため，2010 年２月４日，院内集会において，同会の高校

生２人が，各政党の議員やマスコミに対し，修学の実態を伝えた。同年２月９日，「なくそ

う！子どもの貧困」全国ネットワークの要請により「民主党有志主催ヒアリング」に出席

した。文部科学大臣政務官と厚生労働大臣に対し，大阪の高校生２人とあしなが育英会の

大学生とともに「誰しもが親のリストラや死によって，家計が苦しくなり，家計を支える

立場にならなければならず，学校に通いたくても通えなくなってしまうことがあります。

４月から高校授業料無償化が始まっても，授業料だけじゃなくて，高校ではほかにもたく
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さんお金がかかります」「今，高校授業料無償化っていう話を進めてもらっていますが，そ

の前の分は無償化にはならない状態です」等，実情を訴えた。 

 この訴えに応え，同年２月９日「経済的理由による修学困難な高等学校等生徒への支援

について」（文部科学省），同年２月 12 日「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金の取り

扱いについて」（厚生労働省）の通達が出された。その後，この生活福祉資金については，

授業料だけでなく，学校納付金の滞納についても遡って借りることができるようになった。 

 このように，同会の活動は，高校授業料無償化をはじめとする政策に影響を与えてきた。 

 

第４ 「子どもの権利手帳」と「いのち・そだち・まなび京都子どもネット」 

 2008 年８月に子どもの貧困問題に関するシンポジウムが開催されたことをきっかけに，

京都で子どもに関わる様々な専門職（ケースワーカーや児童相談所相談員，施設職員，小

児科医，教職員，研究者，弁護士など）が集まり継続的に意見交換する場ができた。2009

年４月にはシンポジウム「フォーラム子どもの貧困－私たちの提案」を開き，子どもの貧

困問題についてのネットワークづくりと「いのち・そだち・まなび」を合言葉とした取組

みを宣言し，活動の一環として「子どもの権利手帳」を作ることになった。 

 ちょうど 2009 年には子どもの権利条約が成立 20 年を迎えていたこともあり，条約の意

義・内容を参考にしながら，今の子どもたちにとっての切実な問題，子どもたちや周囲の

大人たちに届けたいものを徹底的に議論した。「いのち・そだち・まなび」というキーワー

ドが再浮上し，約１年間の検討を経て，2010 年５月５日のこどもの日に「子どもの権利手

帳」の完成・発表にこぎ着けた。 

 本文冒頭には，このように記載している。「この世に生まれた子どもたちには，例外なく

『生まれてきてよかった』と思ってほしい。（中略）貧困，虐待，自己責任とは無縁の生き

方を，子どもたちに教えられる大人になりたいと願い，私たちはこの手帳を作りました」

（「権利手帳」本文より）。これこそが，当ネットワークが多くの人に伝えたかったことで

ある。また，子どもの権利については「いのち・そだち・まなび」の観点から，①経済的

困難からの自由，②医療への権利，③健やかに育つ権利，④虐待からの自由，⑤教育への

権利，⑥意見表明権という６つに整理し，具体的事例をもとに説明を加えた。また，活用

できる制度についても紹介した。子どもの貧困を根絶するための課題についても論じ，考

えを深める材料にもした。 

 「子どもの権利手帳」は下記 URL から無料ダウンロードできるようにしており，授業，

ゼミなどさまざまな場所で活用されることを期待している。 

http://blogs.yahoo.co.jp/inochisodachimanabi 

 

第５ 江戸川中三勉強会及び学習支援活動の広がり 

 福祉事務所においては，生活保護利用世帯の子どもの高校進学率が低く，特に全日制進

学率が低いこと，中卒での就職も厳しい状況にあることは認知されている。 

 貧困の世代間継承を断ち貧困からの自立のために，福祉事務所職員らが中心となってボ

ランタリーに行う中学３年生への学習支援活動は，1987 年１月に東京都江戸川区で始まっ

た。 

 江戸川中三勉強会は，毎年５月から区の集会室２か所を利用して，それぞれ週１回２時
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間ずつ実施している。約 30 人の子どもが参加している。ボランティアスタッフは，自治体

職員，他職社会人，学生で構成されている。 

 江戸川中三勉強会のような学習支援活動は，その負担の大きさから他の福祉事務所には

なかなか広がらなかった。例えば葛飾区職員らが中心となって 1989 年に中三勉強会を実施

したが，翌年以降に継続することはできなかった。 

 しかし，それにも増して活動の重要性が認知されることによって 近になって首都圏に

おいて学習支援活動はひろがりをみせつつある。 

 2008 年 11 月から横浜市瀬谷区であすなろ塾の活動が始まった。 

 2009 年８月から東京都杉並区で杉並中３勉強会の活動が始まった。 

 2009 年 10 月から東京都大田区で大田中３勉強会の活動が始まった。 

 2010 年２月から東京都葛飾区で葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイムの活動が始ま

った。 

 これらの学習支援活動は，生活保護利用世帯の子ども以外の子どもたち，中学３年生以

外の子どもたちも参加している。また，学習支援とともに，レクリエーション活動も実施

している。基礎的な学力の向上，高校進学の学習のみならず，子どもたちの居場所，悩み

ごとの相談場所など，子どもたちの多様な支援の場となっている。 

 今後は学習支援活動の経験交流などを通じて，さらなるひろがりが期待されるが，活動

資金を専らカンパに頼っている状況であり，一定の規模で安定的した活動ができるような

資金・人的体制を構築していく必要がある。 

 

第６ 釧路チャレンジ～釧路市の生活保護受給者自立支援プログラムの取組み～ 

 釧路市では，2004 年に生活保受給母子世帯自立支援モデル事業を行い，モデル事業終了

後の 2006 年度から，本格的な実施に入った。釧路市は社会福祉法人や NPO 法人，財団法人

や企業など地域にある資源に協力を求め，各種の自立支援事業を委託している。現在では，

生活保護受給者が通う 13 の事業所を確保し，28 ものメニューを策定している。生活保護

受給者に写真入のわかりやすいニュースレターを配布して希望者を募り，多数の受給者が

参加している。 

 2008 年１月には，自立支援プログラムの一環として，NPO 法人と協働し，生活保護受給

家庭の中学生などを対象とした勉強会を立ち上げ，実施している。 

 勉強会には，高齢の生活保護受給者自身もチューターとして参加している。また，勉強

会を卒業し，無事志望校に合格した子どもたちがチューターとなって年下の子どもたちに

勉強を教えている。年長の子どもたちが，学校に居場所がない年少の子どもたちの相談相

手としても活躍している。 

 支援を受ける側である受給者が支援をする，支援を受けていた側が支援をする側となる，

支援される人は人を支援して元気になって行く，生活保護受給者が地域の中でエンパワメ

ントされていくという過程が明らかになっている。居場所があることにより，自尊心が回

復されていくことが何よりも重要であることを示唆している取組みである。 

 

第７ 荒川区の取組み 

 子どもの貧困を重大な問題として認識し，その解決のために，具体的な施策に取り組み
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始めた基礎的自治体もある。 

 東京都荒川区は，2010 年３月，次世代育成支援対策推進法に基づく「荒川区次世代育成

支援行動計画」（後記計画 2010～2014 年度）を策定したが（以下「行動計画」という。），

その中で，重点的政策課題の一つに「家庭の子育てを支えるためのきめ細やかな支援体制

の充実」を挙げ，「子どもの貧困問題解決に向けた取組」を明記した。これは，区長を中心

に前年に活動した区役所内の「子どもの貧困問題検討委員会」および同区が政策研究を目

的に設立した一般財団法人荒川区自治総合研究所（以下「研究所」という。）の「子どもの

貧困・社会排除問題研究プロジェクト」の成果を反映したものである。 

 研究所では，2009 年秋から，区内の関連部署が横断的に参加し，外部の研究者・専門家

も交えて，子どもの貧困・社会排除問題の研究調査活動が進められている。具体的には，

教育および福祉に関する区内及び国や都のデータの分析や，区内の保育所，小中高等学校

および子ども家庭支援センターなどの現場担当者に対する広範なヒアリングを通じたアク

ション・リサーチなどが行われている。2010 年３月に公表された中間報告書（http://www. 

rilac.or.jp からダウンロード可能）では，子どもの貧困の複合的な原因を解析した８つ

のケース・スタディが紹介されている。 

 行動計画は，子どもの貧困問題が，家庭の経済状況，親の養育力，疾病，社会からの孤

立などの複合的な要因により発生しているとの認識の下，貧困の連鎖を根絶するために，

研究所において調査研究を継続し，その成果を具体的な施策に結びつけてゆくことを表明

している。子どもの貧困に関連して，母子家庭および障がい児家庭への子育て支援の充実

や，子ども家庭支援センターを通じた児童虐待防止対策など，個別の施策は少なからず存

在するが，行動計画は，これら既存の施策を子どもの貧困の根本原因に立ち戻って捉え直

し，包括的な対策の策定・実施を志向するものである。今後の具体的取組みが注目される。 

 荒川区では，貧困家庭の子どもに限らず，すべての子ども・家庭を対象とする支援につ

いても，ユニークな取組みが行われている。「放課後子どもプラン」（にこにこスクール）

は，学期中の平日放課後および土曜日並びに学校休業期間中の平日に，学校で，勉強（自

習や読書），遊び，スポーツ，文化活動などを行うものである。地域のボランティアの協力

を得て，現在，区内６つの小学校で実施されている。中学校では，「土曜スクール」で補充

的な学習指導が行われている。また，「てらこや」と称して，教員志望の大学生・大学院生

と父兄（コミュニティティーチャー）とが主導し，週２回平日の夜間に，英語と数学の授

業を実施している中学校もある（小学生も参加可）。これらの取組みは，子どもに，安全・

安心な「居場所」および学校外教育の機会を無償で提供し，子ども同士および地域の大人

との交流を通じて，その孤立を防ぐ機能を果たしている。なお，区は，一般予算から相当

額を支出して，これらの活動に財政的な裏付けを与えている。 

 就学前児童に関しては，乳児一時預かり事業，産後家庭ボランティア派遣，一時保育，

緊急時のショートステイ（宿泊を含む）などの事業が実施されている。また，その他にも，

児童事業指導員（子どもソーシャルワーカー）の育成・配置（新規事業），外国人児童に対

する日本語教育の充実（ハートフル日本語適応指導事業），虐待予防のためのグループミー

ティング（新規事業）などの先進的な試みがある。 
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第２節 弁護士，弁護士会の関わる取組み 

 

第１ 子どもの貧困問題に関する弁護士会の相談活動 

 日弁連では 2009 年８月の「全国一斉『雇用と生活』無料法律相談」および 12 月の「年

末年越し『雇用と生活』全国一斉緊急総合相談」を実施してきているが，それとは別に，

子どもの貧困問題に特化した電話相談を全国的な規模で２回にわたり実施した。 

 子どもの貧困は「子どもの人権侵害」にほかならないが，全国の弁護士会では，貧困問

題に限らず，学校に関する様々な問題（いじめ，体罰，学校事故など）に悩んだときまた

児童虐待などの親子関係や非行の問題に悩んだときなど，子どもの権利に関する様々な相

談を常時受け付けている。 

 

１ 「子ども・女性・ひとり親世帯」生活ホットライン（2009 年 11 月 25 日～12 月９日） 

 午前 10 時から午後 10 時までの間で各弁護士会の実情に応じた時間帯で，全国の弁護士

会が参加した統一電話番号のフリーダイヤルで全国一斉電話相談会である。全国で 631 件

の相談があった。相談結果をみると，経済的問題の分類においては生活費の相談が約 32％，

生活保護の相談が約 23％，半分以上が生活困窮についての相談であった。具体的には，母

子世帯・父子世帯からの生活費の問題や生活保護受給に関する水際作戦の相談，父子家庭

には支援制度が極めて不足しているなど，ひとり親世帯が生活に困窮していることが判明

した。 

 また，子育ての分類においては，子育て支援の相談が約 58％もあった。特に，高校生の

学費や児童扶養手当の相談なども多く，子どもの養育・教育についての悲壮な訴えが目立

った。 

 

２ 「子どもの貧困 生活費・教育費ホットライン」（2010 年６月 18 日～29 日） 

 前回の「子ども・女性・ひとり親世帯」生活ホットラインの結果から，子どもの養育・

教育に着目しつつ，低収入世帯をターゲットに，子どもの成長・教育にまつわる貧困の実

態を把握し，生活や教育の支援制度等について情報を提供して，教育・生活の改善に導く

ための相談会を開催することの必要性を痛感した。そこで，第２弾として「子どもの貧困 

生活費・教育費ホットライン」を実施した。 

 全国で，536 件の相談があった。内容的には，「生活費・教育費ホットライン」と銘打っ

たこともあり，その多くが，子どもの教育費に関する相談，すなわち「子どもが大学に進

学を希望しているが，教育ローンや奨学金制度を教えてほしい」，「夫が失業して，子ども

の学費が払えなくなり，除籍寸前になっている。貸付制度はないか」といった，高校・大

学進学にあたっての入学金・授業料に関する相談であった。貧困問題が，確実に子どもた

ちの夢と希望を奪っていることを実感する。 

 また，生活保護の受給に関する相談はどの電話相談でも一定数あるが，今回はそれとと

もに，離婚に伴う「養育費」に関する相談（「いくらくらい貰えるのか」，「養育費の送金が

滞って困っている。強制的に支払わせる方法はないのか」）が目についた。この問題は，日

本社会における長年の課題であるが，父母の共同責任を全うさせるに十分なだけの制度の
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構築を急がなければならない。 

 

第２ 子どもに対する弁護士の支援 

 子どもに対する弁護士支援として法制化されているのは，非行少年の付添人と人身保護

請求手続における被拘束者の国選代理人であるが，後者は極めて限定された場面なので，

ここでは省略する。 

(1) 戦後の少年法制定により少年および保護者は付添人（非弁護士以外も含めて）を付

けられることになった。狭義の弁護活動（記録閲覧，本人面会，証拠申請，審判での発

言など）はもちろん，被害者との示談交渉，さらには通学通勤先との接触等によって，

環境調整すなわち再非行を防ぐための支援態勢作りまでも弁護士付添人が携わってい

る。特に試験観察における付添人の役割は大きい。親の力量，熱意が不足している場合

は，親を励まし，説得しながらの活動になる（但し付添人としての法的地位は審判まで

である。）。 

少年付添については成人刑事事件と違って国選制度が長らくなかった（2000 年少年法

改正以降，ごく一部の事件について採用されたが）ため，保護者に資力のない場合に弁

護士はボランティア活動をするのが通常であった。1990 年代後半から法律扶助協会の事

業として活発に利用（弁護士費用の立替。場合により償還免除も）されるようになった。

2007 年から協会は日本司法支援センター（いわゆる法テラス）に承継されたが，この事

業は日弁連から法テラスへの委託事業（本来事業ではない）として位置づけられ，日弁

連が費用を負担している。 

(2) 他方で社会的養護の下で暮らす子どもたちについて，弁護士の関心は進み（2002 年

近弁連人権擁護大会「施設で暮らす子どもたちの人権」など），施設のボランティアや

苦情処理委員などの立場で子どもにかかわる弁護士が増え，日弁連子どもの権利委員会

内の子どもの福祉小委員会などでも経験が交流されるようになってきた。 

それとともに，非行を犯した子ども，施設にいる子どもに限らず，親からの支援が得

られない子どもへの支援活動を，弁護士が福祉や教育の関係者と協働して，早期に取り

組む必要があることが痛感されるようになった。 

そのような社会的要請に応じて発足したのが民間子どもシェルターであり，その活動

と一体になった子ども担当弁護士活動である（ 初の民間活動シェルターであるカリヨ

ンシェルターの子ども担当弁護士については，第３参照のこと）。これには親との交渉

や生活保護申請支援，障がい者手当申請の支援，あるいは消費者や労働者としての権利

についての助言など，法的部分の支援が含まれている。 

これらの活動も前記付添人扶助と同様，法テラスへの委託事業として日弁連が資金を

負担している。 

(3) なお日本ではまだ実現していないが，少年非行の手続以外で，子どもの親権者指定

などを含む離婚裁判手続や親子分離の審判手続（児童福祉法 28 条）で，実質的な当事

者である子どもの気持や意思を反映させるための「子どもの代理人」制度が子どもの権

利条約で要請されており，ドイツ，アメリカ，イギリス，オーストラリアなどの国では

法制度として実現している。日弁連でも関連委員会で検討中であるが，早急に議論を進

めて，日本の子どもの実情を踏まえた法的しくみを実現させることが望まれている。 
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第３ 先進的な取組みとしての「子どものシェルター」 

１ 「子どものシェルター」の開設 

 「子どものシェルター」は，児童虐待や非行のケースにおいて 18 歳を超えていて児童相

談所が介入できない子どもたちや，公的機関が強制的な介入をするよりも，親権者との調

整を含めて民間で担った方が良いと思われる子どもたち，また，１人暮らしをはじめたも

のの，うまく行かずに生活の再建が必要な子どもたちなど，行き場所のない子どもたちに

対し，緊急避難場所を確保し，多様な生活課題を持つ子どもに安全と安心を保証する一時

的な居所や，今後のことを一緒に考える人材，親権者との調整を中心とする法的支援をお

こなうことのできる人材を提供し，子どもたち自身の選択による自立を支援するために設

立された民間の施設である。 

 まず 2004 年４月，NPO 法人カリヨン子どもセンター（現 社会福祉法人）が東京都にシ

ェルター「カリヨン子どもの家」を開設し，2007 年４月，NPO 法人子どもセンターパオが

愛知県にシェルター「丘のいえ」を開設し，同月，NPO 法人子どもセンターてんぽが神奈

川県にシェルター「てんぽ」を開設し，2009 年９月には，NPO 法人子どもシェルターもも

が岡山県にシェルターを開設し，現在，５か所にシェルターが設置されているが，その他，

全国に開設の動きが広がっている。 

 

２ 「子どものシェルター」の活動内容 

 各シェルターの活動は，それぞれ独自の方針があるが，それぞれの共通点としては，弁

護士が関わって運営されていること，民間で運営されていること，運営費用は主に一般の

寄付で賄われていること，多数のボランティアに支えられていること，児童相談所との協

力関係があることなどである。 

 カリヨン子どもの家を例にとると，入居するには，必ず子ども担当弁護士から社会福祉

法人カリヨン子どもセンターに入居の申込みをするようになっており，まずは，東京弁護

士会「子どもの人権 110 番」に電話をして，弁護士に相談にのってもらう必要がある。 

 そして，子ども担当弁護士が，カリヨン子どもセンターから委嘱を受けた弁護士に入居

打診を行い，子ども及び子ども担当弁護士との入居面接が行われる。入居の可否は，入居

の必要性（緊急に心身の安全を守る必要があるか），入居の意思があるか，シェルターのル

ールを守れるかなどで判断される。 

 入居に際し，17 歳までの子どもについては児童相談所の一時保護委託を受け，18 歳以上

の子どもについては必要に応じ福祉事務所に生活保護申請を行う。 

 入居した子どもは，生活を安定させ，関係者，支援者と今後の方向性を相談していく。 

 そして，２週間から１か月程度のうちに次の行き場所を決めて，カリヨン子どもの家を

退去することになる。次の行き場所としては，親子関係を修復しての家庭復帰，社会福祉

法人カリヨン子どもセンターが運営する自立援助ホーム「とびらの家」（男子），「夕やけ荘」

（女子）への入居，その他の自立援助ホーム，他のシェルター（女性シェルターなど），児

童養護施設への入居，生活保護を受給しての自立，住み込み就職，支援者宅へ引っ越しな

どがある。 

 カリヨン子どもの家には，今までの間（2004 年６月から 2010 年８月）までに延べ 160
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人の子どもたちが入居し，退去していった。 

 

３ 「子どものシェルター」の今後の課題 

 「子どものシェルター」は，児童相談所の業務を補完する役割を果たしているという側

面があり，少なくとも全国の各都道府県に 低１か所ずつは設置されなければならない。 

 また，現在の「子どものシェルター」は，制度的基盤，財政的基盤はなく，民間の施設

として，有志の寄付やボランティアに支えられており，安定した運営を継続させるために

は，運営に必要な費用を公的資金から支出する必要があり，そのために児童福祉法を改正

する必要があろう。 

 

第４ 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 

１ 設立経緯 

 2007 年４月，獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター（以下「センター」とい

う。）は，埼玉県草加市の獨協大学キャンパス内に開設された。さらに，2010 年にアクセ

スの良い，東武伊勢佐木線・松原団地駅駅前に移転した。 

 センターは，同大学に法科大学院ができるのとほぼ同時に構想され，①子どもに焦点を

あてた地域貢献，②地域貢献を通じての法曹育成の二つの役割を担う機関として約３年間

の準備を経て開設された。 

 

２ センターの組織 

 センターは，その名称から法律事務所と理解されがちであるが，正確には法律事務所（獨

協地域と子ども法律事務所）を併設する子どもの救済のためのセンターであり，センター

自体は法律事務所ではない。センターのスペースの一部を法律事務所に提供しているので

ある（法律事務所は独立採算）。センターには，センター長のほか，２人の専任スタッフが

おり，そのうちの１人は相談員である。この他にも，パートタイムの相談員がおり，相談

室の「電話相談」（月・水・金 10:00～20:00）を担当している。 

 

３ センターの活動概要 

 センターの救済活動は，親・子ども等による電話相談を契機として始まる。相談室にか

かってきた電話相談を相談員が受け，相談者が「何か」対応を希望していると思われるケ

ースについては，対面で相談を受ける（ほとんどの場合，相談者も，具体的に「何」を相

談したいのかはっきりしていない。）。親子で来所する場合は，原則として親子別に面談す

る。センターでは，主にこうしたケースについて，ケース会議を経た後，救済活動を行う。 

 救済活動のメニューとしては，①相談者をエンパワーメントしつつ行う，センターによ

る「調整・交渉」，②他機関との連携による「リソースの提供」，③相手方が公的機関等で，

相談者がその機関のあり方を問題としている場合，その「改善の提案と交渉」等がある。 

 このほか，センターでは，子どもに関わる「専門職のためのコンサルテーション」，「ネ

ットワーク構築と連携」，「教育・啓発活動」を行っている。 
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４ 救済活動の具体例 

 ①の調整・交渉としては，学校でのいじめ，学校での子ども・父母への対応，児童虐待，

行政手続等に関する調整活動等を行っている。②のリソースの提供としては，併設の法律

事務所，児童相談所，草加市の子育て支援課，家庭児童相談所，保健センター等とこれま

で連携してきた。また，臨床心理士との連携は不可欠であり，文教大学の臨床心理の大学

院等と日常的に連携している。③の提言・提案としては，公的機関で聞き取りをし，問題

点を確認したうえで，システムや体制の改善を「提案・提言」することなどを行っている。 

 

５ 重視していること 

(1) 内容によって相談を断らない 

子どもの問題を抱える相談者は，自分で問題内容を見極め，相応しい相談機関を探さ

なければならず，相談にかかるリスクを相談者側が負っているといえる。しかし，相談

者は何が問題かが分からないことが多いことからすれば，むしろ，相談機関がそのリス

クを負うべきであると考える。相談者を丸ごと受けとめ，問題を整理し，適切な支援を

することが重要である。 

(2) 諸機関との連携 

単に他の機関を紹介して引き継ぐのではなく，センターが一緒に動くことを意識して

いる。 

(3) 子どもの参加 

救済活動を行ううえで，子どもの意見を聴くことはいうまでもないが，その際に子ど

もの意見形成のプロセスを共有すること（子どもの参加）が大切である。 

 

参考文献（第３章） 

NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体日向ぼっこ編著『施設で育った子どもたちの

居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』（明石書店，初版 2009 年６月 30 日） 

同団体発行「日向ぼっこ通信'10 年４月号」（2010 年３月 19 日） 

カリヨン子どもセンターほか編『居場所を失った子どもを守る 子どもシェルターの挑

戦』（明石書店，第１版，2009 年） 

坪井節子ほか編『お芝居から生まれた子どもシェルター』（明石書店，第１版 2006 年） 

 

参考 

日向ぼっこ理事長 渡井さゆり氏／東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別

委員会における講演（2010 年６月 17 日） 
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第４章 外国における子どもの貧困と対策 

 

第１ イギリス 

１ 子どもの貧困を根絶しよう 

 ｢END CHILD POVERTY｣（子どもの貧困を根絶しよう） 

 今，イギリスでは，この言葉が社会の隅々にまで広がっている。 

 イギリスでも，日本と同様，子どもの貧困が深刻な状況にある。しかし，イギリスでは，

その状況を真正面から受け止め，次々と対策を打ち出し，実行してきた。1997 年に政権を

取った労働党のトニー・ブレア首相は，1999 年３月 18 日，トインビーホールで次のよう

な演説を行った。 

「私たちの歴史的な目標は，子どもの貧困を終わらせる 初の世代となることです。 

それは 20 年のミッションとなりますが，必ず実現できると信じています。」 

 そして，具体的な目標設定をした。 

    子どもの貧困を 

    2004 年までに４の１削減する 

    2010 年までに半減させる 

    そして，2020 年までに根絶する 

 この目標達成のため，イギリスでは様々な政策を実行に移し，効果をあげている。IPPR

というシンクタンクによれば，1997 年に 340 万人であった貧困状態にある子どもの数は，

2007 年には 290 万人にまで減少している。OECD の報告 によると，1990 年代半ばから 2005

年頃までの間，各国の子どもの貧困率が上昇する中で，イギリスは子どもの貧困率を 3.6％

減らしている。私たちは，子どもの貧困問題に真剣に取り組み始めたイギリスの施策の実

際を知るため，2009 年 10 月，イギリスの訪問調査を実施した。 

 イギリスにおける子どもの貧困対策のポイントは，①生まれてから社会に出るまでの継

続的な支援プログラムを策定・実行していること，②子どもがいる世帯への経済的支援を

充実させたことにある。③民間組織が重要な役割を担っていることも忘れてはならない。 

 

２ 生まれてから社会に出るまでの継続的なプログラム 

(1) ０～４歳 

① チャイルド・トラストファンド 

チャイルド・トラストファンドはユニークな取組みである。これは生まれた子ども

全員に一律 250 ポンドの入った口座を与えるもので，貧困家庭の子どもには 250 ポン

ドが追加される。追加預金が可能であり，特に高い金利がつくようになっている。ポ

イントは子どもが 18 歳になるまで引き出せないことで，子どもが 18 歳になったとき

にはかなりの金額を手にすることができ，これを利用して就職や大学への進学費用を

賄うことになる。 

② シュアスタート 

日本語には「確かなスタート」と訳されるシュアスタートは，1999 年から始まった

親（主に母子世帯）と未就学児童を支援するプログラムであり，人生の早期の段階で
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の支援が子どもの成長に大きな影響を与えるという学術調査の成果を，政策に具体化

したものである。 

シュアスタートでは，すべての子どもが 善のスタートができるよう，早期教育，

保育保険，家族支援などを総合的に行っている。家族支援には，育児支援(Parenting)，

親の就労支援，給付の支援なども含まれており，いわゆる「ワンストップ」としての

機能を持っている。サービスの具体的内容は，各自治体が地域の実情に合わせて決定

する。 

シュアスタートのサービスの提供を担っているのが，地域のチルドレンズセンター

である。私たちは，ロンドンの貧困地域であるサザックという地区にあるチルドレン

ズセンターを訪問した。サザックは貧困地域だが，シュアスタートの予算がもらえる

レベルにはないため，サザック自らが 12 のセンターを設置している。したがって正確

にはシュアスタートを使ったプログラムではないが，同じようなサービスを提供して

いる。センターは，地域の核となる保育園に併設されていた。 

センターを訪れる人のニーズは実に様々である。お金の問題，給付に関する質問，

借金の相談，感情面での支援，子どもの躾け，言語の問題，給付の申請の支援，その

他，センターではこれらの様々なニーズに対応していた。 

充実した施設も印象的であった。例えば，センターにはセンサリールームと呼ばれ

る部屋があるが，これは，スペシャルニーズのある子ども，特に自閉症の子どものた

めに利用されている。光と音を操作する装置が備えてあり，感覚に対して様々な刺激

を与えることができるようになっていた。この部屋は他の団体とシェアしており，近

所の小学校がこの部屋を利用したり，小学校に入る前の自閉症の子どもを訓練する団

体なども，ここを利用している。 

センターでは，両親に様々な研修が行われており，読み書きのコース，ペアレンテ

ィング，栄養のため食事を与える目的で料理教室など，様々な講座が用意されている

が，訓練を受けにやって来る両親は，クレッシュと呼ばれる短期の託児所で子どもを

預かってもらい，安心して研修を受けることができるようになっている。 

センターではおもちゃの貸し出しも行っている。おもちゃのライブラリーと呼ばれ

ており，年間 15 ポンド支払えば，２週間で二つのおもちゃを借りることができる。生

活が苦しい家庭は無料になる。おもちゃを買う必要がないので，利用者はお金を節約

できるだけでなく，狭い住宅で場所を取られることもなくなる。運営には，利用者で

ある両親がボランティアで参加し，両親は，運営に参加することで，自信をつけ，そ

のことが仕事に就く足がかりにもなっている。 

コンタクトスイーツ（メープルルーム）と呼ばれる部屋は，壁に備え付けられた観

音扉を開くとマジックミラーになっており，隣の部屋からこちらの部屋の中が見える

ようになっている。子どもに安全な環境で両親と対面させたり，メンタルヘルスサー

ビスに関し，子どもと親がどのように関係をもっているかを観察する場合などに利用

されている。ソーシャルワーカーの管轄である。 

センターでは，様々なニーズに応えるため，各分野の専門家が協力してサービスを

提供している。私たちの訪問先でも，メンタルヘルスの担当者，言葉の矯正をする人，

住宅問題の専門家，ＤＶの担当者など，外部から来るスタッフも含め，様々なスタッ
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フが一致協力して対応していた。そのため，事務室も，それらの人たちが共有できる

ように工夫されている。 

シュアスタートは，特定の個人や家庭でなく，重点地域全体をカバーするため，ス

ティグマ（支援を受けることを恥ずかしく感じること）の問題が生じないという。そ

こに来れば様々な問題が解決できるというだけでなく，孤立しがちな貧困家庭の親や

子どもの居場所を確保するという意味でも，重要な役割を果たしている。 

(2) ５歳～16 歳－エクステンディッド・スクール 

イギリスではまた，義務教育段階でも，貧困児童に対する様々な取組みがなされてい

る。その中で，私たちはエクステンディッド・スクール(Extended School)という取組

みに注目した。これは，通常，学童保育と訳されるが，実際には，学校の機能を拡張す

ることによって，子どもを取り巻く問題の改善に取り組む様々な試みが行われているも

のである。 

エクステンディッド・スクールの取組み例としては，朝食クラブやメンターリングが

知られている。朝食クラブは，経済的理由や仕事のために子どもに朝食を用意できない

家庭が増加していることを受けて，そのような子どもに学校で朝食を提供するものであ

る。メンターとは，良き理解者，良き指導者の意味で，困難を抱える子どもに専門の家

庭教師のようなものをつける試みである。日本のスクールカウンセラーと違うのは，子

どもの課題ごとに専門のメンターが受け持って，問題解決のために家庭の中にまで踏み

込んでいくことにある。 

私たちは，こうした義務教育における取組みを知るため，ロンドンの も貧困な地域

であるタワーハムレットにある小学校，ビッグランズ・グリーン小学校を訪問した。こ

こでは，メンターリングは無論のこと，様々なクラブ活動が行われていた。特徴的なの

は，親の力を活用した支援であり，親が集まって，どんな子どもにどんなニーズがある

か，どんな子どもを助けられるのかセッションを行い，それを実行に移していた。親に

とっても，学校が学びの場になっており，様々な教室が開かれていた。私たちが訪れた

ときは，ちょうど，ＤＶについての講座が開かれていて，教室一杯に両親が参加して，

熱心に話に聞き入っていた。小学校の入り口に，「Parent Coffee Time」という日程表

が貼ってあったので，何のことかと尋ねたところ，親たちが学校に集まって生活の悩み

などを話し合う時間を設けているとのことだった。 

学校に福祉的機能を持たせる可能性を考える上で，参考になる取組みだと思う。 

(3) 13～19 歳－コネクションズ 

イギリスには，13～19 歳のすべての若者を対象として提供される包括的で総合的な支

援がある。若者を社会につなげるという意味で，「コネクションズ」と呼ばれている。

コネクションズのサービスの窓口は自治体とキャリアカンパニーである。私たちは，そ

のようなキャリアカンパニーの一つである「プロスペクツ」という会社が運営するコネ

クションズセンターを訪問した。 

コネクションズセンターでは，仕事の問題だけでなく，住宅の問題，健康の問題，飲

酒や薬物に関する問題，給付に関する支援など，様々な問題に対応できるようになって

いる。住宅の問題では，専門のオフィサーによる支援を行い，給付の支援では，申請書

の作成等の支援も行っている。学校に出向いての相談も実施しており，また，若年者犯
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罪チームを設けて，若者が犯罪から離れて社会に貢献できるよう援助をしている。 

仕事については，パソコンの画面でも検索することができ，JED（ジェイド）と呼ば

れる職業検索システムでは，クイズに答えながら，楽しみながら，自分に合った仕事や

進路についての情報を得られるように工夫されていた。 

コネクションズの心臓部ともいうべきものが，CCISs と呼ばれる個人情報の追跡デー

タベースである。関係機関の連携を強化するため，支援の対象となる 13 歳から 19 歳の

すべての若者の個人情報をデータベース化し，オンラインで結んで，本人の同意を得て，

関係機関が利用できるようにしてある。この追跡データベースは，子どもが 13 歳にな

ったときに，相談員が中学校に出向いて行われる面接調査によって集められ，その後も

更新される。CCISs には，基本情報の外に，高いレベルのサポートが必要な若者につい

ては，Picture と呼ばれる詳細な情報が集められて，管理されていた。これには，かな

り詳細な情報が書き込まれており，担当者は，このデータベースをもとに，若者と定期

的に連絡を取り，必要なサービスを提供している。このような追跡データベースをめぐ

っては，個人情報保護の観点から反対もあったようだが，情報を他の機関に渡すときは

必ず本人の許可を得る，20 歳（25 歳の場合もある。）になったら情報を破棄するなど厳

しいチェックをすることで，現在はその有効性を指示する声が多いという。 

いわゆる社会的企業を活用しているのも，コネクションズの特徴である。プロスペツ

クから歩いてすぐのライフスキルズという社会的企業では，若者に建設に関する技能を

身につけさせていた。親方のような先生が，若者に対して，壁の漆喰塗りや煉瓦積みの

訓練を行い，若者たちは，フレンドリーな雰囲気の中で，先生の指導を受けて，一つ一

つの工程をこなしていた。担当の先生は，それぞれに合った速度で技能を習得させるこ

とが重要だと語ってくれた。訓練の現場は，昔の徒弟制度を思い起こさせたが，大人が

若者に付き添って技能の発達を助ける徒弟制度の効用は，今回の訪問のあちこちで再認

識されていた。 

(4) 18 歳～24 歳－若者向けニューディール 

この年代の若者には，ジョブセンター・プラスを通じて提供される就労支援策として

の「若者向けニューディール」がある。ジョブセンター・プラスというのは，日本の福

祉事務所とハローワークを合わせたようなもので，労働党ブレア政権のいわゆる「福祉

から就労へ」というスローガンの下に実施されたニューディール政策の中で，就労支援

と給付を同時に行うために設置されたセンターである。求職者は，ジョブセンター・プ

ラスを通じて，就労支援給付を受けながら，仕事探しの支援を受けている。 

ニューディールの中で も力を注いでいるのが，若者向けのニューディールである。 

ゲートウェイという 長４か月間の支援を受けた後，それでも仕事が見つからない場

合には，協力企業での就労，フルタイムの教育・訓練，ボランティア団体や公的な環境

保全事業での就労と訓練，６か月の助成付きの自営業の開業の四つの選択肢の中から，

職業と教育の訓練を受けることができる。それでも仕事が見つからない場合には，更に

４か月の就労支援を受けることができる。ニューディールについては，これを積極的に

評価する声がある一方で，給付をする前提として就労への努力を求めるため，やり方を

間違えると就労強制になったり，どんな仕事であっても仕事に就くことを重視するあま

り，キャリアアップへの支援が不十分であるなどの問題点も指摘されている。しかし，
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単に働きなさいという形式的な就労指導をして，仕事に就けない場合には給付をカット

するなどの不当な行為が問題視されているわが国にとっては，参考になることも多い。 

なお，2010 年５月の総選挙で，保守党と自由党の連立政権が誕生したが，保守党は，

ニューディールの廃止を明言しており，すべての雇用支援業務が民間に委託される可能

性がある。これは，ジュブセンタープラスが，事実上解体される可能性を意味する。こ

れには，いろいろな背景があると思うが，制度開始のときから，ジョブセンター・プラ

スには大きな負担がかかっていることが指摘されており，ワンストップサービスを実現

する際の難しさの一つを示している。 

 

３ 子どもがいる世帯への経済的支援の充実－タックス・クレジット 

 労働党政権は，子どもがいる世帯への経済的支援も充実させてきた。なかでも注目され

るのは，タックス・クレジットというシステムである。 

 タックス・クレジットは，課税対象所得の控除ではなく，税額自体を控除するもので，

低所得の世帯には，給付がなされる。負の所得税といわれる所以である。そのうち，ワー

キング・タックスクレジットは，低所得の就労世帯を対象としている。働くことで得をす

るように設計されており，就労への動機づけも図られている。児童タックス・クレジット

は，16 歳未満の子ども又は全日制教育を受けている 20 歳以下の者がいる中間所得世帯を

対象としており，児童の養育一般のための税額控除である。 

 このようなタックス・クレジットについての評価は様々である。イギリス 大のシンク

タンクである IPPR は，タックス・クレジットは貧困世帯の収入を増やすことができ，また，

非常によくターゲットを補足できるなどの点を評価している一方で，ミーンズテストがあ

ることで補足率が低下する，制度が複雑で利用しにくいなどの問題点を指摘していた。子

どもの貧困根絶についての活動を続けている著名な組織である CPAG は，チャイルド・タッ

クスクレジットは申請が複雑で，スティグマも生じやすいという問題点を指摘しており，

むしろ，所得制限がなくて，簡単に受給できるチャイルドベネフット（子ども手当）の方

が優れているとしている。わが国でも，タックス・クレジットが議論されており，イギリ

スでの議論が参考になると思われる。 

 

４ 民間組織が担う重要な役割 

 民間団体による活発な取組みが，子どもの貧困対策において重要な機能を果たしている

のも，イギリスの大きな特徴である。私たちは６つの民間組織を訪問した。 

 「IPPR」はイギリス 大のシンクタンクである。労働党政権の就労支援に力を入れた反

貧困戦略について評価をする一方で，就労していない人への給付が低すぎて大人の貧困が

増加していることや，就労支援といっても，失業率が高まる中でどうやって質の高い仕事

に結びつけるのか，どうやって子どもの貧困対策に必要な予算を確保するかといった問題

点を指摘していた。 

 「CPAG（Child Poverty Action Group）」は，児童貧困をなくすキャンペーンを行う目的

で設立された著名な団体である。キャンペーン活動，ロビー活動は無論のこと，社会保障

に関する権利の情報提供やアドバイス，刊行物の発行や研修，テストケースについての訴

訟活動など，幅広い活動を続けている。 
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 「ジョセフ・ロートリー基金（JRF）」は，製菓会社を営む実業家であるジョセフ・ロー

ントリー氏によって設立された，100 年以上の歴史をもつチャリティ団体である。ローン

トリー氏は，単に現象に対応するのではなく，その根源に取り組みたいとして財団を設立

した。同財団は，社会問題のために経済的な支援を続けるとともに，様々な手法を用いた

調査を実施することで，問題の本質を解き明かし，政策担当者に影響を与え続けている。 

 労働組合の活躍も忘れてはならない。例えば「TUC」というナショナルセンターは，後に

述べる「End Child Poverty」というキャンペーンに参加し，女性と子どもの貧困問題にも

取り組んでいる。TUC の著名な経済専門家であるリチャード・エクセル氏は，貧困の 大

の原因には低賃金にあると指摘している。特に，女性の場合，就く仕事自体がシェンダー

（性差）で分けられた低賃金労働であり，加えて，チャイルドケアの不十分なことが，女

性が就労して貧困から抜け出すことを困難にしているという。そして，低賃金，女性の貧

困，子どもの貧困の関連を論じていかなければならないと語ってくれた。 

 「フェアブリッジ」は，他の組織では対応が難しいとされた若者を対象にして，生き方

を変えるために必要な技能と自信を与え，次の段階に進む 初のステップとなることを目

指す民間団体である。クライミング，カヌーなどの戸外活動などによって，若者にやる気

と自信と技能を身につけさせた上で，次の段階へ進める活動を続けている。次の段階とは，

教育の場に戻る，カレッジに行く，職業訓練を受ける，仕事に就くなどである。若者に自

信をつけてもらうこと，ネガティブな生き方を変えることの手助けをすることの重要性を

指摘していた。 

 子どもの貧困問題において，民間団体がいかに大きな役割の担っているかについては，

「エンド・チャイルド・ポバティー」というキャンペーンに象徴されている。これは，150

以上の団体を集約して作られた連立組織であり，①児童童貧困の実態と原因，その影響を

人々に知らしめること，②民間，公共，ボランティア組織を一つにして活動を行うこと，

③1999 年の，子どもの貧困根絶についてのトニー・ブレアの制約を達成することを目標に

かかげて，キャンペーンを続けている。その 大の強みは，これだけ多くの団体が支援し

ていますよと示すことによって，世論に与える影響の大きさにある。わが国では，これま

で，子どもの問題に様々な人たちが取り組んできたが，連携や横断的な運動が必ずしも十

分ではなかったと思う。子どもの貧困根絶のために，多くの人たちや団体が垣根を越えて，

一致協力して取り組んでいるイギリスの姿は，大いに参考になった。 

 

５ 徹底した調査と分析 

 イギリスのこのような戦略的な政策を支えているのが，徹底した調査と分析である。 

 例えば，シュアスタートは，調査によって「早期介入（支援）の重要性」が明らかにな

ったことから導入されたものである。これについて，私たちは，ロンドン大学のエドワー

ド・メルフィッシュ教授から話を聞いた。以下は，教授の報告からの抜粋である。 

(1) 児童貧困の戦略と早期支援の重要性  

グラフ①は，人に対する投資のリターンがどれ位かを示したものである。発達のでき

るだけ早い段階で投資した方がリターンが高いことが分かる。これは，脳の適用性と関

係があり，脳の適用性は早期であればあるほど高いが，年を追うごとに下がっていくこ

とと関係があるとのことであった。このことは，成長のより後の段階での可能性を否定
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するものではなく，早期の支援をすることで成長のより後の段階での問題を減らしてい

けば，その分，そこにお金と労力をつぎ込み，手厚い支援が可能になることをも意味し

ている。 

 

 

グラフ① エドワード・メルフィッシュ教授の報告より 

 

イギリスでは，子どもが７歳になると算数と英語の標準化されたテストを受けるが，

グラフ②は，子どもをプリスクールに行った子どもと行っていない子どもに分け，これ

を更に，子どもがどういう家庭環境にあるか，すなわち，左から，親がプロフェッショ

ナルな仕事をしている，親が技能労働者である，親が全く技能を持っていないか技能が

少ない労働者であるという形に分けて，読み書きの能力を比較したものである。親がプ

ロフェッショナルであれ，熟練であれ，未熟練であれ，プレスクールに行ったか，行か

なかったかという効果は全く同じである。そして，未熟練の労働者の家庭から来ている

子どもたちが，プリスクールに行ったか行かなかったかで，一番大きな影響を受けてい

る。というのは，グラフでは，「2.0」というポイントが，７歳の子どもがここまでは満

たしていなければならないという基準点であるのだが，プロフェッショナルの家庭の子

どもは，プリスクールであれ，ノー・プリスクールであれ，完全にその基準をカバーし

ている。技能労働者の家庭の子どもも，この基準を満たしている。しかし，未熟練のと

ころでは，プリスクールに行かなかったことによって， 低のラインを満たせないとい

う結果になってしまう。 
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グラフ② エドワード・メルフィッシュ教授の報告より 

 

グラフ③は，プリスクールと小学校の質が，どのように組み合わさって影響を与える

かを示したものである。一番左のグループは，質の低いプリスクールに行った子どもた

ちである。黄色は質の低い小学校，赤は中級の小学校，白は質の高い小学校に行った子

どもたちを表している。このグループでは，どんな質の小学校に行ったかということが，

非常に大きな影響を与えている。中央のグループは，平均的なプリスクールに行ったグ

ループである。ここでも，小学校の質による差は出ているが，前ほど差は大きくない。

そして，一番右のグループは，質の高いプリスクールに行ったグループである。小学校

の質がどうであれ，あまり大きな差は出ていない。これは，高い質のプリスクールが，

その子どもを保護して，小学校の程度が悪くても子どもを守っているかのようである。 

 

 
グラフ③ エドワード・メルフィッシュ教授の報告より 
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教授は，２歳以上のすべての子どもがプリスクールから恩恵を受けると結論づけてい

る。そして，パートタイムのプリスクールであっても，フルタイムと同様に恩恵を受け

ることができるとしている。これは，子どものうちは，１日の中で吸収できる容量が限

られていることによるもので，ビタミン剤と同じで，１回適量を飲めば，それ以上飲ん

でも効き目が変わらないのと同じだとのことであった。 

(2) イギリスにおける調査と費用便益 

教授は，次に，早期介入によるコストベネフィット（費用便益）について話してくれ

た。 

ここでいう便益とは，ニートが減る，肥満が減る，犯罪が減る，ティーンエージャー

が子どもを産むことが減る，薬物濫用が減る，メンタルヘルスの問題が減る，家庭内暴

力が減る，児童虐待が減るといったことであるが，これらが蓄積されて，コスト面にど

ういう影響が出るかということである。 

グラフ④は，ターゲットをあてた貧困層には濃厚な介入をして，一般的な人達には一

般的な介入をして，想定されるプログラムの効果ごとに，その影響を試算したものであ

る。棒線がコストである。３本の線がセービングで，プログラムの効果が 80％であれば

一番上の線，50％であれば中央，20％であれば下の線になる。ここで分かることは，あ

まり効果の上がらないプログラムであっても，長期的には，必ず節約がコストを上回る

ということである。 

 

 

グラフ④ エドワード・メルフィッシュ教授の報告より 

 

以上のような調査結果は，イギリス政府を動かし，その結果，イギリスでは，2004 年

４月から，すべての３，４歳児に対して，無料のパートタイムのプリスクールが提供さ

れるようになった。プリスクールは，シュアスタートの中でも重要なプログラムとなっ

ている。 
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このような調査は民間でも盛んに行われ，政府の政策に影響を与えている。調査と証

拠を重視する姿勢は，立場の異なる人が共通の土俵で議論し，長期的な視点で政策を考

えること，つまりは有効な政策を効果的に実行することに，大いに役立っていると思わ

れる。 

 

６ イギリスの取組みから学ぶこと 

 イギリスの取組みから，私たちは何を学ぶべきであろうか。ここでは以下のことを指摘

したい。 

 まず第１に，子どもの安全な生活と成長は，親や本人の責任ではなく，社会全体がその

責任を負うという意識の強さである。子どもの貧困の根絶も社会全体の責任であると捉え

られ，そのような意識が，積極的な政策を支えている。 

 第２に，子どもに光が当てられていることである。家族支援の重要性，大人の貧困問題

との密接な関連性を十分意識しつつも，子どもの貧困問題をそれに埋没させずに，子ども

の 善の利益に光が当てられた議論がなされていた。 

 第３は，子どもの成長過程を意識した継続的・総合的対策が行われていることである。

子どもの貧困は，様々な事情が積み重なって生み出されるものであり，必要な対策を総合

的に切れ目なく行うことが重要である。日本では，特に，周産期から幼児期，学校を終え

て社会に出るまで，あるいは学校を卒業または退学してから社会とつながるまでの手当が

極めて不十分であると思われる。周産期から，社会に出るまでの継続した対策が必要であ

ると思う。 

 第４は，徹底した調査・分析を行い，政策が，証拠に基づいた議論によって策定され，

その有効性がその都度検証され，修正されていることである。そのような調査と証拠を，

政府を説得し，世論を形成する材料としていることは，運動論としても大変参考になった。

第５章第１節第４で述べるとおり，イギリスでは 2010 年３月に「児童貧困法」が設立した。

同法は，児童貧困の根絶がいかなる場合に成功したといえるのかを定義づけ，期限目標を

設定して，それについての国家と地方レベルの責任と取組みを法律で明確化している。そ

れを可能にしているのが，これまで築き上げられてきた調査の手法と充実したデータの蓄

積であることはいうまでもない。 

 そして， 後に，民間を含む関係機関の連携である。わが国でも，これまで子どもの問

題，貧困問題に個々的に取り組んできた個人と団体が，情報と成果を共有し，垣根を取り

払って，一致協力して子どもの貧困問題に取り組む必要性を強く感じた。 

 無論，イギリスの取組みにも様々な評価がある。2010 年５月の総選挙で政権の座に着い

たキャメロン新政権は，チャイルド・トラストファンドを削減・廃止するとしており，政

権交代による政策への影響も注視する必要がある。しかし，わが国で子どもの貧困対策を

考える上で，イギリスにおける取組には，参考にすべきことが多くあると思われる。 

 

第２ フィンランド 

１ フィンランド調査の目的 

 日本政府は 1965 年以降長らく貧困率を報告していなかったが，2009 年 10 月 20 日，2007

年の相対的貧困率が 15.7％，子どもの貧困率が 14.2％であると発表したように，７人に１
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人が貧困線以下の生活を強いられており，その割合は増加し続けている。 

 さらに，子どもの貧困率は，所得の再分配前に比べて，再分配後の方が高いという指摘

がかねてからなされていたが（阿部彩『子どもの貧困』岩波新書），新政権は子ども手当や

高等学校実質無償化といった点にようやく着手したばかりであり，子どもの貧困をなくす

道筋はまだまだ不透明である。 

 憲法に子どもの平等（対等性）を規定し，子ども・家族政策に力を入れ，所得再分配に

よって子どもの貧困率を大きく減少させて（74％減少），子どもの貧困率が 4.17％（2004

年）と低い水準にある先進的なフィンランドの諸策の詳細と成果，及び問題点と課題を知

り，わが国と比較検討することは，わが国における子どもの貧困対策を考えるうえで極め

て有益であり，今後のわが国の貧困問題解決に大きなヒントを与える。 

 また，フィンランドは，子どもの貧困を所得再分配で劇的に改善させている。 

 子どもの誕生時には育児パッケージを始めとして，保育制度，父親休業，プリスクール，

高等教育に至るまでの無償教育など金銭給付以外の施策も充実しているとされる。「子ども

の貧困」について訪問調査したイギリスにおいても，「子どもの貧困」対策として重視して

いるプリスクールについて，フィンランドのプリスクールを一つのモデルとしているとの

発言もあった。 

 さらに，フィンランドは，国際学力調査 PISA においても全分野でトップクラスを続けて

おり，少子化についても 1998 年の合計特殊出生率 1.70 を底に 1.85（2008 年）まで改善し

ている。 

 フィンランドを訪問調査することは，子どもの貧困問題の解決の糸口をつかむだけでな

く，社会のあり方を考えるうえでも大きなヒントとなることから，調査することになった。 

 

２ フィンランドと日本の比較 

   フィンランド 日本 
面積 33.8万㎡ 37.8万㎡ 
人口 約532万人（2008年） 約1億2777万人（2007年） 
人口密度 約16人/㎡（2008年） 約337人/㎡（2007年） 
0～14歳の人口 約89万人（2008年） 

（全人口の16.7％） 
約1729万人（2007年） 
（全人口の13.5％） 

合計特殊出生率 1.85（2008年） 1.37（2008年推計値） 
家族政策への公的支出 
（2005年） 

GDP比3.0％ 
（現金1.6％，サービス1.4％）

GDP比1.3％ 
（現金0.3％，サービス0.5％，
税控除0.5％） 

教育関連の公的支出 
      （2008年） 

GDP比3.1％ 
（初等・中等教育2.6％ 
 高等教育0.5％） 

GDP比5.5％（2008年） 
（初等・中等教育3.8％ 
 高等教育1.7％） 

教育費の公私負担割合 
（OECD 2009） 

私的負担3％（その他の私的負
担含む），公的負担97％ 

私的負担22％，公的負担67％，
その他の私的負担11％ 

子どもの貧困率 
（2000年代中期） 

4.2％ 13.7％ 

ひとり親世帯の貧困率 
（OECD 2008年） 

非就労46％，就労6％ 非就労60％，就労58％ 

子どもの貧困率 
（再分配前と再分配後） 
（OECD 2008年） 

再分配前15.8％ 
再分配後4.2％ 

再分配前12.8％ 
再分配後13.7％ 

注：家族政策への公的支出には，子ども手当，出産・育児休業中の所得保障，保育サービス費用，医療補
助，居住手当など直接に家族を対象とした支出項目が含まれる。 

出典：渡辺久子，トゥーラ・タンミンネン，高橋睦子編著『子どもと家族に優しい社会フィンランド』（明石書店） 
阿部彩『子どもの貧困―日本の不公平を考える』（岩波新書） 
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 フィンランドの合計特殊出生率（女性の年齢別出生率を 15～49 歳にわたって合計した数

値で，１人の女性が一生の間に産む子どもの数の近似値）は，2008 年 1.85 で，ノルウェ

ー（2006 年 1.9），デンマーク（2006 年 1.85），スウェーデン（2006 年 1.85）など他の北

欧の国々と同じ高い水準にある。 

 フィンランドの合計特殊出生率の変遷を見ると， 近では一番落ち込んだ1998年に1.70

で止まり，それ以後約 10 年，出生率は漸増となっている。 

 一方，日本の合計特殊出生率は，2005 年 1.26 に落ち込み，その後も 2008 年推計値で 1.37

とほとんど改善していない。 

 

３ フィンランドの憲法，法律―「子どもには特別な権利がある」― 

 フィンランド共和国憲法では「人は法の下で平等である」とされ（６条），「すべての人

が平等」であると宣言している。憲法における「法の下の平等」には，フィンランドの人々

がどのように平等でなければならないか，明記されている。６条３項には「子どもたちに

は個人として対等に接しなければならず，子どもたちが発達に応じて，自分に関する事柄

について影響を及ぼすことができるようにしなければならない」とされている。 

 このほかに，子どもに関する法律「子ども保護法」もある。1983 年に制定され，改正を

経て 2008 年から現行法が施行されている。改正の主な目的は，子どもの利益に一層の関心

を向け，子どもの意思や意見をできる限り尊重し，子どもやその家族が必要とする支援（手

当金や福祉サービス）を保障するために関係部署の連携を強化し，問題の早期発見と早期

介入を促進することである。一般原則としては，子どもの健全な発育について親・養育者

の義務を明記しつつ，保護を必要とする子どもへの支援についての責任は国から市町村自

治体へと移行し，より長期的な視点で子どもの支援や保護を行うために，ソーシャルワー

カーと多職種の専門家チームとの連携が要請されている。社会福祉や医療だけでなく，９

年間の義務教育においても，自治体は不登校問題に対応するために学校ソーシャルワーカ

ー（有資格のソーシャルワーカー）や学校心理士（臨床心理士）を配置しなければならな

い。子ども保護法には，「子どもには普通の人以上に特別な権利がある」とうたわれている。

その権利を保障するために，フィンランドの人々は「社会には子育て中の家族を支える義

務がある」と考えている。 

 

４ フィンランドの家族政策 

 フィンランドでは，まず，政府は母親が子どもを産み育てるにあたって必要な物質的，

心理的支援を行うこと，すべての子どもを安心して育てられる環境を提供することを目指

している。 

 次に，子どもを育てるすべての親は平等に扱われる権利があることが保障されている。

たとえ犯罪者であったり，精神に障がいがあったりしたとしても，すべての親には育児を

する権利がある。 

 また，どんな親も育児から排除しないということが保障されている。たとえ親に精神的

な障がいがあっても，乳幼児期にできる限り親を育児に関わらせている。 

 これらの理念に基づいて，政府は家族に対して支援を行っていくという強い姿勢が打ち

出されている。具体的な政策手段やサポートの方法には，出産手当，育児休業手当制度，
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子ども手当などがある（前掲『子どもと家族に優しい社会フィンランド』明石書店，47 頁

以下）。 

(1) 母親手当 

フィンランドでは，定住しているすべての母親が母親手当を受ける権利を持っている。

妊娠した女性が手当を受け取るシステムとして，少なくとも妊娠４か月までに１度医療

機関で検診を受けさえすれば，後は自動的に手当がもらえるようになる。 

支給される母親手当には選択肢があり，現金として 140 ユーロを受け取るか，または

育児パッケージという乳児の衣類などの詰め合わせをもらうか，どちらかを選ぶことが

できる。 

(2) 出産・親休業制度 

親が有給で仕事を休むことができる出産休業制度がある。基本的に母親は 105 日間（母

親休業），父親も 18 日から 30 日の間（父親休業），収入を失うことなく，出産休業を取

ることができる。 

これに加え，さらに 158 日の親休業制度がある。両親のうちどちらが取ってもよく，

有給である。また，子どもの調子が良くなかったり，双子だったりと通常より育児に手

がかかるケースでは，さらに長い有給の休業を取ることが可能である。障がいのある子

どもをもつ親にはより手厚い休業制度もある。また，養子を育てる親にも同じ権利が保

障されている。 

このように，フィンランドの出産・親休業制度は，子どもを育てるすべての両親のサ

ポートを目的としている。 

(3) 父親の育児促進 

父親の育児が大切という考えから，父親の親休業を母親が代わりに取ることは禁じら

れている。フィンランドでは，できるだけ早い時期から父親が育児をし，父親としての

意識を育めるようにサポートしている。 

父親の親休業は 18 日から 30 日と幅があり， 低 18 日間は育児をするよう定められ

ているものの，仕事などの都合でどうしてもそれ以上休めない場合は，30 日のうちの残

り 12 日間は，全部ではなく一部であるが，母親が使うこともできる。 

(4) 出産・親休業後に職場復帰が可能 

母親の 105 日間，父親の上限 30 日間の出産休業中は，社会保障によって経済的支援

が受けられる。その後 158 日間の親休業を取った場合には，全額ではないが，給料の７

割弱を上限とする手当金が支給されることになっている。その後子どもが 3 歳になるま

では，在宅育児手当金を得ながら育児に専念することも可能である。 

(5) 子ども手当 

17 歳以下のすべての子ども１人１人につき子ども手当が支給される。 

子ども手当は，子どもの数に応じて累進的に支払われる。１人目よりも２人目の子ど

もが，また２人目より３人目の方が手当はより高額になる。子どもの数が増えるに従っ

て手当総額が累進的に増えていくためである。 

例えば，第１子への子ども手当の月額（2009 年）は 100 ユーロ（約 13000 円），第２

子だと 110.5 ユーロ（約 14400 円），第３子で 141 ユーロ（約 18300 円）になる。 

フィンランド政府が兄弟のいる家族の支援を促進しているためといえる。 
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５ 出産・育児に対する支援 

(1) 出産・育児相談所「ネウボラ」 

乳児・幼児のいる家族に対しての一般的なサービスとして，出産・育児相談所「ネウ

ボラ」がある。妊娠中，妊婦は 12 から 15 回の検診を受けることができるが，ネウボラ

ではこれらはすべて無料である。 

また，妊娠中の母親に行われる支援として親学級があり，新しい家族づくり，家庭づ

くりのサポートを行っている。特に，夫婦の関係，夫婦間の感情や気持ちなどに焦点を

あてている。 

(2) 保育 

フィンランドでは，法律によって，すべての就学前の子どもがさまざまな形態の保育

を受けることを保障している。自治体や民間の保育園での保育でも自宅での家族による

保育でも，公的な補助を受けることができる。どのような保育が子どもに必要なのかを

家族が考え，選ぶことができる。親が子どもを保育園に預けたくない，家で育てたいと

考えるなら，自宅で子育てする親に対して保育料が支払われる。家庭ではなく保育園な

どで保育をゆだねたいときには，家庭の所得に応じて保育料が決められる。 

(3) 就学前教育 

フィンランドでは，学齢（７歳）直前の６歳児を対象とする就学前教育（エシコウル

／プレスクール）が制度化され，６歳児の約 96％が通っている。このエシコウルは無償

で，月曜から金曜にかけて１日４時間ずつ，保育園または学校で実施されている。内容

は，文字・数字や計算といった学習に偏らず，多様な活動（絵本，描画，音楽，運動な

ど）を通じてバランスのよい発育をサポートし，義務教育へのスムーズな移行を目指し

ている。 

 

６ 訪問先の概要 

(1) イルッカ・タイパレ氏，ヴァップ・タイパレ氏宅 

フィンランドの社会・保健サービスの向上のため長年活動されているタイパレ夫妻か

ら，フィンランドが福祉国家となった理由についてうかがった。 

フィンランドが福祉国家となったのは，福祉主義が一般的な北欧に属していることが

第１の理由である。 

フィンランドは男女平等の強い伝統があり，女性の権利運動の歴史も長いこと，税制

も年金も個人単位であることから，両親共働きが一般的であるため，子どもの保育を社

会化する必要が強かった。そのため，1972 年の初めての保育法の成立時は，低所得者と

社会的弱者の子どもを優先する保育の権利が決められ，段階的に幼児保育を実現させる

法律が制定され，1996 年にはすべての子どもに保育の主観的権利が保障された。 

フィンランドでは政治に対する信頼は高く，国民は公共サービスのためには高い税金

を払っても構わないと考えている。 

(2) 社会保健省 

社会保健省では，社会政策全般及びフィンランドの近時の課題である子どもの貧困に

ついて調査を行っている。 
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社会政策については，人々を支える社会的基盤が産業を発展させていること，国や自

治体には産業化によりコミュニティから切り離された個人に対する責任があることが

示された。 

子どもの貧困については，近時の課題でありながら調査は進んでいた。調査結果及び

その分析から，貧困の要因は，親の失業だけではなく，不安定労働・親の教育程度・家

族構成等にあることが示された。その解決のためには手当の増額だけでは足りず，現在

ある社会的基盤（無償の教育を含む）だけでは社会からこぼれる人々をどう救うか，子

どもに対する責任を国がどう果たすかが課題であるとされた。 

(3) ヘルシンキ大学社会政策学部マリッタ・トローネン教授 

フィンランドでも社会や家族形態の変化で，子どものいる家族の貧困が問題とされる

ようになってきており，取組みを強化している。 

従来からのサービスである保育や保健，学校などについて，予防的児童福祉の観点が

取り入れられた。また，税制による支援，住宅給付，パートタイム労働の機会，フレッ

クスタイムの労働推進，ホームヘルプサービスなどを強化する政策を提案している。 

(4) 児童保護中央連盟 

児童保護中央連盟は，児童の福祉，権利保護に関する団体としてはフィンランドで

大の連盟組織である。 

第１次世界大戦後に困窮した児童があふれたことから，児童保護の重要性が認識され，

児童保護法の成立とともに創設され，児童福祉の促進，関係諸機関の協力関係の創設を

目的としている。参加団体は，NPO と地方自治体であり，個人の参加は受け付けていな

い。組織のスタッフは約 30 人で，ほとんどが修士以上の資格を持っている。本部には，

図書館と情報センターが併設されている。 

児童保護中央連盟の主な活動は，児童保護に関する事業開発，全国大会の開催，児童

保護に関するスタッフの教育訓練，出版物の刊行などである。また，連盟は，国際レベ

ルで生じている児童保護に関する問題に対しても積極的に関与し，大きな役割を果たし

ている。国際会議等にはフィンランドの民間団体の代表として参加することも多い。 

活動資金には，出版物の刊行や遊園地の経営による収入のほか，スロットマシーン協

会からの補助金等をあてている。遊園地の経営は，この連盟の大きな特色で，子どもが

楽しむための施設から得た利益を，子どもの福祉のために還元するのはとても素敵なこ

とだと考えている。 

児童を保護するには，何が「児童福祉」なのか理解していなくてはならない。学校教

育においては「強制されないこと」が重要であり，家庭では「児童と家族の関係を保護」

することが大切である。そのため，連盟は，児童のいる家族全体を保護することを基本

原則として，サービスを提供し，または，サービスの提供を行う基盤を整えるよう努力

している。 

(5) スロットマシーン協会（RAY） 

スロットマシーン協会（RAY）は 1938 年に設立された，スロットマシーン等のギャン

ブルの利益を社会福祉・保健関連の NGO への助成に配分するための世界唯一の半官半民

組織である。 

６億 5000 万ユーロの売上げ（2009 年）の９割が助成金または税として社会に還元さ
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れている。 

北欧福祉国家では，市民のケアは公的セクターの責任だが，現実にはすべて公的セク

ターで対応できない。フィンランドでは，NGO が多く，人口 530 万人に対し，保健福祉

分野の NGO が３万ある。RAY は国の将来を考えて各分野の NGO に対する助成の配分を決

める。助成内容はすべてインターネットで公開され，会社の社会的信用性・貢献度調査

では毎年ノキアを抜いて RAY がトップである。 

ギャンブル業界が育つ前に国が事業を取り上げたので業界の抵抗はない。古いスロッ

トマシーンには「国民の保健のために」との言葉がついている。 

(6) フィンランド議会教育文化委員会 

トゥーラ・ペルトネン氏（フィンランド議会教育文化委員会委員長）は，フィンラン

ドにおける無料の教育制度は成功しているとしながら，重要なのは成績だけではなく，

学校における子どもの環境，学校における福祉であると指摘する。無料の教育制度の中

でも，親の社会的経済的背景が子どもの進路選択に影響しており，更なる改善のため，

義務教育年齢の 18 歳までの引き上げや学校の規模を検討する必要があるという。国立

大学を国から独立した法人とする 2009 年の大学改革については，財政面での手当の必

要性を強調している。 

マルタ・オクトーバー氏（社会民主党国会議員団の法律家）は，保守政権が，不況時

にカットされた社会政策給付を経済が好転した後も増やさなかったことが貧困を増加

させたと指摘する。そして，失業が貧困の大きな原因であるとし，社会保険の充実と雇

用対策が重要であるという。また，医療部門の民間への移行が少しずつ進んでおり，そ

れが医療における公的セクターを弱体化させ，健康面での格差を生んでいるとの問題意

識を持っている。 

(7) ポルボー小学校 

ポルボー小学校は，2009 年の秋に建設された，広さ 8100 ㎡の市内で１番大きい学校

である。１年生から９年生までの義務教育の子どもたちが通学している。総生徒数は 414

人（総収容人数 600 人）である。 

教師以外に，スクールソーシャルワーカー（SSWr）が１人，保健士が１人，心理療法

士（SC）が１人配置され，SSWr は週２日半，保健士は週３日，心理療法士は週１日半勤

務している。 

SSWr は学校と家庭の連絡役を担う。不登校の場合や，警察が介入するような事件が起

きたときの対処を担当する。 

フィンランドでも，家庭の状況の悪化が子どもに悪影響を与えている。共働きの家庭

では， 近の経済悪化の状況になると，親は仕事に時間をとられ，子どもに時間を割く

ことができなくなる。祖父母も周囲にいないので，子どもは昼間１人になってしまう。

このような状況で， 近ではフィンランドでも学校から脱落する子が多いので，SSWr の

役割は増加している。 

子どもの行動や食事の様子，疲れているような状態や欠席の状況などから，「子どもの

貧困」に気づくことがある。学校に作業部会があって，個別ケースについて検討する。

１番その子どもに接している教師がケース会議を提起する。 

学習的に落ちこぼれてしまった子どもに対しては，①補習授業（担任が行う。残業代
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あり），②特殊教育専門教師，③特別教育認定（すべてを易しい内容にする），④特別教

育決定という制度の利用が可能である。 

(8) ヘルシンキ市の「就労困難な市民のための就労サービスセンター」（ドゥーリ

（Duuri）） 

2004 年から 2006 年にかけて，フィンランド各地に作られた，就労困難な市民の支援

に特化した就労サービスセンターの一つである。 

ソーシャルワーカー，社会福祉士，就労指導員，臨床心理士，保健師などの専門家が

結集して，１人１人のクライアントを全体的な観点から評価して，そのクライアントに

適した長期的な解決へ向けた支援を行うために協力し合っている。 

(9) ホームレスの人のためのサービスセンター（ヘルシンキ社会福祉局） 

ホームレスの人のためのサービスセンターは，一時的な住居と食事，衛生，SW・社会

福祉士によるサービスなどの基本的なサービスを提供している。 

１階は１晩泊まることができる一時的なシェルターで，保健（医師，看護師），食事，

サウナ，シャワーなどのサービスを無料で利用することができる。 

３～５階は滞在期間が原則３か月の一時的な住居で，１人部屋で，基本的な家具が入

っている。シャワールームは共同で，キッチン，冷蔵庫は各部屋にある。共通のテレビ，

ソファ，シャワー，トイレがある。男性 43 部屋と女性９部屋あり，３階と４階にはあ

る程度依存症のある人，５階には依存症のない人を入居させている。 

ドゥーリ（Duuri）には働ける可能性のある人が行くが，このセンターはドゥーリに

も行けない精神疾患，薬物・アルコール依存症があるような人などを受け入れている。 

(10) アスコラ町社会福祉事務所 

人口約 5000 人の自治体であり，ヘルシンキ市への通勤圏であって若い人が子どもを

連れて移ってくるというアスコラで，社会福祉事務所の職員から児童保護と生活保護に

ついて説明を受けた。 

社会福祉事務所の業務は，児童保護，児童監督，生活保護，障がい者福祉，依存症に

ついての福祉である。児童保護に関しては，2008 年の児童保護法で児童虐待等の通知義

務が定められたことにより通告が増えたが，なるべく在宅でケアを行うよう配慮してい

る。強制保護となった場合も処遇計画の見直しを年４回行い，なるべく在宅に戻す可能

性を探っている。また，児童保護法で予防的な児童福祉を行うという考え方が定められ

たことにより，アスコラ町では，家庭の問題の有無を問わず，親が親であることを支え

るプロジェクトを開始し，国から補助金を受けている。 

生活保護には，①国庫が半額負担する基礎的生活保護，②例えば家賃のみを支給する

予防的生活保護，③保育所の費用などの補足的生活保護があり，②③は自治体が支給額

を決める。そのほかにアスコラでは子どもが貧困ゆえに趣味を諦めずにすむよう，子ど

もの趣味にかかる費用を支給している。保護率は 2008 年で 2.3％だったが 2009 年は倍

増している。保護率増加に対する批判は過去にはあったが，現在はない。2008 年に子ど

ものいる家族だけでみると，保護を受給している子ども家族は，全子ども家族のうち

5.9％であった。経済的支援によって，貧困ゆえに子どもを措置することを予防しよう

としている。 

(11) JHL（社会福祉・保健職労働組合） 



第４章 外国における子どもの貧困と対策 

- 140 - 

フィンランドには，SAK（ブルーカラーの労組），STDK（ホワイトカラーの労組），AKVA

（高学歴者の労組）の三つの中央労組があるが，SAK は 大の組合で，JHL はその傘下

組合で公的セクター（国・自治体のサービス部門）の唯一の労組である。フィンランド

では，労働組合の組織率は 80％である。 

組合員になる利益は，法律補助が受けられること，代表が組合としての交渉を行うこ

と，失業補償を受けられることである。 

法律補助は，組合員が法廷において労働契約に関する問題の補助（弁護士費用のみ）

を受けられるというものである。組合員として６か月以上，組合費を６か月以上支払っ

た場合には，補助を受けられる。組合が交渉権を持っている分野でないと補助を受けら

れない。組合の労働委員会が補助するかどうかを 終的に決める。 

失業補償は，①基礎失業補償と②所得に基づく失業補償があるが，労働組合に入って

いれば，②の所得に基づく補償が受けられる。組合に入れば自働的に失業補償組合にも

入るが，入るか入らないかは自由であり，失業補償部門のみ入ることもできる。８か月

失業補償組合に入っていないと失業補償を受けられない。１週 18 時間で 34 週間労働し

ていたことを証明すれば， 高 500 日分の失業補償が受けられる。高齢者には加算があ

り，子どもがいると子ども加算がある。500 日で仕事が見つからない場合には，期間の

限定がない基礎失業補償がある。 

 

７ 日本にとって参考にすべきこと 

(1) フィンランドでは，普遍主義の考え方により，すべての人の権利が平等に保障され

ていること。政治に対する信頼は高く，国民は公共サービスのためには高い税金を払っ

ても構わないと考えられていること。 

(2) 産業化・都市化によってコミュニティから切り離された個人に対し，国及び自治体

は責任を負うという考え方。充実した社会保障及び労使の信頼関係による社会的基盤の

存在が産業の発展，社会及び将来への信頼を生むという考え方。競争原理を教育に取り

入れ，経済効率化のために学校の統廃合を行うことは，コミュニティを崩壊させ，子ど

もたちをコミュニティから切り離し，子どもの精神にも影響を及ぼすという考え方。労

働生活が変わり，親が子どもと過ごす時間を奪われているという調査結果。社会は包み

込むものであり，排除するものであってはならないという考え方。 

(3) 「子どもの貧困」の要因は，親の失業だけではなく，不安定労働・教育程度・家族

構成等にあること。その解決のためには手当の増額だけでは足りず，現在ある社会的基

盤（無償の教育を含む）だけでは社会からこぼれる人々をどう救うか，子どもに対する

責任を国がどう果たすかが課題であること。 

(4) 従来からのサービスである保育や保健，学校などについて，予防的児童福祉の観点

が取り入れられていること。 

(5) NGO の活動が活発であり，児童保護連盟の活動資金には，出版物の刊行や遊園地の

経営による収入のほか，スロットマシーン協会からの補助金等が充てられていること。 

(6) 児童を保護するには，学校教育においては「強制されないこと」が重要であり，家

庭では「児童と家族の関係を保護」することが大切であるという考え方。 

(7) １人１人の子どもに即した教育が行われており，SSWr が学校に配置され，学校と家
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庭の連絡役を担い，不登校の場合や，警察が介入するような事件が起きたときの対処を

担当していること。「子どもの貧困」に気づいた場合，一番その子どもに接している教

師がケース会議を提起し，学校の作業部会で個別ケースについて検討していること。 

(8) 社会福祉事務所の業務として，児童保護，児童監督が意識され，アスコラ町では，

予防的児童福祉の観点から，家庭の問題の有無を問わず，親が親であることを支えるプ

ロジェクトを開始していること。 

 

８ 留意すべきこと 

(1) 福祉国家の成り立ち，高福祉，高負担，NGO の活動については，歴史的・社会的経

緯，政治に対する信頼度の違いがあるので，直ちに日本に当てはめられるものではない

こと。 

(2) 社会保健省で示されたデータにおけるフィンランドの子どもの貧困率の根拠につ

いては, 訪問調査のなかで検証できていないこと。 

 

第３ ドイツ 

１ ドイツ調査の動機 

 ドイツは，世界に先駆けて「社会保険制度」を導入し（1880 年代～「ビスマルク社会保

険」），「生存権」を規定した「ワイマール憲法」を制定するなど（1917 年），北欧諸国に次

いで，手厚い「社会保障制度」を有する国というイメージがある。 

 そのドイツでも，1990 年代後半から雇用状況の悪化により「子どもの貧困率」が増加し

ていた。ドイツ連邦政府は，「子どもの貧困」を解消するために積極的な政策を展開し，そ

の結果，2008 年頃からは「子どもの貧困率」の増加を食い止め，一定の水準で維持するこ

とに成功した。このようなドイツの諸政策について詳しく調査するため，ドイツ（ベルリ

ン）の関係各種機関を訪問した。 

 

２ ドイツの状況 

(1) 貧困リスク率 17.8％ 

連邦家庭省のデータによれば，ドイツの子どもの「17.8％」が，貧困のリスクに直面

している（2008 年）（「貧困リスク」＝ある人の等価可処分所得が当該年のドイツ全体の

所得中央値の 60％未満である場合，その人は貧困の危険にさらされているとする。）。ド

イツの子どもの人口は「約 1400 万人」であるから，貧困リスクに直面している子ども

の数は「約 250 万人」である。なお，ここでいう「子ども」とは「18 歳未満」を指す。

ドイツの貧困率は，ＥＵ内では平均以下である。 

(2) 「子どもの貧困」の原因 

① 親の失業・親の低収入 

子どもの貧困率は，両親が失業している場合は 48％であるが，片親が働いている場

合には８％に低下し，両親が働いていればほとんどなくなる。このことから，子ども

の貧困は直接親の貧困と関わっており，親が仕事を見つけることができれば大幅に解

消されることが分かる。 

② 子ども時代に十分な教育機会が保障されないこと 
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子ども時代に十分な教育の機会が保障されないと，その子どもは，学力不振に陥り

やすく，早い段階で就学意欲を失ってしまう。その結果，高等教育への進学率が低下

し，低収入の労働に就かざるをえなくなる。ドイツでは，子ども時代に十分な教育機

会が保障されないことが，子どもの貧困リスクを高める要因として重視されている。 

(3) 貧困リスクが高い家庭の類型 

① ひとり親家庭 

ドイツでは，ひとり親家庭の約半分が貧困リスクに直面している。100 万人のひと

り親家庭の子どもが貧困ライン以下の生活を余儀なくされている。 

② ３人以上の子どもがいる家庭 

３人以上の子どもがいる家庭の貧困リスク率は，子どもが１人の家庭の約２～３倍

になる。 

③ 移民背景のある家庭 

ドイツでは，移民背景のある家庭の貧困が深刻化している。移民背景のある家庭の

子どものうち約 80 万人が貧困リスクを負っている。 

これらの家庭はいずれも，親が無収入又は低収入になりやすい。たとえば，ひとり

親家庭では，１人分しか収入を得られないし，子どもが小さいうちは，親が全く働け

ない場合もある。また，子どもが３人以上いる家庭でも育児のために片親しか収入を

得られない場合が多い。データをみても，子どもが３人以上いる家庭では，母親の半

分しか働いていないことが分かる。さらに，移民背景のある家庭に関しては，親の職

業資格，低学歴，言葉の問題などから，就業状況が悪い。統計を見ると外国人の失業

率はドイツ人の２倍である。 

(4) ドイツの社会保障の概要 

ドイツの子どもの貧困対策を理解するうえで，ドイツの社会保障制度の概要を知って

おく必要がある。 

ドイツの社会保障は，「社会法典（Sozialgesetzbuch：SGB）」に統一的に規定されて

いる。この SGB は，異なる法律によって定められていた既存の社会保障制度を順次編入

していく形で少しずつ拡充・整備されてきている。現在は全 12 編（SGBⅠ～XⅡ）である。 

たとえば，冒頭で述べたビスマルク時代に導入された各種制度，「疾病保険」「災害保

険」「年金保険」はそれぞれ SGBⅤ（「第５編」を意味する。以下同じ。），SGBⅦ，SGBⅥ

に編入されている。 

「子どもの貧困」との関係では，①SGBⅡ「求職者に対する基礎保障（失業手当Ⅱ）」，

②SGBⅧ「児童及び青少年援助」，③SGBXⅡ「社会扶助」が重要である。 

このうち，①失業手当Ⅱと③社会扶助は，ともに 低生活保障のための制度である（日

本でいう「生活保護」のようなイメージ）。生活の保護が必要な者のうち就労能力があ

る者に対しては①失業手当Ⅱ（およびその家族に対して社会手当）が支給され，就労能

力がない者に対しては，③社会扶助が支給される。 

①失業手当Ⅱの受給者には，労働力の活用が義務づけられており，受給者は，原則的

にあっせんされたすべての仕事を受け入れなければならず，正当な理由なく紹介された

仕事を断れば，減額などの制裁措置がなされる。これに対して，③社会扶助は就労不能

者を対象としているのでこのような義務はない。 
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(5) 違憲判決 

近の話題として，ドイツでは，2010 年２月に，失業手当Ⅱの受給者の家族に対する

社会手当の算定基準について連邦憲法裁判所の違憲判決がだされた。その内容は，連邦

政府が子どもの需要（子どもの成長にとって何が必要か。）を独自に調査・算定せずに

社会手当の給付額を設定しており，その点で，給付額が人間の 低生活基準の根拠たる

に値しないとして違憲とされた。 

これにより，連邦政府は年内に「子どもの需要」をより正確に把握できるように，社

会手当の基準額の算定方法を見直さなければならなくなった。現在，その改定作業中で

ある。 

 

３ 訪問調査の結果 

(1) 学者 

① ヨハネス・ミュンダー博士 

ア 「現在の貧困」の克服と「将来の貧困」の回避 

ドイツにおける子どもの貧困対策は，①SGBⅡの失業手当Ⅱを始めとする金銭給付，

②SGBⅧの現物給付（保育や社会教育的な給付）を軸にしている。 

子どもの貧困問題を検討するうえで，「現在の貧困」の克服とともに，長期的な観

点に立った「将来の貧困」の回避（予防）が重要である。 

イ 「現在の貧困」 

「現在の貧困」の克服については SGBⅡに定められた様々な金銭給付がその役割

を担っている。金銭給付はすべて子どもに対して直接行われるのではなく，世帯に

対して行われる。金銭給付について以下列挙する。 

(ｱ) SGBⅡ28 条（社会手当） 

失業手当Ⅱ受給者と世帯（需要共同体）を共にする 15 歳未満の子どもや就労

できない家族ないし家族に準ずる人に対する給付。 

失業手当Ⅱの基準給付額は「単身世帯＝月額 359 ユーロ」である。受給者に６

歳未満の子がいればこの基準額の 60％が付加され，６歳以上 14 歳未満の場合は

70%，14 歳以上（25 歳未満）の場合は 80％が付加される。これは生計費給付なの

で，住宅手当は入っていない。 

前記の違憲判決により，子どもへの給付を定率的に 60％，（70%），80％として

いる点については見直し作業が行われている。 

(ｲ) SGBⅡ24a 条（学用品付加給付） 

昨年新たに設けられた給付。給付額は，１学年に 100 ユーロで，使途が筆記用

具，本，ノートなどの学用品に限られている。25 歳未満の生徒対象。 

(ｳ) SGBⅡ21 条（ひとり親・妊婦に対する加算給付） 

(ｴ) SGBⅡ23 条（特例・基準給付外給付）新居の家具・台所用品・家電，妊婦や

新生児の衣料品購入費，修学旅行などについて給付する。 

(ｵ) 連邦児童手当法 6a 条（児童加算手当）収入で親の分の生計費はカバーできる

が，子どもの分が不足する低所得世帯を対象とする。住宅手当と併給。 

ウ 「将来の貧困」 
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「将来の貧困」の回避・予防については，SGBⅧによる現物給付（サービスの提供）

が主にその役割を担っているが，その中でも特に保育所における保育の拡充が重要

である（SGBⅧ22 条以下）。 

(ｱ) 保育を請求することが出来る権利 

ドイツでは，1996 年から，３歳以上の子どもに「保育を受ける権利」が認めら

れている（SGBⅧ24 条（１項）「児童は満３歳に達したときから小学校に入学する

まで，保育所に入所する権利を有する。公的青少年援助実施主体は，この年齢の

児童に対して，需要に見合う全日保育受け入れ枠あるいは保育ママによる補完的

支援を提供できるよう務めなければならない。」（２項）「３歳未満の児童と学齢期

の児童のためには，需要に合わせて保育所及び保育ママの受入れ枠を用意しなけ

ればならない。」）。 

これは，３歳以上であれば，無条件で保育施設への入所を請求できる権利であ

り，この点から，子どもの主観的な権利と解されている。ドイツの給付は主に家

族を対象にしているが，この請求権は，親ではなく，子ども自身の請求権である。

この請求に対応するために自治体は保育所を拡充しなければならない。この請求

権の細かい内容については，解釈上の争いがある（例えば「保育」とは，全日保

育なのか半日保育なのかなど）。 

さらに，2013 年には１歳以上の子どもに同様の権利が認められるようになる。 

もっとも，これらの請求権は無料の保育を保障するものではない。費用負担に

ついては，SGBⅧ90 条以下に規定されている。 

(ｲ) 保育についてドイツの議論 

ドイツでは，そもそも，「保育」は社会主義的なものとして受け止められてお

り，保守的な政権は保育に消極的であった。また，旧東西ドイツではそれぞれ保

育について異なった考え方をもっていた（旧西ドイツでは保育に否定的な考えを

持っていた。）。しかし，ベルリン自由大学が行った３歳未満児の調査で，下層階

級，貧困家庭の子どもが保育を受けると非常によい影響があることがわかり，政

党の右左を越えて保育の重要性が認識され，それ以来，保育は拡充されてきた。 

これは，一つには，保育の「教育機能」による。つまり，子どもに早期に教育

を施して，より高い教育を受け，高収入が得られるようにするのである。また，

資源が少ない国であるドイツが国際的競争で生き残るためには，教育への投資を

早い段階で行うべきという考慮もある。 

もう一つは，保育所を整備することによって女性を労働市場に取り入れること

ができる。労働市場を活性化させるためにも，潜在的な資格を持っている人たち，

特に資格を持っている女性を労働市場に入れていくという労働市場政策上の観点

からも保育は重視されている。ここでは，子どもに教育を，子どもに保育を，と

いう子どもを中心とした考え方と，厳しい市場の原理が結びついている。 

エ まとめ 

「現在の貧困」の解消のために金銭給付は重要だが，それだけでは子どもの貧困

問題を解決することができない。 

貧困の状態で育っていても，大人になって貧困を脱する子どももいる。そういっ
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た子どもたちを見てみると，成長過程で積極的な行動方法を学び，身につけている

ことが分かる。子どもたちに積極的な行動方法を学ばせるためには，今置かれてい

る家庭環境とは別の世界・別の行動パターンがあることを提示する必要がある。こ

れは，物質的な金銭給付では提供できない。 

貧困家庭に育った子どもに対し，家庭以外の枠組みで，家庭とは異なる行動パタ

ーンを体験させることが重要である。例えば，就学前であれば保育施設，就学後は

学校等で様々な他の生き方や価値観を学ぶ必要がある。その意味で，家庭以外の枠

組みをたくさん提供すべきである。 

(2) 公的機関（公的サービスを提供する私的団体を含む） 

① 連邦労働社会省（BMAS）・連邦家庭高齢者女性青少年省（BMFSFJ） 

ア 貧困解消のための基本コンセプト 

連邦政府は「子どもの貧困」解消のために全体コンセプトを策定している。 

そのコンセプトは， 

 Ⅰ．的を絞った現金給付 

 Ⅱ．親の所得の拡大 

 Ⅲ．子どもの教育機会の保障 

の三つであり，連邦政府は，この三つのコンセプトを適切にミックスして，「子ど

もの貧困」問題を解消しようとしている。 

イ 保育の拡充 

BMFSFJ では，「保育の拡充」に施策の重点をおいている。「保育の拡充」は，前記

のコンセプトⅡ，Ⅲと関連している。 

ドイツでは，３歳から就学までの子どもには，法律上，保育を受ける権利が認め

られていることから，この年齢の 90％以上の子どもが保育を受けている。また，2013

年には，１歳以上３歳未満の子どもについても同様の権利が認められることになっ

ており，それまでに保育率 35％を実現するため（現在 20％程度），連邦政府が 40

億ユーロを支出するなどして，現在，保育所・保育ママ制度の拡充を急ピッチで進

めている。 

このように，「子どもの貧困」対策として保育が重視されるのは，保育を提供する

ことにより親の就労機会を確保するというだけでなく（コンセプトⅡ），貧困家庭の

子どもに早期教育の機会を保障し，貧困から脱する力を身につけさせようとの考慮

による（不利益を積み重ねさせない・コンセプトⅢ）。 

② ベルリン州・教育学術研究省青少年家庭局 

ア ベルリン州の状況 

ベルリン州では，親２人，子２人の家庭で月収 1536 ユーロ以下の家庭を「貧困」

と定義している。この基準は，州によって異なる。 

ベルリン州の人口 340 万人に対し，貧困率は 18.7％であり(2008 年)，ドイツ全体

では平均的である。ドイツで貧困が深刻なのは旧東ドイツ地域である。 

ベルリン州の特徴は，ひとり親家庭が 36％を占めており，これはドイツで も高

率である。そして，ひとり親家庭は貧困リスクが高い。ひとり親の家族で特に貧困

リスクが高まるのは，６歳未満の子がいる場合である。６歳未満の子を持つひとり
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親の，50％が公的扶助受給者である（６歳以上＝36％）。 

イ 保育の状況 

ベルリン州では保育の受入れ枠は十分に確保されており，待機児童は存在しない。

ただ，人気のある保育所に希望が集中するので，ウエイティングリストがある保育

所もある。ベルリン州では，就学前の３年間の保育料が段階的に無料となるような

政策を採っている（現在は就学前２年間無料である。）。 

ウ 保育の質 

ベルリン州は保育の質も重視している。 

(ｱ) 統一プログラムの導入 

2005 年から保育の質を維持するため，州内の保育所に統一的な教育プログラム

を導入した。教育プログラムを作成するにあたって，すべての保育所の事業主（約

920 団体・機関＝各区の青少年局と福祉団体・民間団体）代表がベルリン州の担

当者と何回も打ち合わせして，労働組合やベルリン州保育所親委員会の意見も反

映した上で契約書に署名をした。各保育所は，そのプログラム通りに保育を実施

する義務を有する。保育所でどういった保育が行われているかは，第三者機関を

通じて年１回監査される。 

(ｲ) 移民家庭 

ベルリン州では，移民の背景を持つ家庭が多い。 近，小学校に入学した子ど

もの４割が移民の背景を持つ。このような子どもたちは，小学校入学後，ドイツ

語で上手くコミュニケーションがとれず，授業についていけないという状況があ

った。これを解消するために統一プログラムではドイツ語教育も取り入れている。 

(ｳ) 人員配置基準 

人員配置基準についても，2010 年から改善した。これは，親たちが住民誓願で

勝ちとったものである。３～６歳の保育では１対９。２～３歳未満で１対６。２

歳未満は１対５となっている。そのほかに，障がいを持った子がいる場合，貧困

地域，犯罪の多い地域，移民の割合が高い地域では保育士の数は増やすことがで

きる。 

③ ベルリン州立家族支援財団 

同財団は，経済的に困窮している妊婦・家族が他の支援を受けられない場合に経済

的支援を行っている。この財団は，1984 年に設立され，その時の資本金は 1080 万ユ

ーロであり，ベルリン州政府とドイツ宝くじ財団（ロット）が出資した。 

経済的な支援には，基本的に制限はない。まず，申請者が，各地にある相談所で，

生活をするうえで不足している物を言う。例えば，自転車が必要であるとか，メガネ

を買う際の自己負担分が出せないとか，洗濯機が必要であるなど。 

各相談所から連絡を受けた財団は，申請者が優先される他の給付をすべて使ったか

どうかをチェックし，他の支援が得られない場合に，その家族が必要としている物の

購入費用を給付する。 

他の優先する給付を受けていることが条件であるが，例えばジョブセンターの給付

がなされるまでに時間がかかり，緊急の必要がある場合には，本財団が申請者に経済

的支援を行った後，受給者の受けるべき給付を本財団が代わりに受け取るなど（請求
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権の譲渡），柔軟な対応も可能である。 

連邦奨学金が切れてしまった大学生がローンを組むような場合には，保証人になる

などの支援も行っている。 

年間の経済支援の申請件数は１万件弱である。 

④ 青少年緊急支援サービス 

ベルリン州では，公的機関と民間団体が連携し，「子どもの虐待」に対し，24 時間，

365 日対応できる体制が確立されている（青少年保護ネットワーク）。また，支援を拒

み，路上生活をする子どもたちに対する無料宿泊施設（スリープイン）なども設置さ

れている。 

(3) 民間団体 

① SOS 子ども村・ベルリン・モアビート 

ドイツ「SOS 子ども村」のベルリン・モアビート地区での活動を聴取するため，同

団体のオフィス・関係諸施設を訪問した。 

ア SOS 子ども村・モアビート地区 

「SOS 子ども村」（以下「SOS」という。）は，子どもに関する世界 大の NGO であ

る。今から 60 年前に「すべての子どもに家庭を与えよう」というスローガンで設立

された。そもそもは，第二次世界大戦の戦争孤児に家族を提供する目的で設立され

た団体である。 

世界 132 か国で「子ども村」（家庭的環境を喪失した子どもの養護施設）を運営し

ている。 

ドイツ「SOS」では，2001 年からベルリンのモアビート地区での活動を開始した。

活動を始める前にこの地域が抱える問題，何を必要としているかを十分調査し，そ

の調査結果に合わせて活動を始めた。同地区で，養護施設，スクールステーション，

保育所，レストラン，レクリエーション施設等を運営している。 

同地区は，失業率や移民の割合が多く，社会的な問題が非常に集中している地域

である。この近隣地域の 10 万人くらいが活動の対象となっている。 

イ スクールステーション 

SOS 子ども村モアビートは，地区内の小学校（ジェームス・クリュス小学校，他

１校）と連携して，学校内でスクールソーシャルワーク，学童保育等の活動を行っ

ている。この学校では，生徒の８割が移民の背景を持っている。 

１クラスの生徒数は小学校 23～26 人，中学校 25 人である。授業料はない。学童

保育は有料である。（ 低料金 30 ユーロ。うち食費 23 ユーロ。４時以降は別途。） 

SOS が，この学校で行っている活動は，大きく三つある。 

一つ目は，保育士による活動である。保育士は，始業前（6:00～8:00 頃）及び放

課後（13:30～18:00）に学童保育で子どもと関わる。また，授業中（8:30～13:30）

には，学級の中に入り，担任教員の補助的な役割を果たす。例えば，担任と話し合

って，ドイツ語が出来ない児童への個別の学習支援等を行う。保育士が教育の現場

に係わる点が特徴である。 

二つ目は，リズム導入の授業（コミュニケーション能力向上，ルールの体得，気

持ちの切替え等を目的として小学校１，２年生を対象に行われる授業）を行うこと
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である。 

三つ目は，スクールソーシャルワークである。家庭の問題に対し，まずは学校で

対応し，それで足りなければスクールステーションが支援を行う（それでもダメな

ら青少年局が対応する。）。 

ウ 地域での活動（多世代の家） 

SOS 子ども村モアビートは，養護施設，保育所，レストラン，家族相談所などの

複数施設を一つの建物内で運営し，また，地域住民に様々な余暇活動を提供してい

る。 

SOS 子ども村モアビートが目指しているのは「地域の再生」「様々な支援分野のつ

ながり」である。 

高齢者と若者が一緒に参加できる余暇活動の提供等を通じて，地域住民の交流を

図る。それによって，世代間の結びつきを強め，地域に「自助の力」を芽生えさせ

るのである。問題を持った人だけを対象とするのではなく，問題のない人も対象に

することで，よりいっそうみんなに安定した家族生活をしてもらいたいと考える。

この活動は，昨年から連邦のモデル事業である「多世代の家」に，指定されている。 

例えば，保育所と同じ施設内にレストラン・カフェ（安く提供している。）があり，

地域の住民が誰でも自由に利用することが出来る。そこに，独り暮らしの老人など

が昼食を食べに来て，他者とコミュニケーションをとることが出来る（居場所活動）。 

② SOS 職業訓練センター（ミッテ地区） 

SOS が運営する職業訓練施設。職業訓練を通じて，若者の自立を支援する。 

ア 施設概要 

ここでは，学業成績が悪い等の理由で一般企業での職業訓練を受けられない若者

を訓練して職業資格を得させることを目標にしている。若者が真に自立するために

は，「職業資格」を取得し，就職して生計費を得ることが前提となるからだ。逆に職

業訓練に失敗すれば，一生社会給付を受けて生活することになる。このため，職業

訓練の成否は重大である。 

イ ひとり親家庭への支援 

この施設ではひとり親への支援にも力を入れている。ひとり親への支援はその子

どもに対しても良い影響を与えることから，重要度が高い。ひとり親には育児など

の時間的制約があり，通常の職業訓練は難しい。そこで当センターでは１日６時間

のコースを用意して，託児所も設置している。現在ひとり親の訓練生は 31 人である。 

ウ モチベーション 

近の傾向としては，職業訓練を途中で辞めてしまう生徒が増えている。 

また，職業訓練を受けていない親を見て育ち，社会給付を受けて生活すればいい

と考えて，職業訓練を受ける必要性を感じない者もいる。   

なので，職業訓練に対するモチベーションを持たせることが大事である。 

訓練を休んでしまう子については話をして，モチベーションを取り戻すように働

きかけている。さらに，社会教育士が，休みが多い子には家庭訪問に行く。訪問や

会話を通じて私的な問題がある等原因が分かることもある。 

また，職業訓練を始めるかをどうか悩んでいるような若者は，６か月又は１年間
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の職業準備講座を受講することが出来る。この期間に，様々な遊びの要素のあるプ

ログラムを受けて，自分の人格を顧みたり，工作などにより手先を器用にしたりし

て，職業訓練のための準備をする。 

③ ドイツ労働総同盟（DGB） 

ドイツの労働組合がどのように「子どもの貧困」問題に取り組んでいるのかを調査

するため，ドイツ労働総同盟を訪問した。 

子どもは労働者ではない。それにもかかわらず，DGB が子どもの貧困問題に取り組

むのは，子どもの貧困対策の視点から親の就労や職業訓練を見直す必要があること，

子どもは未来の組合員であり，子どもは将来のドイツが世界市場で生き残るための希

望であるからである。 

また，DGB はドイツの貧困の現状には，子どものほうが大人よりも貧困率が高く，

多くの子どもが教育的側面からも貧困に直面しているという特徴があると認識してい

る。  

DGB の子どもの貧困への取組みとしては，克服のための対策を集積し政府や州，福

祉団体などに働きかけるための「ポジションペーパーの作成」や，児童加算手当の拡

充の法改正を求めるなどの「立法過程における提案」，有効な対策をリサーチする下部

研究機関（ハンス・ベックラー財団）による「学術研究」などがあげられる。 

また，DGB は福祉団体などと連携して欧州反貧困ネットワークにドイツ代表組織と

して加盟する「ドイツ貧困会議」を結成し，イベントを開催するなど世論への訴えか

けもしている。 

DGB は子どもの貧困対策として，①親の失業の効果的な根絶，②低賃金の問題の克

服（全国一律の 低賃金の基準として 8.5 ユーロを要求），③子どもに対する福祉政策

の公平化，④ハルツⅣ（ここでは失業手当Ⅱと社会手当を指す。）の基準額の引き上げ

（算定方法だけではなく基準額自体が低すぎる。），⑤インフラの整備拡充という５つ

の提案をしている。 

 

４ ドイツから学ぶべき点 

(1) 貧困対策としての保育の位置づけ 

ドイツでは，「子どもの貧困」対策として保育を重視し，国全体で保育の拡充に取り

組んでいることが分かった。 

保育には，①親の労働を容易にし，世帯の収入を拡大して，「現在の貧困」を克服す

るという作用と，②子どもに対して早期教育の機会を提供し，将来，貧困から脱する術

を授けるという「将来の貧困」回避の作用（子どもに対する直接的な支援としての側面）

がある。その意味では，保育は，まさに「一石二鳥」の施策である。 

ドイツでは，保育が持つこの二つの作用が明確に意識されており，「子どもの貧困」

対策の中でも，保育拡充の優先順位はかなり高い。 

SOS の運営するスクールステーションでは，保育士（学童保育の教員）が，学校の授

業に参加して，担任教諭の補助をし，きめ細かい指導を可能にしている。これも保育の

機能の有効な活用例といえる（日本では，学童保育と学校の連携はあまり見られない。）。 

ミュンダー博士は，親に対する金銭給付を手厚くするより，保育を充実させて，親の
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労働を促進することが社会全体にとってメリットが大きいと主張する。 

日本では，保育について議論する際，少子化対策や，①の作用に重点が置かれており，

②の作用について明確に意識されてこなかったのではないか。この点について，連邦家

庭省の保育政策担当者は，日本に視察に来た際，同様の感想（②の作用があまり意識さ

れていない）を持ったと述べていた。 

日本においても，保育の対貧困的な作用について調査・検討し，これを保育拡充の理

論的根拠として提示していくことが考えられる。 

(2) 「保育を受ける権利」 

既述のように（前記 3・(2)・①・イ），ドイツでは，３歳以上の子どもに無条件で「保

育を受ける権利」を認めており（SGBⅧ・24 条），これは，子ども自身の主観的な権利で

あると解されている（なお，2013 年からは，この権利が「１歳以上の子ども」に拡大さ

れる。）。 

ドイツでは，保育の導入について国論を二分する議論があった。単純化して言えば，

旧東独の州では保育に積極的であり，旧西独の州では保育に消極的であった。連邦政府

は，全国的に保育を拡充するために，前記のように連邦法「社会福祉法典（SGB）」に子

どもの「保育を受ける権利」を規定し（1992 年法改正・1996 年施行），戦略的に保育の

拡充を図ったのである。 

SGBⅧ24 条１項は，保育を受ける権利について，「児童は満３歳に達したときから小学

校に入学するまで，保育所に入所する権利を有する」と定めており，①主語が「児童」

となっていること，②「３歳」であること以外に何の条件もついていないことなどから，

これが児童の主観的な権利であることが明確になっているのである（これに対し，日本

では，保育所への入所について「市町村は，（略）児童の保育に欠けるところがある場

合において，保護者から申込があったときは，それらの児童を保育所において保育しな

ければならない」（児童福祉法 24 条１項）と定められており，児童の権利性は明確にな

っていない。）。 

このように，子ども自身に主観的な保育請求権を認めることで，反射的に，行政側は，

希望するすべての子どもに保育を提供する体制を構築しなければならなくなり，保育拡

充の動きが促進される。また，権利性を明確にすることで，保育が親に対するサービス

ではなく，第一義的には，子ども自身に対するサービスであることが意識される。 

日本でも，このような法的構成・手法を利用することが出来ないか。「保育を受ける

権利」以外にも，例えば，「就学援助請求権」「学校給食を受ける権利」「無償で高校で

の教育を受ける権利」など，様々な権利が考えられる。 

(3) 若者に対するきめ細かい就労支援 

SOS の運営する職業訓練校を訪問した際，若者が希望すれば，本来の就労訓練を受け

る前に，準備期間として半年から１年間の就労準備プログラムが受講できるとの話を聞

いた。また，同校では職業訓練の継続が危うい生徒については，社会教育士が家庭訪問

をするなど，きめ細かいフォローを行っている。 

若者の中には，いきなり職業訓練を受けることをためらう者もおり，そういう場合に，

無理に職業訓練を受講させることはかえって自信を失わせてしまうおそれがある。その

ような若者の特性を考えれば，十分な準備期間を設け，少しずつ信頼関係を構築し，自
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信をつけさせたうえで，安心して職業訓練を開始するという手法は効果的であると考え

られる。 

日本では，ハローワークなどで職業訓練を受ける場合，このような，準備期間は設け

られていない。職業訓練が成功するか否かは，若者が自立するうえで非常に重要な事柄

であることからすれば，ドイツのように若者の特性に応じた，きめ細かい支援がなされ

るべきである。 

(4) 家庭以外の多様な枠組みの構築 

ミュンダー博士は，貧困家庭に育った子どもが，将来，貧困を脱するためには，家庭

以外の枠組みで，自分の家庭とは異なる価値観・行動パターンに触れることが重要であ

ると述べていた。 

これは，子どもがどのような家庭に育っても，貧困から脱する機会を得られるような

仕組みをつくるためには非常に重要な指摘である。 

たとえ，生まれた家庭に教育力がなくても，家庭以外の枠組み（例えば，地域社会，

学校，保育所，福祉施設など）で，様々な価値観に触れることにより，子どもは積極的

な行動パターンを身につけることができる。 

その意味で，SOS の地域に根ざした活動，地域再生の取組みは非常に興味深い。 

日本でも，子どもが，様々な家庭以外の枠組みに参加できるよう，学校，保育所だけ

でなく児童館，学童保育などの地域の施設・活動を充実させるなど（地域の私的団体の

活動に公的な援助金を支給するなど），子どもの居場所づくりが検討されるべきである。 
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第５章 提言 

 

第１節 総論 

 

第１ はじめに 

１ 子どもの権利の保障の重要性 

 これまでに紹介した子どもの貧困の現状は，第２章第８節で述べたとおり，子どもの生

きる権利，成長し発達する権利，教育を受ける権利，家庭的環境で養育される権利等，日

本国憲法及び子どもの権利条約で保障された子どもの権利を侵害するものである。 

 このように，子どもの貧困はまずもって人権問題である。したがって，貧困状態に置か

れた子どもが，安心して生活し，成長し発達することの意義と，その権利としての重要性

が確認されなければならない。 

 

２ 早期かつ継続的，多角的支援の必要 

 また，かかる子どもの貧困状況を放置すれば，子どもが各成長段階で必要に応じて支援

を受ける機会が奪われていくこととなる。特に，成長の初期の段階で必要とされる支援を

受けることにより，その後の子どもの成長発達に大きな影響を生じることが明らかにされ

ており，早期に子どもの貧困に取り組むことが，将来の子ども貧困の予防，及び貧困の連

鎖を断ち切るために不可欠であるし，わが国の将来を担う人材を育成するという面からも

重要である。イギリス調査（第４章第１）において詳述したとおり，子どもに対する支援

は，成長の進んだ段階になってから開始するよりも，より早期の段階において開始した方

が，子どもの成長発達に対し，より大きな影響を及ぼすことができることが調査研究によ

って明らかとなっている。 

 子どもは将来の社会を担う存在である。子どもの貧困への対応は，将来の貧困の予防に

も直結するし，それだけでなく犯罪等様々な社会問題を減らすことにもつながり，さらに

は自由で公正な活力ある社会の形成にも役立ち，社会全体の利益になるといえる。かかる

前提認識を持った上で，子どもの成長と発達を十分に保障することは父母及び本人のみの

責任ではなく社会全体が責任を負うべきであるという考え方に立ち，早期の支援開始によ

り子どもの成長及び発達に可能な限り働きかけ，子どもの貧困状態の解消及び将来の貧困

の防止を図ることの重要性を銘記する必要がある。 

 また，子どもの貧困は，様々な事情が重なって生み出されるものであるため，子どもの

成長過程に応じて，継続的及び多角的な支援を行うことが重要である。 

 

３ 国連子どもの権利委員会の最終所見 

 日本における子どもの貧困の現状については，国連子どもの権利委員会(CRC)による第３

回日本政府報告書（条約 44 条に基づき政府が定期的に条約の義務履行状況を国連に報告す

るもの）に対する 終所見(2010 年６月 11 日採択)においても明確に批判されている(パラ

グラフ 19，20，21，22，66，67)。CRC 所見の要点は次のとおりである。 
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 近の経済危機以前から貧困が既に増加しており，今や人口の約 15％に達しているが，

日本の社会支出は OECD 諸国の平均よりも低く，特に子どもの福祉と発達のための補助金や

手当がこれまで一貫したやり方で整備されてこなかったことに対し，深い懸念を表明する。

また，より具体的には，国と自治体の予算において，子どものための予算配分が依然とし

て明確でないこと，日本政府が子どもの貧困対策のために必要なデータの収集に十分な努

力を行ってこなかったこと，子ども手当制度が既存の施策（生活保護やひとり親家庭に対

する支援）に比してより効果的に貧困を削減する効果を有するのかどうか，適正に評価す

るためのデータが提供されていないこと，財政政策や経済政策（労働規制緩和や民営化戦

略等）により，親，特にシングルマザーが悪影響を受けること等について，懸念を表明し

ている。 

 そして，貧困の複雑な決定要因，発達への子どもの権利，すべての家族に確保されるべ

き生活水準を考慮に入れながら，貧困削減戦略を策定すべきであるとしている。また子ど

もを育てる親は経済戦略などに対応できる能力が制約されることを考慮して，金銭的その

他の支援の提供を検討すべきであるとする。 

 このように，CRC 総括所見においても，日本政府は，子どもの貧困の問題に対し真摯に

取り組むことが求められている。 

 

４ まとめ 

 以上を踏まえ，子どもの貧困状態が子どもの権利に対する重大な侵害であること，早期

かつ継続的，多角的な対策により子どもが貧困による不利益を蓄積させることなく成長し，

将来貧困に陥る危険性を効果的に排除することができること，そしてこのことはわが国の

将来を担う人材の確保という見地からも有益であること等の観点から，以下のとおり提言

する。 

 

第２ ナショナルミニマムの重要性 

１ 国債，借入金及び政府借入金の総額が 882兆円を超え（2010年５月 10日財務省発表），

対 GDP（国内総生産）比で約 1.8 倍になるなど，国の財政状態が危機的状況にあることは

事実である。しかし，だからといって「財政再建」あるいは「規制緩和」なる大義名分の

もとでナショナルミニマム（直訳すれば「国民的 低限」となる。要するに，国家が国民

に保障する 低限度の生活水準）を切り下げ，あるいはなし崩しにすることは，方向性を

根本的に誤っている。 

 今，真に求められているのは，どのようにすれば国民が夢を持てるか，希望を持てるか，

安心して生活できるか，こうした観点からの政策決定である。骨太の方針は確かに，バブ

ル崩壊後の経済を一時期下支えしてきた面もあるかもしれないが，骨太の方針の時代は終

わった。ナショナルミニマムの研究が将来のわが国の大きな課題の一つとされるなど，大

きな転換をみせつつあるが，検討はいまだ緒に就き始めたばかりである。この国のローン

を返していく子どもたち，若者たちをどう育てるか，国民の 低限の安心をどう築くかこ

そが重要なのであって，国は，子どもたちが成長して家庭を持ち，その次の世代へ引き継

ぐ，100 年後を見据えた計画を立てなければならない。 
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２ 子どもの権利条約 27 条１項は，「締約国は，児童の身体的，精神的，道徳的及び社会

的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める」とする。つま

り子どもたちに対しては，憲法 25 条における「健康で文化的な 低限度の生活」を超え，

「相当な生活水準」を保障することが国際的にも求められているのであって，生活水準に

ついて国民全体のなかでも特に手厚い保障がなされなければならない。 

 また，子どもをターゲットとする施策は，費用便益の点からも有効である。私たちは特

に「傷つきやすい子どもたち」として第２章第７節で，社会的養護，少年非行，障がいの

ある子どもたち，10 代の親，外国にルーツを持つ子どもたち，ひとり親家庭の子ども，沖

縄の子どもの貧困の状況を紹介した。もちろん，障がいを持って生まれてくる子や事情に

よりひとり親となる子などは常にいるし，こうした子どもたちをことさらに特別視するこ

とで，差別や偏見を助長してはならないのも当然である。しかしながら，子どもをターゲ

ットとする的確かつ十分な施策がなされていれば，こうした「傷つきやすい子どもたち」

の出現を少しでも減らすことはできるのではないか。また，「傷つきやすい子どもたち」に

対して必要な手だてが尽くされれば，この子らが貧困に陥ることを一定程度防げるのでは

ないか。さらに，貧困の世代間連鎖を防ぎ，子どもたちが将来貧困に陥るのを防ぐために

も，できるだけ早期に介入する必要があるのではないか。そのために公費を積極的に投入

することは，この国の将来のために有効かつ適切なお金の使い方なのではないか。このよ

うに考えることは決しておかしくあるまい。 

 イギリス調査でエドワード・メルフィッシュ教授は，早期介入によるコストベネフィッ

トについて話してくれた。子どもたちに早期介入すれば，ニートが減り，肥満が減り，犯

罪が減り，ティーンエージャーの出産が減り，薬物濫用が減り，メンタルヘルスの問題が

減り，家庭内暴力が減り，児童虐待が減る等の効果があり，これらの効果により抑制され

る費用はかけたコストを大きく上回るというのである。このような具体的便益が貧困抑制

に直結することは言うまでもない。イギリスでは子どもの安全な生活と成長は社会全体で

責任を負うべきでこのことが将来の社会の担い手を育てる 善の方法だという考えが一般

に浸透しているが，わが国の 100 年後を見据えたナショナルミニマムの検討にあたっては，

こうした視点を忘れてはならない。 

 

３ 将来への視点を前記のように持つべきであるにもかかわらず，地域主権推進一括法案

では，現在のナショナルミニマムの切り下げを可能にする方向での規制緩和がなされよう

としている。 

 ナショナルミニマムは，国家のあり方の基盤となるものである。特に，子どもに関する

ナショナルミニマムの切り下げは，国家の将来像を決しかねないほどの影響力があるとい

える。前出第２章第３節第１でも記載したが，ナショナルミニマム研究会の中間報告では，

「『地域のことは地域の住民が責任を持って決めることができる』という地域主権の実現は

積極的に図られるべきであるが，あくまでもナショナルミニマムに上乗せされる形で地方

の独自性が発揮されなければならない」としている。すべての子どもに対する貧困対策が

全国津々浦々なされ，ナショナルミニマムが維持され，さらに上積みで子どもの福祉を充

実させ，その子どもが成長した際に社会を担える人材になるよう，育てていかなければな

らないのである。地域主権推進一括法案によってナショナルミニマムの維持，推進とは逆
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方向へ社会が進むようになるのは筋違いである。地域主権推進一括法案は早々に撤回され

なければならず，子どもの将来像，わが国の 100 年後の将来像を見据えた貧困対策が検討

されなければならないといえよう。 

 

第３ すべての施策に子どもの貧困削減の視点を 

 経済的困難は，医療，遊び，日常的な養育，学習環境，学校教育など，子どもの生活の

様々な局面において多くの不利益をもたらす。それらの不利益は連鎖し，複合し合って，

子どもの能力の伸長を阻み，低い自己評価をもたらし，人や社会との関係を断ち切ってい

く。そして，このような不利益の蓄積は年齢とともに累積されていき，子どもの様々な可

能性と選択肢を制約し，その結果，子ども時代の貧困は長期にわたって固定化され，次

の世代へと引き継がれる可能性を含んでいる（『子どもの貧困白書』明石書店，10

～11 頁）。 

 このような子どもの貧困問題に対処するには，子どもが生活するあらゆる局面にわたる

総合的な貧困対策が必要であり，そのためには，すべての政策に「子どもの貧困削減」の

視点を盛り込む必要がある。 

 例えば，高校中退の問題においては，その対策として高校の授業料の実質無償化や教育

費の負担軽減は大変重要であるが，問題はそれだけにとどまらない。実際には，高校をや

める原因は複合的であり，低学力，学習意欲の欠如，基本的な生活習慣の訓練がなされて

いないこと，人間関係の未成熟，アディクション（何かに依存することで自分の存

在を確認すること）としての 10 代での若年出産，親からのＤＶ・ネグレクト，入学し

た生徒に誇りと意欲を失わせる学校間格差の問題，問題のある生徒を辞めさせたいと思う

教師の存在など，様々な原因があいまって高校を辞めていくことが指摘されており，これ

らの事情には貧困が大きく影響しているという（青砥恭『ドキュメント高校中退－いま，

貧困がうまれる場所』筑摩書房，168～178 頁）。そうであれば，これらすべての局面にお

いて，子どもの貧困削減という視点から，多面的に状況を分析し，総合的に施策を策定・

実行しない限り，高校中退という一つの問題にすら対応できないことになる。 

 これは，貧困を予防するという観点からも重要である。例えば，保育は，これまで，親

の就労支援という側面に焦点をあてて論じられてきた。しかし，様々な学術調査の結果，

成長の初期の段階における早期の支援が，子どものその後の発達に大きく影響すること，

そして，質の高い保育を実施することは，子どもの貧困対策としての貧困の予防に非常に

高い効果をあげることが明らかにされた。これは，あるべき保育制度が，単に労働政策の

視点からではなく，子どもの貧困対策という視点から検討され，実行されなければならな

いことを意味している。 

 イギリスには，幅広く子どもの貧困に対する運動を続けてきた CPAG（Child Poverty 

Action Group）という著名な民間組織があるが，CPAG は，2005 年に「子どもの貧困ゼロ

社会への 10 のステップ」というマニフェストを発表している。その中には，「貧困に配慮

した政策－すべての政策に貧困の観点を盛り込むこと」という提言が盛り込まれているこ

とに注目すべきである（CPAG の HP より。訳は阿部彩著『子どもの貧困』岩波新書，220

頁による）。 

 わが国では，子どもの貧困率が，再分配前に比べ，税や社会保障料を差し引いた後の
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再分配後の方が高いという逆転現象が生じているが，これはまさに，税制や社会保障制度

に子どもの貧困という視点が抜け落ちていたからである。子どもの貧困削減という視点を

すべての政策に盛り込むことで，政策を洗い直す必要がある。 

 

第４ 子どもの貧困率削減目標の法定 

１ 子どもの貧困削減に向けた具体的目標設定の必要性 

 わが国における子どもの貧困の深刻な状況については，既に指摘したとおりであるが，

子どもは，日々大きくなっていくのであるから，対策が遅れれば，その分，成長の各段階

で必要とされる支援を受ける機会が奪われてしまうことになる。特に，成長の初期の段階

での支援が子どものその後の成長に大きな影響を及ぼすことは，諸外国の様々な学術調査

によって明らかにされており，必要な支援が１日遅れれば，その分，子どもは有効な支援

を受ける機会を失い，不利な状況が蓄積されたまま，社会に出ることを余儀なくさ

れる。子どもの貧困対策の策定と実行には，一刻の猶予もない。 

 しかしながら，わが国では，様々な子どもについての施策が，統一的な計画と目標をも

って行われてきたとは到底言い難い状況にある。このような閉塞した状況を打開するには，

子どもの貧困根絶に向けて，期間を定めた具体的な目標設定をし，それに向けた政策を策

定・実行する必要がある。 

 

２ イギリスの「児童貧困法」 

 これに関して，2010 年３月にイギリスで成立した「児童貧困法」が注目を浴びている。

この法律は，相対的低所得の世帯（大まかにいうと所得の中央値の 60％未満の世帯）

に暮らす子どもを10％未満にすることを含む四つの子どもの貧困削減目標を立て，

国務大臣にその 目 標を 2020 年までに達成する責任を負わせるなど，国家と地方レベ

ルでの責任と取組みを明確化している。イギリス政府は 2020 年までに子どもの貧困を根絶

するとの目標を立てているが（第４章第１参照），この貧困削減目標には法的根拠がなか

ったことから，貧困の削減目標，国務大臣の貧困削減義務，戦略の策定と報告書作成義務

などを法律で定めて，政府，自治体，関係者に，子どもの貧困削減を法的に義務づけた

のである。 

 この法律の特徴は，子どもの貧困根絶について，いかなる場合にそれが成功したといえ

るのかという「物差し」を設定したことにある。それにより，一定の期間が経過するごと

に，目標を達成できたか否かというやり方で，施策の有効性を具体的に検証することがで

きるようになり，目標が達成できていない場合には，なぜ目標が達成できなかったのか，

その原因をその都度検証して，軌道修正をすることが可能になる。法律は，イギリス政府

に対し，毎年，進展状況についての報告書の提出を求めるとともに，定期的な児童貧困戦

略の発表を要請しているが，これは，設定した物差しを使って，施策の有効性と問

題点を毎年検証し，必要な手直しを行うことを，制度的に確立しようとするもので

ある。 

 法律では，また，アドバイス提供のため，子どもの貧困委員会を設置して意見を聞くこ

とを求めており，戦略の策定にあたっても，子どもの貧困委員会に助言を求め，これを尊

重しなければならないと定めている。また，地方機関とその団体，子ども，子どもととも
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に（子どもに代わって）活動する団体などと協議しなければならないとしている。このよ

うに，戦略の策定と実行に当事者やステークホルダーを参加させ，当事者にとって

真に必要な施策を実現しようとしていることもまた，この法律の特徴である。 

 なお，子どもの貧困根絶に向けた関係者の責任を法律で規定するということは，政権が

変わっても，法律を変えない限り，関係者はその責任を免れないことをも意味する。ここ

に，この法律の重要な戦略的意義がある。 

 イギリスの児童貧困法を支えているのが，徹底した調査とそれによる地道なデータの蓄

積である（第４章・第１・５参照）。徹底した調査と蓄積された豊富なデータがあってこそ，

証拠に基づいた議論が可能となり，正しい目標設定と，それに向けた有効な施策の策定・

実行ができる。 

 わが国においても，公的機関と民間の組織，研究者が，徹底した調査を行い，その成果

を共有することによって，より有効な目標設定と，施策の策定・実行が可能になるはずで

ある。 

 

３ 子どもの貧困削減目標の法定 

 子どもの貧困削減に向けた施策を確実に策定・実行し，効果を上げようとするならば，

子どもの貧困削減目標を法律で定め，関係者の責任を明確にすることが望ましい。 

 目標の設定の仕方には，いろいろな方法があると思われるが，目標をできる限り明確に

し，施策の効果を検証しつつ，実態に合った施策を推進するための「物差し」を設定する

という意味では，目標を数値化することが，大いに役に立つはずである。 

 現在，わが国でも，子ども・若者の貧困対策基本法の制定を求める声が上がっているが，

その際，期間を定めた子どもの貧困削減目標を法律で規定することを，十分に検討すべき

である。 

 

第５ 継続的，切れ目のない相談態勢の構築 

 貧困状態に置かれた子ども及びその家族は，様々な情報へのアクセスが困難であったり，

自らが抱えている複雑な問題に対して，不十分な情報しか与えられず 適な施策の利用が

できなかったりするおそれが高い。たとえば，実質的に無保険状態といえる国民健康保険

資格証明書世帯に属する中学生以下の子どもに対しては，2009 年４月から短期被保険者証

が交付されるようになったが（第２章第４節参照），同年９月時点で短期被保険者証が未達

となっている率は 3.2％に及んでおり，制度的には子どもが国民健康保険を利用できるよ

うになったにもかかわらず，それを享受できていない子どもがいる。 

 しかも，貧困があいまって周囲から孤立している子ども及びその家族は，自らの抱える

問題を十分に把握できないことも多い。積極的な関与がない単なる情報提供だけでは，自

らの問題という認識を持たないまま放置してしまったり，第三者の関与自体に警戒するこ

ともあり支援を拒否したりすることも多い。そのため，周囲からの早期からの積極的な支

援が必要となってくる。 

 このように，孤立したり支援に対し拒否的になったりする前のもっと早期の段階で支援

が入ることが望ましい。 

 そのためには，子どものいずれの成長段階においても支援が可能である継続的で切れ目
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のない相談支援態勢が必要である。そして切れ目のない相談支援態勢を支えるものは，切

れ目のない豊富な支援メニューである。複雑な問題を抱えている場合に， 適な支援を可

能とするような福祉，教育，医療，住宅，就労支援等の専門性の確保された相談支援態勢

が構築されなければならない。 

 子どもの生活に密接に関わる地方自治体が，以下のように子どもの成長に合わせて切れ

目なく継続的に，かつ総合的に相談支援態勢を構築し，国がそのための財政的な保障をす

べきである。 

(1) 子ども期全般に対する市町村による相談支援 

市町村は，周産期から子ども期全般にわたる支援態勢を確立すべきである。住民に身

近な基礎的な自治体である市町村は，現在においても「児童及び妊産婦の福祉に関し，

家庭その他からの相談に応じ，必要な調査及び指導を行うこと」が義務づけられている

（児童福祉法 10 条１項３号）。また，市町村は現にさまざまな給付・サービスの事業も

行っていることから，その利用を支援することも容易である。 

しかし，市町村内の人的配置が不十分であると，必要な支援を行うことはできない。

限られた人員では，支援の対象とする子どもの範囲も狭く設定せざるを得ず，できる限

り不利益を受ける前に支援をすることは難しくなる上に，対症的な支援しかできなくな

ってしまう。トラブルを未然に防止することを可能にするような支援をするため，充分

な人的配置並びに資格要件及び業務の継続性を兼ね備えた専門性の確保が望まれる。 

具体的には，市町村は，児童福祉法に基づき，乳児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問

事業，地域子育て支援拠点事業などの各相談支援事業を実施することができる。 

これらのうち，乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）については，たと

えば大分県中津市では保健師による全戸訪問実施で児童虐待が激減しているという報

告もあるなど，専門家による家庭の問題状況の把握，早期支援はきわめて有効な支援と

なっている。 

また，その後の要支援家庭への支援を実施する養育支援訪問事業は，乳児家庭全戸訪

問事業の成果を生かすという意味でも重要である。 

これらの訪問事業については，支援を必要とする家庭を見逃さないためにも，訪問を

義務化した上で，専門家による訪問支援を義務づけるべきである。 

地域子育て支援拠点事業により各地域に設置される子育て支援センターは，すべての

子どもを対象とする，敷居の低い事業である。そのため，子育て支援センターを設置す

る場合には，特に支援を必要とする地域には手厚い配置をして，全体の設置をすること

が求められる。 

子ども期全般に対する相談支援態勢は，子どもが小学校に入学した後には別個の支援

態勢を用意することもできるから，乳幼児期が中心となる。そのため，子どものあらゆ

る相談に対応するとする東京都における子ども家庭支援センターのような相談支援セ

ンターを軸にするか，あるいは保育所に併設する方法で相談支援態勢を整えるか，子育

て支援センター(これ自体が保育所と併設されていることもある。)に併設する方法で相

談支援態勢を整えるかはその市町村の事情によって検討すべきである。 

(2) 学校での相談支援 

児童・生徒期への支援として，小中学校及び高校にスクールソーシャルワーカー



第５章 提言 

- 162 - 

（SSWr）の配置を義務づけるべきである。子どもの抱えている福祉的な問題について社

会福祉の専門家ではない教師に解決を委ねることは現実的ではなく，ケースワーク関係

の構築や諸機関との連携・調整を専門とするソーシャルワーカーが任にあたるのが合理

的である。この点は，本章第２節第８において詳細にふれる。 

さらに，小中学校及び高校にスクールカウンセラーの配置も義務付けるべきである。

特に精神的・心理的に影響のある問題を抱えており，支援を要すると判断される学校に

は，日数・時間においても重点的にスクールカウンセラーを配置すべきである。 

ここでも(1)の市町村による相談支援と連携をとりながら支援活動をしていくべきこ

とは当然である。 

(3) 学校に在籍していない子ども・若者に対する相談支援態勢の整備 

しかし，義務教育終了後，学校に在籍していない子どもについては，スクールソーシ

ャルワークによる支援を受けられないので，それ以外のなんらかの支援が必要となる。

乳幼児期と異なり，子ども本人を支援することが中心の課題となり継続的な支援が必要

となるから，(1)とは別個に相談支援態勢を強化することも考えられる。その際，子ど

もが貧困から脱出するため，あるいは貧困に陥らないために，就学復帰支援，就労支援，

生活支援，住宅支援など総合的な相談支援態勢を構築すべきである。 

また，子ども期に不利益を蓄積したことにより社会から排除されている若者も問題状

況において類似しているから，前記相談支援態勢によって支援をしていくべきである。 

学校に在籍していない子どもについては，子ども本人の本意を探りつつその意見を尊

重しながら，一義的には就学復帰をめざし，就学復帰にインセンティブがあるような支

援をしていくべきである。たとえば，イギリスでは学校に在籍していない子どもが求職

活動をしている場合よりも就学復帰した場合の方が給付が多くなるように制度設計が

なされ，就学復帰を奨励している。また，ドイツの若者向けの職業訓練センターでは若

者への職業訓練において一定の就学の後に職業訓練に入る工夫がなされたりしている。 

生活面においても，生活能力に不安がある場合には，家計管理や基本的な家事を身に

つけるために，さまざまな相談に対応できるような支援が必要となる。 

住居を失った子ども・若者は，家庭がなかったり，家庭への復帰が困難であったりす

る場合が多いから，一時的には施設に入ることがあっても，基本的に住宅支援が必要と

なる。住宅の確保については，かつての青少年寮のような公的な住宅支援，民間住宅の

確保に当たっての公的保証制度の導入が求められる。給付（現状では生活保護など）や

生活支援とセットで，就学復帰や就労に向けて支援をしていくべきである。 

なお，子ども，若者に対する就労支援，職業訓練については，本章第２節第 11 で詳

細にふれる。 
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第２節 各論 

 

第１ 不安定・低賃金労働の解消 

１ はじめに 

 子どもの貧困根絶のためには，子どもの属する世帯あるいはこれから子どもを持つ世代

のワーキングプアの問題が解消されなければならない。また中卒・高卒で働いている若年

労働者層に対して人間らしい安定した雇用が与えられなければならない。しかしながら，

特に，この間の労働法制の規制緩和の下で非正規雇用が急速に増大し，不況を口実として

行われた派遣切り・非正規切りによって，ますます不安定・低賃金に追いやられ，正規労

働者も家庭的責任を果たし得ない過酷な長時間労働と労働条件の低下にさらされている。

このような社会情勢の下で，労働者の権利回復のための労働法制の見直しは子どもの貧困

対策としても急務である。 

 

２ 最低賃金の引き上げ 

 わが国の 低賃金は 低賃金法に基づいている。従前， 低賃金の影響を受けることの

多かった非正規労働者（パート労働者など）は主に家計補助的なものとみなされていた関

係で， 低賃金制度が社会的な関心を集めることは少なかった。しかし，近年，パート労

働者や派遣労働者などで主として家計を支える役割を担う非正規労働者が増大した。特に

厚生労働省の調査によると， 低賃金以下で働かされている労働者のうち８割が女性であ

る。その結果，シングルマザーなどひとり親世帯では 低賃金に近い低賃金でダブルワー

ク，トリプルワークをしても生活を維持するのが精一杯という世帯も多い。また，定時制

高校生徒など働く若者も 低賃金あるいはそれを下回る賃金で働いている実態もある。 

 近時， 低賃金法が「労働者の生計費を考慮するにあたっては，労働者が健康で文化的

な 低限度の生活を営むことができるよう，生活保護に係る施策との整合性に配慮するも

のとする」（法９条３項）と改正されたこともあり， 低賃金は徐々に引き上げられている

が，2009 年度の 低賃金は時給 731 円に留まっている（東京都 791 円，沖縄県・宮崎県・

佐賀県・長崎県は 629 円）。過去３年の引き上げは年 10 円から 16 円に留まっている。 低

賃金が生活保護水準よりも低い都道府県が 10 前後ある。例えば時給 731 円で，月に 173

時間就労した場合，月額給与額は金 12 万 6463 円に留まる。同金額をもってしては，１人

で生活を維持していくことはもちろん各種の給付の存在を考慮したとしても，子どもを生

み育てていくことは，極めて困難と言わざるを得ない。政府は，働く貧困層を減らすため

に 2020 年までに平均 1000 円に引き上げる目標にするとしているが，日本の 低賃金は先

進国の中では 低であり， 低賃金の引き上げは子どもの貧困対策として急務である。 

 

３ 有期労働契約の規制 

 非正規労働者の多くは期間の定めのある有期労働契約（原則 長３年）に基づいて就労

している。短い契約期間を定め更新を繰り返す「細切れ雇用」のもと，いつ雇止めされる

か分からないという不安定な環境で，年収も 200 万円以下が も多く低賃金労働に従事し

ている。わが国において，有期労働契約の問題は貧困問題に直結している。特に，女性労
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働者の多くが有期契約者であることから女性と子どもの貧困の大きな要因となっている。 

 企業は低賃金による労働コスト削減の手段として，また，期間満了による雇止めによる

雇用の調整弁として正規労働者の解雇規制の潜脱のために有期労働契約を利用している。

生計を有期労働契約に依拠せざるを得ない非正規労働契約者にとって雇止めは経済的・精

神的脅威であり，それだけではなく雇止めをおそれるあまり，年次有給休暇や時間外手当，

団結権など労働者として当然の権利行使が事実上困難な状態に置かれている。実際に多く

の女性・若年労働層が低賃金で働かされ，「モノ」のように使い捨てられており，子どもた

ちから希望を奪う結果にもなっている。 

 貸金を唯一の生活の糧とする立場にある労働者にとって，日々の雇用が確保されなけれ

ばその生活を維持することはできない。そのため，安定した雇用の確保は，人間らしい生

活を営むための必須条件であり，低賃金・不安定雇用によるワーキンクプア解消のために

も，労働契約は期間の定めのない無期雇用が原則であることが確認されなければならない。 

 そこで，有期労働契約締結については，臨時的・一時的業務など合理的理由がある場合

に制限（入口規制）が必要であり，すべての労働契約に労働条件の均等待遇，さらに雇止

め・更新拒絶についても合理的理由を必要とする解雇法理による規制（出口規制）が必要

である。 

 厚生労働省有期労働契約研究会において，2010 年８月 24 日，今後の有期労働契約のあ

り方についての「報告書（案）」が発表された。しかし，「有期契約労働者の雇用の安定，

公正な待遇等を確保するため，有期労働契約法制の整備を含め，有期契約労働をめぐるル

ールのあり方を検討し，方向性を示すことが必要」としながら，有期労働契約を労働者に

とって「キャリア形成」として活用を評価したり，労働市場における需要変動等に伴う「リ

スク」への対応といった企業側の「要請」を肯定的にとらえ，有期労働契約のもたらす弊

害から目をそらしている。その結果，有期労働契約について期間の定めのない雇用の原則

及び雇止め・更新拒絶，均等待遇に関する法的規制を明確に打ち出していない。 

 日弁連は，第 51 回人権擁護大会における決議・提言及びに前記報告書（案）の中間取り

まとめに対する意見書（2010 年７月）において，有期労働契約に対する法的規制の必要性

を提言をしている。 

 

４ 労働者派遣法の抜本的改正 

 中間搾取の禁止を定めた労働基準法６条や職業安定法 44 条のもと例外的に専門的業務

以外は原則禁止とされていた労働者派遣は 1999 年に原則自由化がなされ，以後，派遣労働

が急速に広まった。2003 年には製造業への派遣も解禁され，若年労働者を中心に派遣労働

が急激に拡大した。そして派遣先での仕事がある期間だけ派遣元との雇用契約が締結され

る登録型派遣では，日雇い派遣問題に見られるように，恒常的な就労が保障されず，低賃

金で不安定な生活を営まざるを得ず，住居すら確保できない「ネットカフェ難民」などを

多数生み出した。 

 指揮命令権者と労働契約上の雇用主が分離されるという間接雇用形態の結果，派遣先に

おける差別行為・違法行為も横行し，非人間的な労働形態となっている。2008 年末には「派

遣切り」が社会問題化した。 

 雇用は直接雇用が原則であり，派遣労働は真に専門的業務に例外的に許容されるとすべ
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きである。現行法の原則自由化を 1999 年以前の原則禁止（ポジティブリスト）に戻すとと

もに，その例外として許容されるリストは真に専門的業務に限定されなければならない。

また派遣労働者をモノの様に使い捨てる登録型派遣及び製造業派遣は原則禁止すべきであ

る。 

 労働者派遣法の抜本改正を求める声を受けて，改正法案が国会に上程されていたが，本

年通常国会では成立せず現在継続審議となっている。しかし，法案の内容は，「登録型派遣

原則禁止」や「製造業派遣の原則禁止」に例外が設けられている結果，約８割の派遣労働

者が現状のままに置かれるなど重大な問題がある。「登録型派遣の原則禁止」の例外とされ

る現在の「専門 26 業務」の中には，「事務用機器操作」「ファイリング」など専門業務とは

到底言えない業務が入っている。これまでも，特に女性労働者が実質的には一般事務であ

りながらこれらの専門業務として派遣され，不安定かつ低賃金の非正規雇用の温床にもな

ってきた。例外的に登録型派遣を認める場合は真に専門的業務に限定しなければならない。

また，「製造業務の派遣の原則禁止」の例外として「常用型派遣」が掲げられているが，厚

生労働省の指針で有期であっても１年以上の雇用が見込まれる者も「常用」に含まれると

されており，現在の製造業派遣の大半が「常用型派遣」として許されることになる。 

 日弁連は，第 51 回人権擁護大会において労働者派遣の法的規制に関する決議・提言を行

い，2010 年２月 19 日に法案の問題点を指摘して「労働者派遣法の今国会での抜本改正を

求める意見書」を発表している。 

 

５ 労働条件の均等待遇の立法化・実効化 

 パート労働者や派遣労働者は正規労働者と同一の仕事を担いながら，賃金（賞与・退職

金等も含む）やその他の労働条件・企業内福利厚生において差別がなされている。これが

わが国の貧困の大きな要因となっている。 

 総務省統計局「平成 21 年労働力調査」によれば，雇用者総数に占めるパート労働者の割

合は３年連続で上昇し，26.9％であり，その 67.2％が女性である。非正規労働者の中でも

パート労働者は も多いが，派遣労働，契約社員等に比較して賃金はさらに低い。2008 年

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」では，女性パート労働者の賃金は女性一般労働者の

68％，男性一般労働者の 48.5％である。パートタイム労働者に占める女性の割合が高いこ

とに鑑みれば，雇用形態による賃金の差別であると同時に女性差別の問題でもある。そし

て，シングルマザー世帯の子どもの貧困に直結する問題である。 

 そもそも同じ仕事をしているのであれば同じ賃金を受けることができる。それは労働の

本来の姿である。ILO175 号「パートタイム労働に関する条約」は「パートタイム労働者で

あることを理由として・・・（対応する）フルタイム労働者の基本賃金より低い基本賃金を

受けることのないよう保障する」ための措置を求めている。わが国は「同一価値労働同一

賃金の原則」（ILO100 号条約）を批准しているが，175 号条約は批准していない。2003 年

国連女性差別撤廃委員会は日本に対しパートタイム労働者に占める女性の割合が高く，そ

の賃金が一般労働者より低いことに懸念を表明している。 

 2007 年６月，パート労働法が改正され，はじめて均等待遇義務が明示されたが，その適

用対象は期間の定めがなく通常の労働者と同視すべき短時間労働者のみに限定されている

ため，政府の国会答弁によってもパート労働者全体の４～５％にすぎない。その他のパー
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ト労働者については通常の労働者との「均衡処遇」の努力義務規定に止まった。パート労

働法については 2011 年に見直しの時期を迎えるに当たり，パート労働者の実情をふまえ，

その保護のための抜本的改正が求められている。 

 また労働契約法３条２項には均衡処遇の原則は規定されたが，同一価値労働同一賃金の

原則を正面から認める実効的な規定は存しない。非正規労働者の差別待遇改善・貧困対策

のためにも早急に「同一価値労働同一賃金」実現に向けた国内法を整備する必要がある。 

 

６ その他～人間らしく働き生活する権利のために 

 以上，不安定・低賃金労働の非正規労働の待遇改善の法規制を中心に述べた。しかし，

労働者の人間らしく働き生活をする権利を確立するためには，例えば正規労働者の長時間

過密労働の規制や労働基準監督署等行政監督の強化など様々な課題がある。労働者のワー

クライフバランスが確保され，所得の確保と同時にゆとりを持って子どもとの交流など家

庭的責任を担うことができる環境作りが子どもの貧困根絶にとっても重要である。また，

失業・失職という不測の事態が発生しても生活が脅かされないように，雇用保険制度，給

付付き職業訓練制度など社会保障制度の拡充も同時に必要である。 

 

第２ 所得保障施策の充実 

１ はじめに 

 子どもが育つためには，様々な物やサービスの費用を子どものいる家庭の現金収入の中

から支払わなければならない。にもかかわらず，子どものいる世帯の貧困率が高い現状で

は，子どものいる家庭や子ども自身に対する所得保障を充実させることが重要である。 

 現在ある所得保障制度として，子ども手当，生活保護，児童扶養手当，遺族年金，生活

保護が挙げられる。ひとり親家庭については，養育費確保支援も所得保障の一環となる。 

それぞれの制度の現状と課題，改善策について述べた上，新たな所得保障制度の導入につ

いて検討する。 

 

２ 現在ある制度の改善策 

(1) 子ども手当 

① 現状と課題 

1972 年に発足した児童手当は，所得制限つきで，対象年齢も限定されており，2000

年代に入って対象年齢の引き上げと所得制限の緩和がなされたものの，１人あたり

5000 円という給付基準は約 30 年間引き上げられることがなかった。2007 年に３歳未

満の子に限り１万円に引き上げられたが，３歳以降は第２子までは 5000 円とされた。 

児童手当にかわり，2010 年６月から子ども手当の給付が始まり，現在では所得制限

なしで中学校修了までの子どもにつき１人あたり１か月１万 3000 円が支給されるこ

ととなった。ただし，出費がかさむのは子どもが小さいうちよりむしろ中学生以降と

いえる。 

② 改善策 

子ども手当では，児童手当よりも子どもの対象年齢が引き上げられたことは評価す

べきであるが，子どもが高校教育まで受けることが望ましいと考えられていることは，
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高校授業料無償化や生活保護で高校就学費が認められることからも明らかである。そ

うであれば，高校卒業まで子ども手当を支給すべきである。 

(2) 児童扶養手当 

① 現状と課題 

児童扶養手当は，父と生計を同じにしていない 18 歳未満の子どもに対する給付とし

て給付されてきたが，2010 年５月の児童扶養手当法改正により父子家庭の子どもにも

支給されることとなった。 

2010 年３月現在で 98 万 6042 世帯が受給している。支給額は満額で１か月４万 1720

円であり，一部支給は満額から 10 円刻みで減額され，9850 円までとされている。 

離別母子世帯が増えたことや母子家庭の就労促進を理由として 2002 年に児童扶養

手当法及び母子寡婦福祉法の改正が行われ，満額を受け取ることのできる収入額が年

収 205 万円から 130 万円に下げられた。 

また，受給して５年経つと受給額が 大５割減額されることとされた。2008 年に，

就労の意思が確認できる場合には減額はしない扱いとされたが，５年で 大５割削減

すると定める児童扶養手当法 13 条の２自体は残存している。 

しかし，受給開始から５年経つと支給額を減額する制度が合理的だといえるのは，

ひとり親家庭になって５年も経てば生活が安定するとか，制度導入が就労促進につな

がるとの仮説が成り立つ場合だけであろう。しかし，女性のひとり親に多い非正規雇

用の場合は賃金の上昇は期待できないし，母子家庭の母の就労率はもともと 84.5％と

高い（「全国母子世帯等調査」2006 年度）。よって，児童扶養手当法 13 条の２は合理

性がない。 

② 改善策 

ひとり親家庭の子どもに安定した所得保障を行うためには，合理性を欠く理由によ

る支給額削減を定めた児童扶養手当法 13 条の２を廃止すべきである。 

また，死別母子世帯への所得保障制度である遺族基礎年金と比較すると児童扶養手

当の金額は低い。貧困に陥りやすいひとり親家庭への所得保障という共通の機能に着

目すれば，親が離別か死別かによって保障される所得の水準が異なるという不合理な

差別が存することになる。よって，児童扶養手当の給付水準を引き上げるべきである。 

(3) 遺族年金 

① 現状と課題 

遺族基礎年金は，18 歳までの子どものいる死別母子世帯に対し，妻と子ども１人の

場合１か月８万 5000 円が支給される。遺族厚生年金は，死亡した夫が厚生年金に加入

していた場合に，死亡した者が受け取れたであろう老齢厚生年金の 75％の金額が，遺

族基礎年金に上乗せで受給できる。 

遺族年金は死別母子世帯のみが対象であり，父子家庭は受給できない。 

また，父母の離別後に父と死別した子で父の生前に養育費を受け取っていた場合な

どに遺族年金が受給できることがあるが，年金額が児童扶養手当よりも低い場合であ

っても，遺族年金の受給しかできないという問題点がある。 

② 改善策 

児童扶養手当同様，父子世帯についても受給できるよう改善すべきである。 
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離別後の死別の場合，児童扶養手当と遺族年金は選択できるようにすべきである。 

(4) 生活保護 

① 現状と課題 

ア 運用面 

生活保護を受給している子ども（０歳～19 歳）の数は，1970 年以降では，1984

年の 43 万 3365 人をピークに減少傾向にあり，2009 年で 23 万 8728 人である。減少

の理由の一つとして，子どものいる世帯には働ける年齢層の親がいることが多く，

ひとり親家庭であれば養育費を受け取っていない場合が多いことから，福祉事務所

の窓口で「子どもを預けて働きなさい」「養育費を請求しなさい」と言って違法に申

請を拒まれやすいことが考えられる。 

また，子どものさまざまな困難に対応する相談窓口で，生活保護受給の助言が適

切に行われていないことも理由の一つと考えられる。 

イ 制度面 

生活保護を受給している子どもには，教育扶助として小学校 2150 円，中学校 4180

円と学級費等として小学校上限 610 円，中学校上限 740 円が支給される。教材費，

給食費，通学交通費等は実費が支給される。 

2005 年には高校就学費が生業扶助として支給されるようになり，生活保護世帯の

中学卒業後の子が働くのでなく高校に行くことが正面から認められるようになった。 

他方で 2005 年からは，まず概ね 16～18 歳の子どものいる母子家庭の加算が，2007

年から 2009 年にかけては，概ね 15 歳以下の子どものいる母子家庭の加算が段階的

に廃止された。これは生活保護を受給していない低所得者層の消費支出額との比較

を理由に行われたものである。廃止取消を求める裁判が各地で起こされ，2009 年 12

月，厚生労働大臣は母子加算を全面的に復活させた。 

また，2009 年７月からは学習支援費が新設され，小学校 2560 円，中学校 4330 円，

高校 5010 円が支給されるようになった。ただし，文部科学省の「子どもの学習費調

査」（2008 年度）によれば，教育費のうち学校外活動費は小学校では１年間に約 21

万円，中学校では約 30 万円，高校では約 15 万円（すべて公立）とされており，教

育扶助と学習支援費は，両方合わせてもこれの半額以下の低い水準となっている。 

② 改善策 

「低い方に合わせる」手法により給付額を定めるのでは際限のない切り下げが行わ

れてしまうため，きちんと需要を測った上での給付額の設定が必要である。 

また，一般的な子どもの学校外活動費に鑑み，教育扶助や高校就学費，学習支援費

の金額が足りているかどうかの検証が必要である。 

(5) 養育費取り決め・支払い確保の支援 

① 現状と課題 

厚生労働省の「全国母子世帯等調査」（2006 年度）によると，離婚母子世帯の約８

割が父親からの養育費を受け取っていない。 

離婚の際には親権のみを定めればよいため，（民法 766 条１項），養育費の取り決め

がなされない例が多い（前記2006年度調査で取り決めをしているとの回答は38.8％）。

取り決めをなした場合でも公正証書の作成にまでは至らない例が多いため，養育費が
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支払われなくなった場合，その時点で調停や審判を起こして強制執行により養育費を

確保する必要があり，ひとり親に過度な負担を強いている。 

さらに，支払義務者が支払能力がありながら支払義務を怠る場合がありうる。 

② 改善策 

離婚成立を困難にすることのないよう留意しつつ養育費の取り決めを促すため，協

議離婚の際に簡易な方法で養育費の取り決めの届け出ができる制度を設けるべきであ

る。 

支払い確保について，諸外国では国家的関与がなされている例が多く，また，子ど

もの権利条約は，子どもの養育について国は親に適切な援助を与えることを規定して

いることから，日本においても，国が義務者にかわって子どもを監護する者に養育費

を支払い，国が義務者から回収する制度（養育費立替払制度）を設けるべきである。 

現行の児童扶養手当との関係が問題となるが，養育費立替払制度自体は私的扶養義

務の履行を確保するものであるから，次世代を担う子どもの健全な育成を社会全体で

確保することを目的とする公的給付としての児童扶養手当と関連させるべきではない

（児童扶養手当法２条２項）。 

 

３ 新たな所得保障施策 

 諸外国では，子どものいる貧困世帯を対象とした給付付き税額控除が導入されている。 

 給付付き税額控除とは，所得税の納税者に対して税額控除を行い，控除しきれない場合

や課税 低限以下の場合は現金給付を行うという制度である。国によって様々ではあるが，

イギリスの例でいうと 16 歳未満の子ども（フルタイムの教育又は訓練に従事している場合

は 20 歳未満）の子どもを有する家族に対して家族に年間 545 ポンド，子ども１人あたり

大 2300 ポンド，子ども１歳未満の場合には 大 545 ポンドが加算され，所得が増えれば逓

減する。この給付付き税額控除は児童手当とは別に行われている。 

 低所得の家庭に確実に所得を保障できるとされる一方，申請手続の煩雑さやスティグマ

などの問題点も指摘されているため，日本においてもメリット・デメリットを見極めなが

ら導入について検討することが望まれる。 

 

第３ 医療 

１ 子どもが医療を受ける権利 

 すべての子どもには，「健康で文化的な 低限度の生活」（「生存権」憲法 25 条）が保障

されている。 

 子どもの権利条約においても，子どもの生きる権利及び生存及び発達の権利（６条）を

基本理念として，健康を享受する権利・病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えら

れる権利（24 条）が規定されており，締約国に対しては，「いかなる児童もこのような保

健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力すること」「基礎的な保

健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保するた

めの適当な措置を取ること」が求められている。  
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２ 子ども医療費無料化を 

 前述したとおり，子どもの医療費負担を軽減する乳幼児等医療費助成制度やひとり親家

庭等医療費補助制度は，いずれも国の制度ではなく，地方自治体単独の助成制度であるた

め，地域格差が生じている。 

 生まれた地域や家庭の経済状況によって，受けられる医療に格差が生じることは，子ど

もの「生存権」を脅かすもので，子どもに対する差別といえる。 

 早期に，国による子どもの医療費無料制度の実現など，すべての子どもが地域や家庭の

経済的状況を問わず必要な医療が受けられる対策を講じるべきである。 

 少なくとも，乳幼児やひとり親家庭等医療費補助制度にかかる国民健康保険に対する国

庫負担金の調整（減額）を廃止すべきである。 

 

３ 医療費窓口負担の減免 

 子どもの医療費窓口負担が原因となって医療を受けられない事態を防ぐため，国民健康

保険法 44 条にもとづき，一部負担金減免・徴収猶予制度を活用すべきである。減免基準と

減免額は市町村の定めによるが，自治体の取組みはまちまちである。条例等で，一部負担

金の減免・徴収猶予となる「特別の理由」を規定していない自治体もある。また，一部負

担金減免制度について市民に適切に広報をしていない自治体も多い。利用しやすい制度と

するため，減免理由の規定と広報が望まれる。また，一部負担金減免規定を有する自治体

でも，事由を災害，失業等による所得の減少に限定されていることが多いが，理由を問わ

ない低所得を要件とする窓口負担の減免を広く認めるべきである。 

 

４ 国民健康保険料の負担軽減 

 前述したとおり，低所得世帯に対する国民健康保険料の負担は重く，滞納世帯が増加し

ている。 

 資格証明書交付を義務化した 2000 年以降も，滞納率は改善しておらず，深刻な受診抑制

につながる資格証明書交付の義務化は廃止すべきである。 

 今後，国民保険料（税）の抑制と，法定軽減（保険料方式の場合 国保法 81 条・同法施

行令 29 条の７第５項，税方式の場合，地方税法 703 条の５）の活用が必要である。 

 また，申請減免（国保法 77 条，地方税法 717 条）の活用も必要であるが，基準は自治体

の条例によるため，地域間格差があるのが現状である。各自治体で，低所得世帯にとって

利用しやすい減免基準を定めた条例を制定し，市民へ広く周知すべきである。 

 

５ まとめ 

 子どもの生存権は，子どもの成長，発達の基盤であり，すべての子どもが家庭の経済的

状況にかかわりなく，医療費の心配なく安心して医療を受けられることはきわめて重要で

ある。 

 子ども期の経済格差が，高齢期の健康格差につながるとの調査結果もあり（近藤克則『「健

康格差社会」を生き抜く』92 頁），子ども期に経済的状況から必要な医療が受けられない

ことは，将来にわたる健康格差を招きかねない重大な問題であることから，社会全体にと

っても，子どもの病気の早期発見・早期治療を可能として，重症化や将来にわたる健康へ
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の悪影響を防ぐことは重要といえる。 

 したがって，国は，すべての子どもに医療を提供することを確保する措置をとるべきで

ある。 

 

第４ 保育 

１ 保育の意義 

 保育は，子どもたちの日々の生活の安心・安全と，成長発達を保障する営みであり，子

どもの貧困の防波堤となっている。 

 保育が子どもの貧困の防波堤であるということには二つの意味がある。一つは，保育に

は，いまこのとき子どもが貧困状況におちいることを食い止める力があることを意味する。

もう一つは，保育には，子どもの貧困が連鎖することを食い止める力があることを意味す

る。そして，保育は，子どもの貧困の防波堤となり，子どもたちの成長発達を保障するも

のであるがゆえに，それに要した費用の６～７倍もの利益を社会にもたらすのである（ペ

リー・プリスクール研究，後記４項参照）。 

 保育により，子どもたちは，家庭外の他者である他の子どもたちや保育士・幼稚園教諭

などの保育の現場に携わる専門家との間のコミュニケーションなど，社会的動物である人

間にとって必要な基礎的能力を学び，子どものコミュニケーションや発達に詳しい専門家

による保育を受けるという利益を享受する。保育を通じて，子どもたちの親も，家庭での

子育てに対する専門家からの支援を受け，他の家庭の子育てを相互に見聞きして情報交換

し，地域社会での子育てに関する交流・連携の場を得ることができる。 

 

２ 保育を受ける権利の実質的保障 

 乳幼児期の子どもたちは，十分に声をあげたり，まとまった意見を述べたりすることは

できない。しかし，オギャーと泣くことや，笑ったり泣いたり顔の表情を変えること，指

さしなどの身体的な表現によって，欲求を表明することができる。国連子どもの権利条約

一般的注釈第７号では，このような非言語的表現を，子どもの意見表明として認め，この

声に応えて保育されることを応答的な意見表見権として認めている。ただし，このような

子どもの声は一般的に子どもの権利として認められることが少ない。 

 そのような子どもたちに対して，憲法上の権利としての保育を受ける権利を実質的に保

障していくことが，われわれ大人の果たすべき役割である。保育を受ける権利の実質的保

障のためには，保育の量の確保と，保育の質の拡充が必要不可欠であることは言うまでも

ない。それだけではなく，保育料の減免措置の拡充や，保育料の段階的無償化がなされな

ければならない。この意味において，保育料が原則として応益負担となる保育の市場化は，

保育を受ける権利の実質的保障の流れに明らかに逆行するものである。 

 

３ 保育の公的保障 

 保育は，子どもの貧困の防波堤となり，子どもたちの成長発達を保障し，かけた費用の

数倍もの利益をもたらすことからすれば，保育は公的に保障されなければならず，保育に

対しては，国や地方自治体が責任をもって法整備とお金の投入をするべきである。保育を

受ける権利を実質的に保障する観点からも，保育を公的に保障すべき責任があることは明
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白である。 

 この点，ドイツでは，10 年ほど前から，子どもの貧困が社会問題として取り上げられて

きた。現在では，市民，連邦・州政府や市などの地方自治体，マスコミに至るまで，子ど

もの貧困が根絶されるべき対象であるという認識が広く共有されている。子どもの貧困を

なくし，社会に利益をもたらすために，政策の中心課題の一つとされてきたのが保育であ

り，ここ数年，ドイツの保育は，劇的な改善をしている。保育の量だけではなく，質も重

要であることが広く認識されている。もちろん，ドイツでも緊縮財政の波は押し寄せてい

るが，保育に関しては一貫して法整備とお金の投入が推し進められている。ドイツでは，

保育の公的保障の責任が貫かれているのである。 

 翻って，日本ではどうであろうか。日本でも，10 年ほど前から，国や地方自治体が少子

化対策や女性の就労促進のために保育が重要であると言ってきた。しかし，この間，日本

では，ドイツのように保育の量・質が劇的に改善することはなかった。それはなぜであろ

うか。日本では，保育が子どもの貧困の防波堤であり，かけた利益の数倍もの利益を社会

にもたらすという視点が全く欠けていたからである。そのような視点を欠いていたことに

よって，お金をかけなくとも，規制緩和をすれば，打ち出の小槌のように保育の需要を満

たすことができるという誤った認識が生まれ，そのような認識が日本の保育政策を貫いて

きた。国や地方自治体は，そのような誤った認識を正さないばかりか，その上さらに，保

育所 低基準を地方条例に委ね，保育の公的保障の責任を放棄して究極の規制緩和たる市

場化をしようとさえしている。 

 国や地方自治体は，保育が子どもの貧困の防波堤であり，かけた費用の何倍もの利益を

もたらすものであることを正面から認識しなければならない。その上で，保育における規

制緩和や市場化が，決して打ち出の小槌などではなく，むしろあらゆる意味で保育の量と

質の問題を悪化させることを率直に認め，日本においても，子どもの貧困をなくし，真に

社会に利益をもたらすという視点に立った保育政策を打ち出さなければならない。 

 

４ 調査研究 

 ドイツなどの西欧諸国において，保育が政策の中心課題に据えられた背景には，乳幼児

期の質の良い保育が，子ども成長発達に良い影響を与え，また，それに要した費用の何倍

もの利益を社会にもたらすという数々の実証的研究の成果があった。しかし，ペリー・プ

リスクール研究をはじめとするこれらの実証的研究は，日本では認知度が低いし，また，

日本では，この種の実証的研究は，未だ行われていない。ペリー・プリスクール研究の対

象となった子どもは，多くが貧困状況にある子どもであったこと，ペリー・プリスクール

研究で実施された保育は，人手をかけた手厚い，質の良いものであったことを見逃すべき

ではない。ペリー・プリスクール研究のような実証的研究は，保育が子どもの貧困の防波

堤であることを雄弁に示すものである。 

 日本でも，諸外国でのこの種の実証的研究の成果を広く認知・共有するばかりでなく，

同様な実証的研究を直ちに行うべきである。 

 

５ 保育の量 

 保育の量を確保するとは，すなわち，保育の必要な子どもたちに広く保育を受ける権利
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を保障することである。児童福祉法 24 条１項本文は，「保育に欠ける」子どもに対する市

町村の保育実施義務を定めているが，この「保育に欠ける」は，保育の必要な，というよ

うな広い意味に解されなければならない。 

 保育の量を確保するためには，国や地方自治体が，公的責任に基づいてお金をかけ，保

育所や幼稚園などの保育施設を増やさなければならない。待機児童問題の解消の特効薬は，

国や地方自治体が公的責任に基づいてお金をかけ，保育施設を増やすことである。日本に

おいても，子どもの貧困の防波堤である保育を，真の意味で，政策の中心課題としなけれ

ばならない。 

 国や地方自治体がこれまで進めてきたお金をかけない，規制緩和による保育政策は，保

育所定員の緩和による詰め込みなどによって，保育の質を犠牲にした。にもかかわらず，

保育所入所を望む待機児童の数は増加の一途をたどり，もはや定員の規制緩和での対応は

飽和状態に達している。とすれば，規制緩和推進の根源となっている保育の市場化によっ

ては，保育の量の確保はできないということが明らかである。すなわち，保育の公的保障

の責任を外し，保育を金もうけの手段として認めることをインセンティヴとして参入を自

由化しても，保育の量すら確保できず，保育難民が大量に発生することになるのである。

参入も自由となれば，撤退も自由なのであり，自由な撤退が現実となれば，保育難民が右

往左往する事態が容易に起こることになる。この点，2008 年 10 月，保育事業を運営して

いた東京都の株式会社が倒産し，29 もの保育施設が突然閉鎖され，多数の保育難民が生じ

るという事件が起きており，このような事態は，既に現実のものとなっている。国や地方

自治体が推し進めようとしている保育の市場化は直ちにやめなければならない。 

 なお，いわゆる保育ママによる家庭的保育事業（児童福祉法 24 条１項但し書き参照）は，

保育の量を確保するための切り札とはならず，保育所や幼稚園などの保育施設による保育

が対応できない部分，例えば，短時間の緊急の保育などについて補完的役割を果たすにと

どまる。なぜなら，保育ママによる家庭的保育についても十分な保育の質を確保するため

には，保育施設による保育以上にお金がかかるので，保育ママを広汎に活用するのは得策

ではないからである。また，保育ママによる家庭的保育では，保育施設による保育のよう

に，他の子どもたちと一緒に過ごす社会的保育を受けることができないからである。 

 

６ 保育の質 

 子どもたちに質の良い保育を保障することは，保育の諸機能を十分に機能させるために

も，保育を受ける権利の実質的保障にとっても，必要不可欠な要素である。 

 保育は産業ではなく，保育で金もうけをすることを考えてはならない。質の良い保育を

行うことと，そのことによって金もうけすることは両立しえない。質の良い保育をするた

めには，お金，特に人件費がかかるからである。保育の中心は，人，すなわち，保育士・

幼稚園教諭などの保育の現場に携わる専門家であり，保育の現場に携わる専門家がないが

しろにされては，質の良い保育を保障することはできないのである。 

 もし，保育で金もうけをしようとするならば，高額所得者である親のみを対象として高

額な保育料を取るか，あるいは，保育士・幼稚園教諭などの保育の現場に携わる専門家の

労働条件や賃金を切り下げることによってコストカットするしかない。 

 前者のように，高額な保育料を取る保育は，親が裕福で質の良い保育を受けられる子ど
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もと，高い保育料が払えず，質の良い保育が受けられない子どもとの格差を生むのみであ

って，子どもの貧困をなくすにとって何の役にも立たない。このような格差を生むことを，

保育の選択の多様化である，と言い替えることは，詭弁であるというほかない。 

 後者のように，コストカットによる金もうけが追求された保育は，もはや，本来の意味

での保育ではなく，子どもを預かるだけのものとなってしまう。それでは，保育はその諸

機能を果たすことができないばかりか，子どもたちのいのちや健康さえ脅かされることに

なる。たとえ，保育の量が曲がりなりに確保されたとしても，その保育の内実が劣悪なも

のであれば，待機児童問題は真の意味で解決されることはなく，大量の保育難民を生み，

悲惨な保育事故を多発させるだけである。 

 保育の質を保障するためには，財政的基盤がしっかりしており，質の良い保育を供給で

きる認可保育所などの保育施設を増やすことが前提となる。このことにより，認可保育所

などにおいて現状見られる定員の弾力化による子どもたちの詰め込みを解消することにも

つながる。その上で，保育士・幼稚園教諭などの保育の現場に携わる専門家の数を増やし，

その労働条件や賃金を向上させるべきである。保育の現場に携わる専門家は，保育という

営みの性質上，子どもの発達や児童の福祉，コミュニケーションなどに関する専門的知見，

親の育児支援やソーシャルワークなどに関するスキルが必要不可欠であり，かつ，経験が

モノを言う部分が大きいのであるから，正規労働者として長期的・安定的に働けるように

すべきである。保育の現場に携わる専門家の数を増やし，労働条件や賃金を安定・向上さ

せることは，それ自体，雇用対策や不況対策にもなる。 

 この点，株式会社など営利企業の保育への参入を自由に認めた上で，保育の質の向上を

市場における競争に委ねる考え方は明らかに誤っている。なぜなら，既に述べたとおり，

質の良い保育を供給することと，営利を追求する，すなわち金もうけをすることは両立で

きないし，保育で金もうけをすることを考えてはならないからである。また，市場におけ

る競争は，結局のところ金もうけのためのコストカットの競争か，もしくは高額所得者を

ターゲットとする競争となってしまい，子どもたちに広く質の良い保育を保障することに

はつながらないからである。 

 保育の質を確保するためには，保育所や幼稚園などの保育施設に関するナショナルミニ

マム，すなわち，どの地域でも守られるべき国レベルでの 低限の基準を定める必要があ

る。保育所 低基準は，そのようなナショナルミニマムとして存在する。そして，そのナ

ショナルミニマムの中身は，保育の質を保ち，保育が本来の機能を果たすために必要十分

な内容であるべきである。この点で，地域主権改革の名のもとに，ナショナルミニマムの

役割を果たす保育所 低基準を地方条例に委ねるべきではない。基準の切り下げによる保

育の質の低下や，地域による保育の質のバラツキ・格差を招くことになるからである。保

育などの福祉分野については，全国各地でナショナルミニマムを保持することを当然の前

提として，それに対する上乗せの部分で地域主権を実現すべきであるし，既にこれまでも

そのようにして地域ごとの工夫がなされてきたのである。 

 その上で，保育の質のより一層の向上のために，保護者会を活用するべきである。保育

の内容に関して保育所や幼稚園などの保育施設と，保育施設に子どもを通わせる親とが意

見交換できるよう，保護者会をすべての保育施設に設置することを検討すべきである。 

 なお，国や地方自治体が推し進めようとしているこども園による幼保一体化は，保育所
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と幼稚園の機能や文化の違いに配慮せず，現場の声を十分に聞き取ることもなく，保育の

市場化の一環として提唱されているものである。幼保一体化ないし一元化は，理念的には

正しい面を含んでいるが，子どもの貧困の防波堤としての保育の機能を高めるという視点

の元に，慎重に内容の検討を進めるべきであって，一朝一夕に実現できるものではない。

こども園による幼保一体化は，子どもの貧困に関する視点もないまま，拙速に進められよ

うとしている。このままでは，かえって保育の質を低下させ，保育の諸機能が弱められて

しまう。こども園による幼保一体化は，いったん凍結させて見直しがなされるべきである。 

 

７ 子育て支援 

 保育が機能すべき局面は，子どもたちに対する直接の保育そのものに限られるものでは

ない。子どもたちを子育てする親への支援，すなわち，子育て支援も十分になされてはじ

めて，子どもの貧困の防波堤たる保育の機能が十分に果たされる。 

 学校に子どもの貧困状況の情報が多く集まるのと同様に，保育所や幼稚園などの保育施

設にも，子どもの貧困状況の情報が多く集まる。保育を必要とする子どもに広く保育を受

ける権利を保障することは，保育を通じて，子どもや親の状況を把握し，的確な子育て支

援を行うことを可能にする。 

 子どもの送迎時における保育士・幼稚園教諭などの保育の現場に携わる専門家と親との

交流をより充実させるだけでも，子育てにおける親の孤立感を緩和することができる。そ

れだけではなく，子どもや親の状況をふまえて，保育士・幼稚園教諭などの保育の現場に

携わる専門家・社会福祉士などの専門家が親のカウンセリングや子育て相談に応じること

ができるような態勢作りをしなければならない。 

 

８ おわりに 

 保育に関する問題は，これまで個々の弁護士が，個別の訴訟案件として取り組むことは

あっても，日弁連や弁護士会が系統立って取り組むことはほとんどなかった。このことは，

保育が公的に保障されるべきものであり，待機児童問題が，明らかに違憲・違法のもので

あることについて，一部を除くわれわれ弁護士の認識が，必ずしも十分ではなかったこと

を如実に示している。 

 保育の公的保障が危機にさらされている今の状況をむしろ逆手に取って，保育の現場に

立つ人々のみならず，保育施設に子どもを通わせる親たち，あるいは，広く市民と連帯し

ながら，日弁連や弁護士会が系統立って保育の問題に取り組むことが必要である。その際

にわれわれに必要な視点は，国や地方自治体に必要な視点と全く同じである。それは，保

育は子どもの貧困の防波堤であり，また，かけた費用の何倍もの利益をもたらす，という

視点である。子どもたちのいのちと健康，そして成長と発達を保障するためには，保育の

問題をないがしろにすることはもはや許されない。 

 

第５ 教育の真の無償化の実現に向けて 

１ 総論 

 ２以下に論じるように，本シンポジウム実行委員会は，義務教育・後期中等教育・高等

教育の全過程において，教育の無償化が図られるべきであると考えている。 
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 かかる意見に対しては，教育費は，それによって利益を受ける家庭（子ども本人及び親）

が負担するべきではないのか，との反論がありえよう。 

 しかし，まず，第２章第８節でも指摘したとおり，子どもは人権としての「教育を受け

る権利」を有するものであって，その実現のために「対価」を支払わなければならないと

いう発想そのものに問題があると言わざるを得ない。 

 加えて，第５章第１節第１でも指摘したとおり，教育によって利益を受けるのは，単に

子ども本人やその保護者のみではないことを想起すべきである。教育は，社会全体が，将

来の担い手に対して行う投資なのであって，子どもに対し広く教育を普及させることが，

犯罪発生率・児童虐待発生率の低下等社会の安定化，将来の社会保障費の低減に資するの

である。 

 すなわち，単純な「受益者負担」という発想は，殊，子どもに対する教育の場面にあっ

ては，直ちに妥当するものではない。 

 以下では，かかる視点・立場に立って，各教育課程における教育費の問題について，提

言を行う。 

 

２ 義務教育課程の無償化について 

 わが国では，日本国憲法 26 条２項において「義務教育は無償とする」と定められている

が，ここで規定する無償の範囲は授業料に限定されるとされ（ 高裁昭和 39 年２月 26 日

大法廷判決民集 18 巻２号 343 頁），現行法では，義務教育に係る費用のうち，無償とされ

ているのは，授業料，教科用図書のみである。 

 教科用図書以外の副教材等の学校教育に掛る費用は，学校における教育目的を達成する

ために必要不可欠な経費（例えば，教科書のみで授業内容をすべて理解し習得することが

可能であったか想起されたい。）でありながら，私費負担となっており，かつ，その金額は，

第２章第５節第２で指摘したとおり，相当額に上っている。 

 他方，第２章第５節第３で指摘したとおり，教育扶助及び就学援助の項目・金額とも，

これを賄うのに十分とは言えない状況にある。 

 かかる状況を放置すれば，義務教育課程における教育の効果は大きく減じることになり

かねず，ひいては貧困の連鎖，社会階層の固定化を生みかねないであろう。 

 これに対処するための一つの方策として，教育扶助及び就学援助の項目・金額ともに，

少なくとも公立小中学校の学校教育費の平均値の水準まで拡大する，ということが考えら

れよう。 

 しかしながら，仮に，教育扶助及び就学援助の項目・金額の拡充がなされたとしても，

現行法の構造を前提とする限り，援助を要する子どもすべてに実際に援助が行われる制度

的保証は全くないことに留意すべきである。すなわち，如何に教育扶助・就学援助による

援助項目・援助金額を拡大させたとしても，国又は地方自治体による制度告知の不十分さ

や保護者の無知・無関心等により，保護者が，教育扶助・就学援助の存在すら知らないと

いうことが十分に考えられる。また，保護者は，その存在を認識していても，生活保護・

就学保障利用者に対するスティグマを忌避し利用を敬遠することもあれば，あるいは，援

助を受けながらそれを自らの遊興費に充ててしまうことすらあるのである。 

 義務教育課程における教育の重要性に鑑みれば，これら国又は地方自治体による制度告
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知の不十分さや，保護者の無知，制度利用に対する抵抗感，援助金の流用・浪費等による

不利益を子どもに帰するのは，全く適切ではないのではないだろうか。 

 そうであるならば，子どもに対し，その能力に応じた教育を受ける機会を十分に保障す

るためには，少なくとも，公立の小中学校においては，授業料，教科用図書のみならず，

学校教育費を含めて，国又は地方公共団体が費用負担を行う，真の無償化を早期に実現す

べきであると考える。 

 

３ 後期中等教育の無償化について 

 「国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における

教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律」（以下「高校

無償化法」という。）により，公立高校の授業料が無償化され，国私立についても，公立高

等学校授業料相当額の就学支援金がはらわれることとなった。 

 しかしながら，学校教育に係るその他の費用は，依然，私費負担となっており，第２章

第５節第２で指摘したとおり，相当額に上っている。 

 他方，後期中等教育課程においては，生活保護の一環としての生業扶助を除く他，就学

援助制に類するような一元的な援助制度はなく，授業料以外の学校教育に係る費用は，ほ

ぼ，私費負担となっている。ことに私学の場合，就学支援金や私学助成金制度があるもの

の，授業料の負担も重い。 

 後期中等教育課程が「実質的義務教育」状態となっている現状に鑑みれば，経済的困窮

により後期中等教育課程における教育を全くあるいは十分に受けることが出来ないことに

よる不利益は甚大であり，係る現状は早急に改める必要がある。 

 従って，まず，公立高校においては，義務教育課程と同様，授業料，教科用図書のみな

らず，学校教育費等も含めて，国又は地方自治体が費用負担を行う，真の無償化を早期に

実現すべきである。 

 また，私学については，必ずしも裕福な家庭の子どもが就学しているわけではない現状

を踏まえ，義務教育課程における就学援助制度に類する援助制度を早急に構築し，援助を

必要とする家庭に援助が行き渡るような施策を講ずるべきである（その際には，平均的な

授業料及びその他学校教育に要する費用の全項目・全金額をカバーしうる水準にするべき

である。）。なお，現在，朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施等を理由に，朝

鮮学校は高校無償化法による支援金支給対象校から除外されているところであるが，教育

を受ける機会は，政治・外交問題に左右されてはならず，朝鮮学校に通う子どもたちにつ

いても変わることなく保障されるべきものであって，直ちに支給対象に含めるよう運用を

改善すべきである。 

 

４ 高等教育の無償化 

 わが国では，第２章第５節第２で指摘したとおり，大学生活にかかる費用が高騰化して

おり，奨学金も貸与制であることから，子ども及びその家族の高等教育における経済的負

担が極めて大きい。 

 そこには教育の公共性の発想はなく，受益者負担の発想しかない。本来，貧富の差にか

かわらず高等教育を受けられなければならないのに，保護者の経済的事情によって大学進
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学を断念せざるを得なくなってしまう。 

 わが国は経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約の批准にあたり，「高等教育は，

すべての適当な方法により，特に，無償教育の漸進的な導入により，能力に応じ，すべて

の者に対して均等に機会が与えられるものとすること」を求めた 13 条を留保している。 

 批准にあたり外務大臣は「この人権規約については，留保した事項は，残念ながら留保

したわけでありますから，これは当然，将来，法的な解釈その他は別として，解除する方

向に努力をし，また，そういう責任があるということで，とりあえずこのような姿で批准，

審査をお願いしておるということを明瞭にいたしておきます」と国会で答弁している（第

87 回国会衆議院外務委員会 1976 年３月 16 日）。 

 その後も，日本育英会法案について，「国際人権規約第十三条２（b）及び（c）について

は，諸般の動向をみて留保の解除を検討すること」とする附帯決議が採択されている（第

101 回国会衆議院文教委員会 1984 年７月４日，参議院文教委員会同月 26 日）。 

 すでにこのころ国立大学の授業料等の高騰化は始まりつつあるが，それでもこのころは

まだ教育の公共性の発想があったといえる。 

 2009 年 12 月の経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に

基づく第３回政府報告においては，「後期中等教育・高等教育の無償化条項については，負

担の公平や無償化のための財源をどのように確保するか等の観点から，これらの教育を受

ける学生等に対して適正な負担を求めるという方針を採っていること等から，わが国は，

社会権規約第 13 条 2(b)及び(c)の適用に当たり，『特に無償教育の漸進的な導入により』

に拘束されない権利を留保している」と記載されており，留保解除の方向性は全くみられ

なくなった。 

 しかし，「負担の公平」といったときに誰と誰の公平なのかが問題となる。すでに大学・

短大等への進学率は５割を超え，通信制・放送大学，専修学校まで含めると約８割が進学

をしており，さらに大学等にいかない者も大学等にゆく可能性があり，さらに無償の職業

教育・職業訓練が充実すれば，本来的に負担の公平の問題はなくなる。 

 私学制度を含む無償化となると私学制度の根本にも関わる問題であるという見解もとら

れていたが，私学については私学そのものに対する助成ではなく，利用者本人への助成で

あれば，私学制度の根本と直接かかわらない。現在実施されている私立高校生への授業料

支援も同様の方法で行われている。 

 そうすると，主たる問題は，財源をどのように確保するかという問題であって，それは

「無償教育の漸進的導入」までも妨げる事情とはいえない。 

 教育の公共性の発想によりつつ，貧富の差にかかわらず高等教育を受けることができる

ことをめざして，高等教育における無償教育の漸進的導入が進められるべきである。 

 当面は，大学学費の減免を拡充したり，給付型奨学金を導入したりしながら，漸進的に

無償教育に向けて施策を打ち出していくべきである。 

 

第６ 奨学金制度の充実 

１ 公的奨学金制度の理念 

(1) わが国の公的奨学金制度の発足 

驚くべきことに，わが国に 初に公的奨学金制度が誕生したのは，太平洋戦争末期の
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1943 年のことであった。当時の国会議員が議員立法で「日本育英奨学金制度」を創設し，

1943 年 10 月 18 日，財団法人大日本育英会として発足した。言うまでもなく，当時は現

代とは比較にならないほど苦しい戦時財政下にあったが，国会議員有志が，高等教育を

学びたくても家庭が経済的に貧しいために学ぶことができない者を，国が経済的に援助

して高等教育を受けられるようにしようという趣旨で，奨学金制度を推進する議員連盟

が結成された。 

(2) 奨学金制度の根本思想 

そもそも奨学金とは，人格形成や修学を奨励し，その成果が当人の仕事や活動を通じ

て社会に還元され，その利益や発展に寄与することを期待する教育費の社会的形態であ

る。それゆえ，奨学金制度は，教育の機会均等原則に基づくものの，単なる救貧施策で

はなく，すべての者に支給されることが理想とされる。そこで，奨学金（scholarship）

は本来，返還義務のない給与制奨学金を意味し，貸付金（loan）とは本質的に異なるも

のである。欧米各国，特にヨーロッパ諸国では，給与奨学金（スカラシップ）が根幹で

あり，貸与制が存在する場合でも，その補足的形態にとどまっている。 

給与制奨学金の思想は，教育と人権の保障の根幹をなす人類史的所産であり，内外の

教育基本法規の理念に合致している。すなわち，「教育を受ける権利」（学習権・憲法第

26 条），「教育の機会均等」（教育基本法第３条）の保障，あらゆる段階の教育の無償制

導入と適当な奨学金制度の確立（国際人権規約 13 条）等の基本原理に基づき，公費教

育を拡充し，経済的地位にかかわらず，すべての者にひとしく「個人の尊厳」「人格の

完成」（教育基本法第１条），「人格の尊厳」の実現（国際人権規約 13 条）をめざすとい

う理念に基づくものである。 

このような公的奨学金制度の理念からすると，公的奨学金は本来，貸与制ではなく給

与制が原則とされるべきものである。 

(3) 奨学金と教育ローン 

ところで，金融機関等の行ういわゆる教育ローンは，前記のような理念を持つ公的奨

学金制度とは本質的に異なる。すなわち，「教育ローン」は，その主体が民間の金融機

関（たとえば民間銀行）であれ，公的なもの（たとえばかつての国民金融公庫）であれ，

その本質は「営利事業」であって，利子を得て経済的利益を得ることを目的とする金融

事業である。したがって，「教育ローン」においては，資金を貸し付けて利子を得るこ

と（有利子），貸し付けた資金を確実に回収すること（保証制度や回収業務の効率化な

ど）が第一次的な目的となり，学習者の経済的負担軽減等はいわば副次的な目的でしか

ない。よって，「教育ローン」は奨学金制度を補助することはできても，奨学金事業に

とって代わることはできないのである。 

 

２ あるべき公的奨学金制度について 

 ところが，前記で見たように，わが国の独立行政法人日本学生支援機構の行う公的奨学

金制度は，その本来の理念と乖離，逆行しており，限りなく営利事業たる「教育ローン」

に近いものに変質しようとしている。そこで，わが国の公的奨学金制度のこうした現象に

歯止めをかけ，その本来の任務を全うするためにはどうすればよいか。 

 まず，近年急速に拡大している有利子奨学金の枠を縮小し，それ以上に無利子奨学金の
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枠を大幅に拡大すべきである。そもそも利子を取ること自体，営利事業としての「教育ロ

ーン」の発想であり，前記のような公的使命を持つ公的奨学金制度にはなじまないもので

ある。 

 また，ブラックリスト化を始めとした，回収業務の効率化・合理化を主眼に置いた教育

ローン的なシステムはすべて廃止すべきである。公的奨学金と教育ローンはその目的も性

質も全く異なるものであり，公的奨学金制度に教育ローン的なシステムを導入することは

有害である。教育ローン制度はあくまで公的奨学金制度を補完する役割に止めるべきであ

る。 

 そして，長期的には，現在ある貸与制奨学金のみならず，わが国においても公的な給与

制奨学金制度を早期に創設し，その枠を拡大していくことが望まれる。 

 

第７ 教育の実質的保障 

１ 教育条件の整備 

(1) 別稿で述べたとおり，子どもの貧困により発生する不利益は，子どもである時期に

限定されず，生涯にわたって，子どもの成長過程で享受されるべきスキルの獲得やコミ

ュニケーション能力の醸成を甚だしくむしばみ，さらにマイナスの遺産として当該子ど

ものみならず次世代にまでその不利益が承継されてしまうことから，社会から完全に除

去されるべき障害物と言っても過言ではない。 

そうはいっても，肉体的にも精神的にも社会的にも未成熟である子ども自身に，その

自律に任せて，貧困に置かれている環境を自ら克服しそこから脱出することを期待する

のは余りに冷酷である。 

(2) それらの視点から貧困に置かれた子どもに対する，看過できない条件支援の一つに

教育条件の整備が挙げられる。 

子どもが，人格，才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な 大限度まで発達

させることや，自由な社会における責任ある生活のための準備などを指向した教育を受

ける機会を実質的に保障されるべき存在であることは論を待たない（子どもの権利条約

28 条及び 29 条参照）。 

そのような教育を受ける機会が実質的に保障されているというためには，読み書きに

代表される基礎的学力，そして，人間関係を構築し社会と関わっていくことを通じ貧困

の連鎖を防ぐ資質を向上させる教育が，すべての子どもに，特にいま貧困に置かれてい

る子どもに与えられていなければならない。 

(3) 文部科学省は 2005 年７月 25 日，＜教育現場からの教育改革提言＞を公表した。文

部科学省のホームページにその概要が掲載されているが，「２ 義務教育制度について」

の中で，学級編成（30 人学級）及び教員配置の改善が提言されている。 

具体的には，「現行の学級編成の標準を 40 人から 30 人に改めるか，教員の定数改善

の方策により，早急に 30 人学級を実現すべき」「特別支援教育の担当教員，総合的な学

習時間をコーディネートする教員，小学校高学年の部分教科担任制に要する教員等に関

し，早急に定数改善を図るべき」との提言がなされている。 

その根拠として，「３ 教育現場から提起される根本的な問題」の中で，教員が時間

的，精神的に余裕のない勤務を続けており，教員の絶対数が不足しており，個々の子ど
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もたちとのきめ細かい触れあいの時間をとりたいと思っても思うようにいかず，とても

ゆとりをもって教育活動に当たることができない実態が指摘されている。 

加えて，日本では時間割作りや学級編成や行事予定表の作成，教育委員会の様々な調

査依頼への報告書作りなど，膨大な事務作業に現場の教師は常時さらされながら，子ど

もたちに接することをみな余儀なくされている。教師の絶対数を増加させなければ，現

在の課題が改善されることはなく，事態は悪化する一方になってしまう。 

ちなみに，日本と世界各国とを比較したグラフが，文部科学省のホームページ中の＜

データからみる日本の教育（2008 年）＞24 頁に，「Ⅰ－7－6 一学級当たり児童生徒数

の国際比較（2006 年）」として掲載されている。 

そのデータによれば，日本の１学級当たり児童生徒数（2006 年度）は，初等教育 28.3

人・前期中等教育 33.3 人で，OECD 各国平均数値の初等 21.5・前期中等 24.0 を大きく

上回っており，日本が OECD 加盟国の中で１学級当たり児童生徒数が韓国に続く上位と

なっていることがわかる。 

(4) 2005 年の教育改革提言のほか，文部科学省は 2010 年６月 11 日，＜今後の学級編成

及び教職員定数の改善に関する教育関係団体ヒアリング＞意見概要を公表している。そ

こでも，１人１人の児童生徒に向き合う時間を十分確保するとともに，きめ細やかな指

導が展開できるよう，30 人学級の完全実施を求める意見が寄せられている。 

少人数学級を導入した成果として，発言発表など子ども１人１人の活躍の場が増加し

ているという学習指導面の成果のみならず，配慮を要する子どもに細やかな対応ができ

るようになり子どもたちが落ち着いて学校生活が送れるなど生活指導面での成果も挙

げられている。 

(5) そのほか，埼玉県志木市では，＜志木市独自の少人数学級編成の充実＞なる事業が

実施され，子どもの個性を伸ばし豊かな人間性を育むことを目的とし，教師の目が行き

届くよう，小学校低学年を対象に 40 人上限定数を下回る学級編成を実施している。 

埼玉県志木市のホームページで調査結果が報告されているが，担任教師の意識的改善

と児童の実態把握，どちらについても甚だしい高評価が得られていることから，学級編

成の少人数化を教育条件の整備の中核に据えるべきことが明らかになったといえる。 

いま貧困に置かれている子どもに，貧困から脱出する十分な資質を習得する機会を実

質的に保障するため，現在よりも教員の数を増加させ，教員１人あたりの受け持ち生徒

数を減少させるべきである。 

(6) 無論，教育条件の整備は，ひとえに学校の教職員にすべてを委ねて済むものではな

い。子どもの教育とは，学校のみならず家庭や地域社会によって支えられていくべきも

のだからである。具体的には，スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーな

ど学校内の教職員ではない専門家と学校現場との連携や，放課後の学外で子どもの学習

面や生活面をサポートするボランティアなど地域社会と学校現場との連携も，等しく実

現されなければならない。 

このように，貧困に置かれている子どもに，環境を自ら克服しそこから脱出できる力

を習得してもらうためには，少人数編成を初めとする教育条件の整備，そして，地域社

会や様々な専門家との連携による充実した教育態勢の構築が早急に実現されるべきで

ある。 
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２ 基礎的学力と人間関係を構築する力 

(1) 基礎的学力と人間関係を構築する力の重要性 

子ども期の貧困が，子どもに不利益を蓄積させ「貧困の連鎖」を生じさせていること

は既に述べたとおりであるが，子どもが貧困から脱し，あるいは貧困に陥らないために

は，基礎的な学力と人間関係を構築する力を身につけることが重要である。 

まず基礎的な学力が，自分の権利を守るために必要であることは明らかである。しか

し，貧困を抱える家庭においては，家庭学習の環境が整えられていないことも多く，教

科内容を家庭学習によって補ったり，繰り返しの学習により学習内容を身につけること

ができないため，基礎的な学力を欠いている子どもも多い。小学校段階の，読み，書き，

計算という基本的な学力が身についていないと，中学校以降の学習内容を積み重ねてい

くことができず，学校の中で置き去りにされ，高校への進学が困難になったり，進学し

たとしても高校中退につながっていく。 

学力を身につけるためには，継続的な努力や，少々つまずいても頑張る力が必要であ

る。頑張る力は意欲に支えられる。人は，自分が理解され，認めてもらえているという

感覚を持つことができると，自己肯定感が生まれ，それが意欲の源泉になっていく。し

たがって，意欲を持って，学習していくためには，信頼関係や人とのつながりが必要で

ある。ところが，貧困家庭においては，親自身が社会から孤立し，意欲を失っているこ

とも多く，そのため，積極的に人間関係を構築したり，意欲を持って生きることなどを

家庭内で伝えることができないでいる。貧困の中におかれている子どもたちは，自己肯

定感が乏しく，どうせだめだとの諦めの気持ちになってしまっていることも多い。 

また，人との関わり合いは，人が，仕事を得，家庭を持ち，地域の中で生きていくた

めにも不可欠である。人間関係を構築する力が弱いと，社会生活を送る上で様々な支障

が生じる。例えば，コミュニケーション不足から仕事上の役割を果たせなかったり，状

況を適切に説明することができないために理解してもらえないなどの不都合が発生す

ると，それが不利益に働き，職を失うことにもなりかねない。人との共生が前提となる

社会の中で生きていくためには，人間関係を構築する力が必要である。 

(2) 教育の実質的保障のために 

① 定時制高校の生徒から，中学校までの授業の中ではわからないと言えなかった，

あるいは切り捨てられたと感じたとの声があがっている。家庭学習ができる環境にな

い子どもを置き去りにしないためには，それぞれの子どもの理解の速度や理解の仕方

に応じて，１人１人に合わせた教え方をする必要がある。例えば，双方向の授業を取

り入れたり，授業の中でも個別の対応をするなどが考えられる。 

また，教師が，それぞれの子どもの理解度やつまずいている原因を考え，１人１人

の子どもに向き合うことによって，子どもは教師との間に信頼関係を持つことができ，

それが学ぶ意欲にもつながっていく。教師が生徒に個別にかかわる中で，自分の状況

を説明したり，意思や感情を言葉で表現することができれば，人間関係を構築するた

めのスキルともなる。 

さらに，子どもにとって，信頼できる大人に出会えることはとても重要なことであ

り，学校における教師との関係は，子どもを大きく変化させる。教師が１人１人の子
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どもを尊重し，人間関係を形成していけば，クラス内の児童，生徒同士の間の人間関

係も構築されやすくなり，一方的な排除等は起こりにくくなると思われる。 

② 子どもにとっては，一緒に育っていく同世代との人間関係すなわち仲間がとても

大切である。 

例えば，授業の中で，子ども同士の人間関係を構築する一つの方法として，学び合

いの視点を入れた学習が考えられる。子ども同士で，わからないところをわかる子ど

もが教える場を設けることにより，相互に相手のことが理解できる場となる。学校に

おいては，成績が，子どもたちの関係を規定する一つの大きな要素となることが往々

にしてあり，昨今，勉強ができないことは努力不足であるとして，安易な自己責任論

が主張される風潮もあるが，そのような自己責任論は，人は皆それぞれに，異なる資

質や家庭環境を有しているということを理解していないことが原因と思われる。 

人間関係は，自分が発信するだけでなく，相手から発信されるものを受け止めるこ

とが必要であるから，他者とコミュニケーションを図り，人間関係を構築するために

は，相手が伝えようとしている事実や感情を理解する力が必要である。したがって，

学び合いの視点を取り入れた学習は，教える側の子どもにとっても，人間関係を構築

し，他者と共生する力をつけさせるものということができる。そのような関係性がで

きれば，安易な自己責任論や貧困や学力の問題を抱える子どもの孤立も防ぐことがで

きるであろう。 

学力の点からも，わからないことをわからないままに放置することがなくなれば，

基礎的な学力も形成されることになる。教える側の子にとっても，他者に教えること

により，理解したことをさらによく整理し，身につけるという学習効果もあるとの指

摘がなされている。 

(3) 以上のとおり，貧困を断ち切るためには，基礎的な学力とともに，人間関係を構築

する力が必要であるから，そのような力が身につけられるような教育が，すべての子ど

もに実質的に保障されるべきである。 

 

３ 法に関する基礎的な学習 

 教育はそれ自体で人権であるとともに，他の人権を実現する不可欠な手段である（社会

権規約委員会一般的意見 13 号１）。法や権利に関する教育が保障されなければ，子どもた

ちは，法によって自分たちに保障されている権利が何かを知ることができず，権利侵害か

ら自らを守ることや自らの権利を主張することもできない。また，権利や価値が相互に尊

重され，すべての人々に対して平等な配慮がなされるような自由で公正な社会の形成が実

現するためにも，子どもたちが法や権利について学習することが必要である。 

 子どもの貧困を防ぎ，その連鎖を断ち切るためにも，このような法や権利に関する教育

が果たす役割は重要である。子どもたちが，法や権利に関する十分な学習機会を与えられ

なければ，自分たちを守る法や権利を知ることができないまま社会に出ることになり，法

や権利を相互に尊重しながら他者との関係を築いていくことも困難になってしまうであろ

う。 

 既に述べたとおり，新学習指導要領においては，小学校，中学校，高等学校の各段階に

おいて法に関する基礎的な学習事項が盛り込まれているが，これが単にルールや法を守る
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意識を養うための教育であると一面的に捉えられて実施されてはならない。前記のとおり，

法に関する教育は，子どもたちが社会において生きるための力を伸ばすためのものでもあ

るということに十分に留意する必要がある。 

 このような観点からすれば，義務教育において行われる法に関する基礎的な学習は，法

律に関する概括的・形式的な知識教育にとどまるものではなく，裁判手続や法律専門家へ

のアクセス方法などの具体的・実用的な知識も盛り込んだ実質的な学習となることが望ま

れる。また，取り扱う法についても，犯罪や不正を取り締まる法にばかりに目を向けるの

ではなく，各種の契約やそれを規制する各種の法律（消費者，労働者保護のための法など）

など，子どもたちが社会に出た後に，自分たちの自由な意思に基づいて社会関係を構築し

ながら生活していく上で必要な法知識も重視されるべきである。 

 

４ 労働法の基礎知識に関する教育 

 労働条件は生活の豊かさや貧しさと直接に結びつくものであるから，法や権利に関する

教育のなかで，子どもの貧困の問題との関連でとりわけ重要なのは，労働法に関するもの

である。 

 既に述べたとおり，新学習指導要領には雇用や労働問題，勤労の権利義務，労働組合な

どの学習事項が定められているが，現状は「労働者自身が自らの権利を守っていく必要性

の認識が高まっている状況にもかかわらず，必要な者に必要な労働関係法制度に関する知

識が十分に行き渡っていない」と評価されている（厚生労働省「今後の労働関係法制度を

めぐる教育の在り方に関する研究会報告書」）。 

 労働法に関する基礎知識の重要性からすれば，上記研究会報告書も指摘しているとおり，

広く漏れなく必要な知識を認知させるため，義務教育を通じて一貫した継続的な労働法の

学習機会が設けられるような環境を整備することが望ましいというべきである。 

 

５ 社会保障に関する教育 

(1) これまで述べてきたとおり，子どもやその属する家庭が貧困に陥ることを防ぎ，あ

るいは，貧困の状況から抜け出すために，各種の社会保障制度が果たす役割は大きい。 

しかし，国による社会保障制度は，病気・けが・出産・障がい・死亡・加齢・失業な

どの事情によって生活上の困難を生じた場合に自動的に実施されるものではなく，支援

を受けようとする者からの申請を必要とし，それを待って初めて実施されるものが多い。

そのため，充実した社会保障制度が実現したとしても，支援を必要とする者が制度にア

クセスすることができなければ，その機能を十分に発揮することはできない。 

したがって，社会保障制度が貧困対策の機能を十分に発揮するためには，制度の利用

者である国民の側に，社会保障制度についての十分な知識・理解があることが必要であ

るといえる。 

(2) しかしながら，これまでの義務教育において，前記のような利用者としての観点，

すなわち，現実に貧困に直面している当事者の観点からの社会保障制度についての学習

は，不十分であったものと考えられる。 

例えば，小学校の学習指導要領及びその解説においては，「政治は国民生活の安定と

向上を図るために大切な働きをしていること」を学習することとされており，具体的な
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調べ学習の対象として，社会保障については，「高齢者や障がい者のための福祉政策，

健康医療に関する事業，子育て支援事業など」が例示されている。 

しかし，前記のような社会保障についての学習指導要領の取扱いは，高齢や障害，健

康，子育てなどの問題を，国の「政治の働き」により解決すべき課題の一つとして取り

扱うものであり，現実にこれらの問題に直面して支援を必要としている者の側から問題

を取り扱うものではない。 

貧困問題対策のための社会保障教育としては，このような政治の働きの側から問題を

取り上げるだけでは不十分であり，貧困の問題を当事者の観点から学習することが望ま

れる。 

(3) 義務教育における社会保障制度の取り上げ方について考える上で参考になるのは，

スウェーデンの教育である。 

スウェーデンの中学教科書は，子どものいる家庭への援助，失業に際しての経済的援

助などについて，「私たちの社会保障」と題して，重要な学習事項の一つとして取り上

げている。そこでは例えば「子どものいる家族への，現金援助を５つ挙げましょう」，「失

業にはどんな援助がありますか」，「社会保険事務所で規則と金額を調べてみましょう」

というような学習課題が挙げられている（アーネ・リンドクウィスト・ウェステル著，

川上邦夫訳『あなた自身の社会－スウェーデンの中学教科書』新評論，1997 年）。 

これらは，制度の利用者としての観点からの学習に重点を置くものとして大いに参考

とされるべきであると考える。 

(4) 以上述べてきたとおり，貧困の連鎖を断ち切るためには，将来貧困の問題に直面す

る可能性のある子どもたちに対して，社会保障制度の利用者としての観点から，必要な

知識・理解を得る十分な学習機会が与えられなければならない。その も重要な場が，

すべての子どもに対して行われる義務教育である。 

貧困により生活上利用できる様々な公的サポートの存在及び内容とそれらへのアク

セス方法については，義務教育の段階からしっかりと学習できるようにしなければなら

ない。 

 

第８ 学校に福祉的機能を 

１ スクールソーシャルワーカー（SSWr）の拡大 

(1) スクールソーシャルワーカーの必要性 

学校は，子どもたちの生活の場の一つであることから，子どもたちを日々観察し，子

どもたちの異変に素早く気づくことができ，継続的に見守りながら対処していくことが

できる。したがって，子どもの抱える問題に対処するには，学校を拠点にすることが望

ましい。 

もっとも，家庭における育児困難や育児放棄，児童虐待などが存在する場合があり，

それらの問題に対処することは現在の学校体制の機能を超えている。学校における既存

の教育機能のみでは子どもが抱える問題に対処できないことは明らかである。 

そこで，子どもが抱える問題に対処できる福祉的機能を学校に導入することが求めら

れる。福祉の専門知識を駆使して自ら問題に対処し，また，福祉機関との連携をとるこ

とで学校に福祉的機能を持たせることを可能にするのがスクールソーシャルワーカー
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（SSWr）である。 

(2) スクールソーシャルワーカーの有効性 

SSWr が全国の学校で本格的に導入され始めたのは，2000 年前半からであり，実績が

少ないことから，現時点では，その有効性を明らかにするまでには至っていない。もっ

とも，SSWr を導入しているいくつかの自治体において，その有効性を示す報告がなされ

ている。例えば，群馬県では 2007 年８月から SSWr を導入しているが，①単に相談や過

程訪問を実施するだけでなく，具体的な次の一手を講じることができ（関係機関につな

ぐ，家庭に働きかける等），環境の改善につながるケースが見られた，②ケース会議を

開き，SSWr が助言することにより，参加メンバーの１人１人の行動目標が明確になり，

組織として対応しやすくなった，③教員が SSWr と協働して問題の解決にあたることで

教員がソーシャルワーク的な視点を児童生徒の支援の選択肢の一つに加えることがで

きるようになった，などの報告がなされている。また，2005 年度より SSWr を導入して

いる大阪府についても，同様の報告がなされている。 

このように，学校現場においては，SSW の有効性が着実に認知されてきており，今後

も SSWr の導入と実効的な活用を進めていく必要がある。 

(3) 今後の展望 

以上のとおり，現在の子どもが抱える問題に対処するためには，SSWr が不可欠である。

今後も SSWr の導入を推進していく必要がある。しかし，SSWr はまだ導入し始めたばか

りの制度で課題も多い。そのなかでも， も問題なのは，SSWr を実施するための予算不

足である。SSWr を導入するのは，地方自治体が主体となることが多い。しかし，地方自

治体の財政が疲弊している昨今，費用を自治体に負わせ続けるのは困難である。実際，

文部科学省において全額負担の委託事業から３分の１負担の補助事業へ移行した際に，

予算を計上できずに SSWr を断念した自治体が数多く存する。国は，未来を担う子ども

たちが苦境に置かれていることを喫緊の問題と認識し，SSWr を含めた社会福祉事業費の

予算拡充をすべきである。 

 

２ 学校給食の完全実施 

(1) 貧困家庭の子どもの食生活 

貧困家庭の子どもの食生活について統計的な調査はなされておらず，その実態を把握

することは難しい。しかし，第２章５節第３で述べたように，毎年，給食のない夏休み

明けに極端に体重が減少する子ども等がいることが現場の養護教諭から報告されてい

る（『子どもの貧困白書』84～86 頁）。 

近年，学校は，「早寝早起き朝ご飯」を励行するよう家庭に呼びかけているが，現実

には，朝ご飯どころか，日に１食の確保も難しく，生存権までが脅かされている子ども

たちが存在するのである。また，貧困家庭でなくても，両親の病気など家庭の様々な事

情で，一時的に子どもの食事に気を配れない状況が生じることは十分あり得る。 

(2) 給食の意義 

このような子どもたちにとって，学校給食はライフラインとしての意義を有する。 

学校給食には１日３食のうち 低１食を提供し（年間 190 回程度。１年 365 日の半分

以上），子どもの生命を維持し，健全な成長を助けるという重要な意義があるのである。 
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また，給食には子どもの栄養バランスを向上させるという意義があるが（「学校給食

の有無別にみた中学生の栄養摂取状況」瓦家千代子，森久栄），この点も，保護者が子

どもの食事に気を配れない家庭の子どもにとって特に重要である。 

国は，2008 年，学校給食法を改正し，学校給食の目的を「栄養改善」から「食育の推

進」へと転換した。この飽食の時代，いまさら「栄養改善」もないだろうということで

あろう。しかし，現在でも，親の経済状況から，食事の確保も難しい子どもが存在する

ことはすでに述べた。そうである以上，すべての子どもに栄養を行き渡らせるという学

校給食の「栄養改善」理念（福祉的な側面）は，今日でもなお重視されるべきである（『学

校から見える子どもの貧困』194 頁，藤澤宏樹）。 

そもそも，学校給食は，1889 年，山形県鶴岡町（現鶴岡市）の私立忠愛学校で，僧侶

らが貧困対策として食事を無償提供したのがはじまりとされる。その後，各地に広がっ

たが，それはもっぱら「欠食児童」対策として行われていた（牧下圭貴『学校給食』岩

波ブックレット，27 頁）。給食にはもともと貧困対策としての福祉的な意義があったの

である。 

(3) 学校給食の完全実施に向けて 

現在でも小学校給食には，地域によって大きな差異がある。主食・副食・牛乳からな

る完全給食の実施率は，ほとんどの都道府県で 95％を超えるが，高知県では 76.8％，

和歌山県では 91.5％，青森県では 92.6％である。（全国の完全給食実施率は 98.5％）。 

また，中学校給食については，都道府県間でさらに大きな差がある。大阪府では完全

給食の実施率が 7.7％，神奈川では 16.2％と際立って低い（全国 80.9％）（いずれも文

部科学省「2008 年度学校給食実施状況等調査」）。 

学校給食法は，市町村に学校給食の実施を義務づけておらず，学校給食の実施の有無，

内容については市町村が独自に決めることとなる。これは，義務教育の内容について全

国一律の内容が保障されるのと全く異なる。 

前記のように，学校給食が子どもたちのライフラインとしての意義を有していること

からすれば，学校給食（完全給食）の実施は，子どもの生存権保障に関わる問題といえ

る。そして，生存権保障という観点からは，地域によって保障される内容に差が生じる

ことは許されない。また，学校給食は「義務教育諸学校における教育の目的を実現する

ため」に行われるものとされており（学校給食法２条），義務教育の一部として位置づ

けられている。そうである以上，教育機会の平等の観点からも全国一律の内容が保障さ

れるべきである。少なくとも，中学校修了時まで，すべての子どもに完全給食が保障さ

れるべきである。 

国は，貧困家庭の子どもたちの食生活がどのような状況にあるかを早急に調査し，子

どもの貧困対策という観点から，緊急の課題として給食（完全給食）の完全実施を実現

すべきである。 

 

３ 学校給食の完全無償化 

(1) 払いたくても払えない家庭 

学校給食法 11 条により，学校給食にかかる費用は，食材費が保護者負担，それ以外

の整備・運営費は設置者負担とされている。このうちの食材費が「給食費」である。 
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給食費は，全国平均で，小学校月額約 4000 円，中学校月額約 4500 円であり，年間で

４万円～５万円が保護者の負担となる。子どもが２人いる家庭では，月々約１万円，年

間 10 万円になり，家庭にとってかなり高額な出費となる。 

学校給食費について，貧困家庭に対しては，就学援助制度や教育扶助（生活保護）な

どの給付があるが，それらの制度が十分ではないことは第２章第５節第３の通りである。

すなわち，就学援助制度の認定基準が厳しすぎて，経済的に厳しい家庭を十分にカバー

できておらず，また，就学援助を受けたとしても，給食費全額が支給されない自治体も

ある。その結果，給食費を払いたくても払えない家庭が相当数あるのである。 

(2) 給食費を私費負担とすることの問題点 

給食費や副教材費などの学校教育費のすべてが実質的に無償化されるべきであるこ

とについては本節第５で述べたとおりであるが，ここでは，給食費独自の問題点に限っ

て述べる。 

給食費未納問題について調査していくと，学校給食が非常に脆い経済的基盤の上に成

り立っていることが分かる。給食費が私費負担とされているため，未納が生じた場合，

これが公的資金で補充されることはない。学校は，給食全体の質を落とすことで対応し

ているのが現状である。仮に半分の子どもが給食費を支払えなければ，学校は，通常の

半分の食材費で給食を提供せざるを得ず，その場合にもはや給食として十分な質・量を

確保することは困難である。さらに，極端にいえば，すべての子どもが給食費を支払え

ない状況になれば，学校給食を実施することは出来なくなるのである。 

このような事態を防ぐために，給食費を滞納する家庭に対して，支払督促や訴訟提起

などの法的手段を講じる自治体も出てきているが，現実問題として支払能力がない家庭

から給食費の未納金を回収するのは限界がある。 

前記２で述べたように，学校給食は，学校の教育活動のなかで重要なものとして位置

づけられており，義務教育に不可欠なものとなっている。そのような重要な教育活動が

私的負担によって行われていることに根本的な問題がある。また，前記のように学校給

食には子どもの生存権を保障している側面があることからも，すべての子どもに給食へ

の完全（確実）なアクセスが保障されるべきであり，保護者の事情によって，サービス

の有無・内容が左右されないような制度として構築されなければならない。 

以上から，学校給食は，国が子どもに対して保障する公的なサービスとして捉えられ

るべきであり，その費用は公的な財源で賄われるべきである。 

 

第９ 定時制高校の存続を 

 これまで述べてきたように，定時制高校は，全日制高校に通うことのできない様々な事

情を抱える子どもの，教育を受ける権利を保障し，居場所としての機能を担ってきた。 

 その事情は，貧困ゆえに生じる問題であったり，背後に貧困が色濃く影響を及ぼしてい

る問題であったりした。いずれにしても，定時制高校にきた生徒たちの多くにとって，貧

困は身近で，重大で，選択の機会を奪い，学ぶ意欲や生きる意欲を失わせる問題であり続

けてきた。 

 貧困の中にある人にとっては，学校や職場といった居場所は，なお一層重要である。高

校中退によって，あらたに職に就ける可能性を絶たれ，居場所をなくし，学力や基本的な
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生活知識，習慣を身に付け，人間関係を構築する機会を失ったまま大人になると，もはや

自力ではそこから脱出することは極めて困難になる。こうして，貧困は固定化し，次の世

代へと再生産される。 

 これを防ぐためには，高校中退問題の背景にあり，あるいはその先にある貧困を解決す

ることが究極的には唯一の解決策であるが，しからずとも，すべての子どもに対する後期

中等教育を保障し，全日制高校では対応できない子どもの居場所を確保することは，子ど

もが就業に必要な学歴を基本的な生活能力を身に付け，社会との関係を築き，安定した職

を得，貧困から脱却するための第一歩である。 

 現在，全国で高校再編の動きが進んでおり，各地の定時制高校の存続については風前の

灯火の状態である。しかしながら，定時制高校を統廃合にさらすべきではない。選択の余

地のない者に対する教育を，市場主義，競争原理にゆだねるべきでない。 

 効率化や競争原理は，小規模家庭的な雰囲気の中で個別にきめ細かい対応をしてきた定

時制高校の存在意義とはそもそも相反するものである。すべての子どもに後期中等教育を

保障し，全日制高校では対応できない様々な問題を抱える子どもの居場所となり，その子

どもたちが将来貧困を脱却するためのひとつの選択肢として，定時制高校の役割はなお大

きい。 

 自分の学力に合った高校を選ぶことができ，かつそこに進学・通学するための経済的・

家庭的環境が十分に備わっている子どもであれば，教育を受ける権利の保障について，さ

ほど心配はいらないかもしれない。というのもこうした子どもたちは，自分で選択する力，

環境がある子だからである。しかし，すべての子どもに教育を受ける権利を保障するため

には，選択の余地のない子どもに対する配慮がとくに重要である。貧困は，子どもから，

手厚い養育を受ける機会を奪い，意欲を奪い，選択肢を奪っていく。 

 定時制高校の統廃合に際しては，このような観点から，選択の余地のない子どもから教

育を受ける機会を実質的に奪うことにならないような十分な配慮が必要であって，どんな

に慎重になっても慎重すぎるということはないのである。 

 

第 10 学校での労働教育の充実 

１ 非正規労働者の拡大 

 わが国における労働者全体に占める非正規労働者の割合はすでに３割を超え，20 代にお

いては４割を超える状態に至っている。従来わが国においては正規雇用労働者については，

採用後企業内においてオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT)をして企業に適合する能力

を育成するとの体制が取られてきた。これに対して，非正規労働者については企業内にお

いて能力育成の機会は与えられてこなかった。 

 わが国では，とりわけ大企業において，正規雇用労働者の採用にあたっては，新規学卒

者を毎年４月に大量に採用する方式がとられ，卒業時に正規雇用労働者として採用されな

かった者がその後正規雇用労働者に転換することはきわめて困難な状況となっている。 

 さらに，グローバリズムの進展における企業間競争に打ち勝つためとして，企業が従来

オン・ザ・ジョブ・トレーニングのために費やしてきた経費を削減する傾向にあり，正規

雇用労働者といえども企業内における教育訓練の機会は大幅に減少している。 
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２ 苛酷な職場環境の広がりと労働教育の必要性 

 労働者を取り巻く職場環境はますます厳しくなっている。非正規雇用労働者は短期間の

契約期間に基づく雇い止めの不安に怯え，正規雇用労働者との著しい賃金格差が存在する

などの劣悪な労働条件の下で働いている。一方，正規雇用労働者も長時間過密労働を強い

られ，過労死や精神疾患を発症する者が増加している。「ブラック企業」といわれる違法行

為を社員に強要する企業が公然と活動しており，民間企業だけでなく公務職場においても

残業代を法律の規定に従って支払わない違法状態が蔓延している。 

 こうした違法な権利侵害に対しては，労働者が権利救済を求める様々の制度が確立して

いるのであるが，それを利用する若者はきわめて少ない。若者労働者の多くは，自己の労

働の現状が本来法律によって守られている権利を侵害されているものであることを認識し

ていない，あるいは認識していても積極的に権利救済を求めることに消極的なのである。 

 こうした現状において，若者に対する労働教育をきちんと行うことが重要となっている。

わが国の中学，高校の教育課程において，労働分野の教育は従来はあまり行われてこなか

ったのであり，大学においても一部の学生をのぞき労働法についての知識を教育する過程

は確立されていない。 

 

３ 労働教育の方向性 

 若者に対する労働教育は二つの側面から追求されなければならない。 

 第１は仕事への適応能力を向上させることである。職業に関わる知識・技能の習得であ

る。従来，高等専門学校などの一部の教育機関を除けば，わが国の高等教育機関において

はこの面の教育はきわめて不十分であったと言える。中学校，高等学校の学習指導要領に

よれば雇用・労働問題についても一定の学習をすることになっている。しかし，現実に職

業適応能力を高めるための教育が実践されることはあまりなかった。企業内におけるオ

ン・ザ・ジョブ・トレーニングの機会が減少した現段階においては，高校や大学において

こうした職業に関わる知識・技能の実践的習得のための教育を充実すべきである。近年，

企業などへのエクスターン制度が実施されてきてはいるが，必ずしも制度として確立して

いるといえる状態には至っていない。また，職業に関わる実践的な知識・技能の習得を目

的とする専門高校，高等専修学校，専門学校，高等専門学校の物的人的体制は不十分であ

って，政府による十分な助成措置が必要である。 

 労働教育における第２の側面は仕事の問題状況への抵抗，すなわち労働法および労働者

の権利に関する知識と実践方法の習得である。残業代の請求や年次有給休暇の取得請求が

本来労働者の権利であることを知らない若者が多数存在する。知っていてもどのように請

求したらいいのかその術を知らない若者も多い。使用者から無理難題を要求された場合に

それを拒絶する方法を見出せない若者が多い。過去には，労働組合において，新入社員に

対する労働者の権利教育がなされていた時期もあるが，組合組織率の低下とともにそうし

た活動を展開する労働組合も減少している。 

 労働法の正しい知識を習得すること，労働者としての権利確保を実行する方法を習得す

ることが求められている。こうした教育活動は，弁護士・弁護士会においても担いうる活

動である。 

 大阪・京都・仙台など各地の弁護士会において，法教育活動の一環として労働法分野に
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ついても中学・高校への出前授業が開始されている。また，副読本の作成も取り組まれて

おり，大阪弁護士会においては「法むるーむ」という中学生・高校生向けの漫画雑誌を作

成し，その中に「初めてのアルバイトの落とし穴－労働問題」という章を作成し労働問題

を解説している。 

 こうした実践的な取組みはいくつかの NPO 団体においても開始されているところである。

今後各地の弁護士会が，教育機関や関連団体と協力しながら積極的に若者の労働教育に取

り組むことが求められている。 

 

第 11 若者の再就職に向けた教育訓練機関の充実 

１ 離職率の増大と再就職の困難性 

 若者の就職後の職場定着率は極めて低くなっている。7・5・3 といわれた大学生・高校

生・中学生の新卒採用後の職場への平均定着年数がさらに短縮していると言われている。

非正規雇用の増大はさらに離職率を増大する要因でもある。 

 離職した若者が再就職するにあたって，できる限り条件の良い再就職口を確保できるよ

うに援助する体制の整備が必要である。わが国の現状においては，非正規雇用労働者が再

就職に当たって，正規雇用労働者となれることは極めて稀である。再就職に当たって，企

業にアピールするだけの知識・能力の習得の機会が確保できないことも理由の一つと考え

られる。 

 北欧諸国においては，失業した若者は無償の学費の下で大学に通い，あらたな高度の技

能を身につけて再就職を果たしている。その間の生活費の援助も国家によってなされてい

る。 

 

２ 職業訓練の充実 

 わが国において，直ちにこうした制度改革を実現することは困難だとしても，若者が離

職した際に再就職に向けてあらたな知識・能力を習得できる教育訓練機関を充実させる必

要がある。 

 わが国においては，国および都道府県が，離職者，在職者，および学卒者に対して公共

職業訓練を実施している。離職者訓練は，ハローワークの離職者を対象に，独立行政法人

雇用・能力開発機構や都道府県が実施している。施設内訓練は６か月ないし１年であるが，

標準３か月の委託訓練が存在する。委託先は専修学校・各種学校・大学・大学院・NPO・事

業主・事業主団体など幅広い。現状の委託訓練がどれだけ再就職に有効に機能しているの

かについては十分な検証作業が行われておらず不明であり，訓練内容が再就職に向けた能

力向上のために機能していないのではないかとの批判もある。 

 また，現在の厳しい雇用失業情勢の中で，雇用保険を受給できない求職者に対する新た

なセーフティネットとしての無料の職業訓練と訓練期間中の生活給付を実施するものとし

て，緊急人材育成支援事業が実施されている。生活保障費は単身者 10 万円，扶養家族を有

する者 12 万円である。ハローワークが中心となって，職業訓練，再就職，生活への支援を

総合的に実施しようとの試みである。現在，この制度を恒久的な制度として 2011 年度から

実施していこうとの検討がなされている。 

 離職した若者が意欲を持って新たな就職に向けて専門的で実践的な能力の獲得・向上を
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図ることができるような充実した教育訓練機関を確立することが必要である。現行の公共

職業訓練機関の機能強化はもちろんであるが，大学施設の開放，民間企業との共同出資・

連携による教育訓練機関の創設など，大胆に知恵と予算を出していくことが必要である。

同時に，民間委託などによって国が職業訓練の実施主体としての責任を放棄することがあ

ってはならない。国の監督体制を整備・強化しておく必要がある。 

 また，たとえばドイツでは，本来の就労訓練を受ける前に，準備期間として半年から１

年間の就労準備プログラムを選択することが可能であり，社会教育士による家庭訪問など

きめ細かい若者就労支援が実施されている。わが国でも同様の準備プログラムの導入も検

討すべきである。 

 

３ 環境整備の必要性 

 さらに，ひとたびフリーターや無業者になるとその後の人生が決定してしまうという社

会システム自体を変えていくことも必要である。企業における採用システムを学卒時にあ

わせた一括採用からフレックス採用に移行していくことも有効である。雇用確保は企業の

社会的責任と考えるべきでもあり，国もその実現のための環境整備を図るべきである。 

 

第 12 子どもの遊びとスポーツ 

１ 遊びに対する支援活動の難しさ 

(1) 遊びの語源はのんびりする意味（「悠」）にあると言われている。誰かに命令される

ことなく好きなことをするのが本来である。 

発達心理学の分野では，従前から遊びを定義する試みがなされてきたが，内容も方法

も多岐にわたり，没頭の程度もさまざまなので，現在は遊びの定義づけはほとんど行わ

れていない。 

アメリカの教育学者ジャネット・モイルズも次のように表現している。「遊びという

概念をとらえるのは泡をつかむことにたとえられる。というのも，一見，つかめそうに

見えても，実際につかもうとすると，すぐにこわれてしまい，つかめないからである。」 

したがって，特定の遊びを定義して取り上げ，これに福祉的措置を行うことは，遊び

の本質と矛盾するものであり，かつ現実的でもない。 

(2) 遊ぶことは，普通の人にとって何ら難しいことではない。自然かつ簡単なことだと

思われている。 

しかし，精神的な余裕と安定した時間と環境がない場合は，遊ぶという行為を発達さ

せることは容易ではない。遊び相手となる親も同様であって，子どもと遊ぶには親自身

に生活に不安がなく，気持ちに余裕がなければならない。 

このため，親や子どもが生活や精神状態にゆとりを持てる環境を整えることが，遊び

に対する何よりの支援にほかならず，したがって，他の項で紹介されている様々な福祉

的措置を講じることが必要と考えられる。 

 

２ 遊び場の確保と整備 

(1) 遊び場の利用は貧困家庭の子どもに限った話ではないが，近場で簡単に友だちと遊

ぶ場所としていっそうの整備・拡充が望まれる。 
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児童福祉法 40 条は，児童の健康を増進し，情操を豊かにするため，児童遊園や児童

館等（児童厚生施設）を確保・整備するよう求めている。 

これに基づき，児童遊園や児童館は全国各地で多数設置されている。児童館について

は，厚生労働省「社会福祉施設等調査報告」によると，2008 年 10 月現在で，全国に 4689

か所（うち公営 3022 か所）が設置されている。ただ，2001 年ころからほぼ横ばいであ

り，いっそうの拡充が望まれる。 

児童遊園とは別に，都市公園法及び都市計画法に基づく公園（以前は「児童公園」と

呼ばれていた。）についても，いっそうの拡充を進めるとともに，管理している地域団

体等に対して施設整備等のための補助を積極的に行うことが有用と考えられる。 

また，学校にはグランドや遊具など子どもの遊びに適した施設があるので，これを積

極的に活用すべきである。国公立の学校においては，社会教育法 44 条に基づいて子ど

もたちに施設を開放したり，スポーツ振興法 13 条の趣旨に基づきスポーツ施設を一般

の利用のために提供することが望まれる。 

(2) そのほか，全国各地で，地域と一体となって遊び場を整備し，子どものために創造

的な遊びの工夫を促し，遊びを見守る活動も行われている（「プレーパーク」等）。この

ような活動を運営する組織に場所や資金の援助を行うことも貧困家庭の子どもに対す

る支援として有用と考えられる。 

 

３ スポーツや芸術活動への支援 

 遊びの中でも，スポーツや芸術活動など，現在，大人の指導の下組織的な活動が行われ

ている分野では，特定の遊びを取り上げて，これに支援を行う行政的な措置は可能であり，

また有効である。 

 たとえば，スポーツの場合は，少年スポーツチームに対して指導者を派遣したり，用具

や遠征費等の費用を支給する人的物的な支援が考えられる。 

 現に，いくつかの市町村では，とくにスポーツ少年団の活動に補助金を交付する例があ

り，これを全国的に広げながら，子どもの用具や遠征費等さまざまな費目で使えるよう制

度を拡充・整備していくことが望まれる。 

 

第 13 ひとり親家庭への支援の充実 

１ はじめに 

 これまで，親が１人だけの家族と聞けば，母子家庭を思い浮かべる人がほとんどだった

のではないだろうか。しかし， 近は，「父子家庭」にも注目が集まっている。また，昔か

ら，祖父又は祖母とその孫という家庭も一定の割合で存在している。 

 このように，社会には母子家庭以外にも様々な形のひとり親家庭がある。それを象徴す

るかのように，以前は「母子家庭等」などと記載されていたが，現在は保護者１人と子ど

もで構成される家庭を「ひとり親家庭」という言葉で表すようになった。そして，母子家

庭以外のひとり親家庭も，母子家庭と同じように様々な問題を抱えていることが明らかに

なってきた。 

 いろいろな形の家庭の存在を認識するという意味で，「ひとり親家庭」という言葉が社会

に浸透していくことは歓迎すべきである。反面，「ひとり親家庭」と一言で表現するように
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なると，今度はそれぞれの家庭の実情が見えにくくなってしまう。子どもの数や年齢，非

同居親との関係，支援者の存否，ひとり親の就労状況等により，子どもたちの生活状況は

様々である。したがって，それぞれの家庭の様々なニーズに対応できるように柔軟性に富

んだ支援策が構築されなければならない。 

 

２ 経済的支援 

(1) 経済的支援の必要性 

2006 年度の全国母子世帯等調査結果報告書によれば，2005 年の全世帯の平均収入は

563.8 万円，母子家庭の平均世帯年収は 213 万円，そして父子家庭の平均世帯年収は 421

万円であった。父子家庭の平均収入は，母子家庭と比べれば約２倍だが，全世帯平均と

の比較ではその７割程度にとどまる。この数値はあくまでも「平均」であって，母子家

庭に比べて経済的な問題が比較的少ないとされている父子家庭でも，平均年収が 200 万

円未満の世帯が約 16%存在していることは深刻な問題である。 

ひとり親家庭の収入が低くなってしまう理由は男女間の賃金格差（2009 年の調査によ

れば短時間労働者を除く女性の平均賃金は男性の賃金の 69.8%にとどまる。）を始め複合

的であるが，単純に考えても，育児・家事・仕事をすべて１人でやらなければならない

ため，就労時間が短くなり，その結果，低収入につながってしまうと考えられる。この

ため，経済的支援が必要となる。 

(2) 児童扶養手当の拡充 

ひとり親家庭に対する経済的支援として代表的なものに，児童扶養手当がある。児童

扶養手当は，これまでの間，母子家庭に対してのみ支給されていたが，当事者の活動の

成果もあり，2010 年８月から，父子家庭に対しても支給されるようになった。これによ

り，今まで一部の自治体が条例を制定して行ってきた父子家庭に対する経済的支援が全

国で受けられるようになった。これは父子家庭にとっては極めて大きな改正であった。 

今後は，現在の厳格な所得制限基準を緩和するとともに，非就労者に対するペナルテ

ィともいえるような一部支給停止制度を改正することが必要である。 

(3) 生活保護における母子加算の存続 

2009 年６月に廃止され，同年 12 月に復活した母子加算は，今後も継続されるべきで

ある。母子加算が廃止されたのは，生活保護を受給していない母子世帯の平均収入より，

保護費の方が高いとの調査があったからだとされる。しかし，仮にその調査が信頼でき

るものだとするならば，問題は生活保護を受給していない母子家庭の平均収入があまり

に低いことである。「 低生活費」の保障である生活保護を減額することで平均収入を

そろえるのではなく，経済的支援を充実させることでその差を埋めなければ問題は解決

しない。母子家庭に経済的支援が必要なことは世帯収入から見て明らかであり，母子加

算は継続されるべきである。 

(4) 養育費取得に対する公的支援 

「平成 18 年度全国母子家庭世帯等調査結果報告書」によれば，母子家庭のうち養育

費を受けているのは 19%であった。2003 年度の調査と比較すると 1.3%増加しているが，

それでも同居をしていない親のうち５人に４人は子どもの養育の責任を放棄している

ものといえる。しかも，同調査からは，離婚直後は養育費を払っていても，離婚から４
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年が経つと支払が滞る傾向がみられる。また，相手にかかわりたくないとの理由で養育

費の取り決めをしなかった同居親は 23.7%のぼっている。養育費を受け取っていない原

因はそれぞれであるが，養育費を確実に受け取ることで，ひとり親家庭の経済的問題の

一部が解決することは確実である。そこで，養育費の取り決め，支払いや不払いの場合

の回収を当事者のみに任せるのではなく，同居親が確実に養育費を受けとることができ

るようなシステムを構築すべきである。 

(5) 医療費の援助 

ひとり親家庭に対しては，地方自治体が，ひとり親家庭医療費助成などの名称で医療

費を補助している。しかし，補助の内容は地方自治体によって差があり，受給には所得

制限があること，申請が必要であることなどからすべてのひとり親家庭が補助を受けら

れるわけではない。ひとり親家庭の親は，非正規で働いている割合が高く，子どもを医

療機関に連れて行くために仕事を休めば，医療費を支出しなければならない上，収入が

下がってしまう可能性が高い。その結果，医療機関の受診を控えることになる子どもが

出るおそれがある。すべての子どもが必要な医療を受けられるよう，医療費の補助を充

実させることを求める。 

 

３ 就労支援 

(1) 職業斡旋制度の充実化 

「平成 18 年度全国母子家庭世帯等調査結果報告書」によれば，同居親がひとり親家

庭になる前から就労していた割合は，母は 69.3%(うち常用雇用者は 28.7%），父は 98%(う

ち常用雇用者は 75.4%)であった。母は，ひとり親家庭になる前は家計を補助するという

役割を果たせば良かったのに，ひとり親家庭になると同時に，突然，生計を支える必要

にせまられていると思われ，その負担は大きいと推測される。しかも，昨今の経済状況

を考えれば，離婚が決まって就職活動をしたとしても，子育てと両立できるような就業

先にすぐに常用雇用される確率は低い。不安定な就労状況では収入が安定せず，その結

果，継続的な家計管理をすることは不可能となり，日常生活に常に経済的な不安が存在

することになる。そこで，ひとり親が安定した就業先を得ることができるよう，就労を

支援すべきである。 

(2) 職業訓練の提供 

ひとり親家庭の親の就労状況を改善するため，職業訓練を充実させることが必要であ

る。現在，母子家庭に対しては，就労を目的として，一定の範囲で職業訓練を受けるた

めの費用や訓練中の生活費の援助制度があるが，就業訓練を受けながら生活費を確保す

ることは容易ではない。他方，母子家庭以外にはそもそも援助がない。父子家庭の父は，

母子家庭の母に比べると，ひとり親になる前から稼働していた割合が高いと推測される

が，ひとり親になると子育てや家事を行うために就業可能時間が減少し，また転勤等が

できなくなったりする。 近は仕事と私生活をバランス良く維持していくことを目指す

「ワークライフバランス」という言葉も聞かれるが，男性に対し，家庭より仕事を優先

することを求める日本の企業風土の中では，稼働時間の減少などを理由に離職に追い込

まれることがある。そして，一旦，失職してしまえば，再就職先を見つけること，とり

わけ子育てに理解があるような就職先を見つけることは極めて困難である。とすれば，
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父子家庭の父も就職のために職業訓練が必要な場合があることは母子家庭の母と変わ

りはない。したがって，就労支援の対象を母子家庭の母に限定せず，男女を問わず職業

訓練を受けられるようにすることが重要である。 

もっとも，訓練後の就職率が必ずしも高くないことから，現在提供されている職業訓

練が本当に労働市場のニーズにあっているのかという疑問もある。父子家庭の当事者団

体である「全国父子家庭支援連絡会」は，就職に結びつきやすい職業訓練の方法として，

生活保護の活用を提案している。同団体は，訓練中の生活費は保護費でまかない，企業

で無償又は低額の給与を受けながら研修することができれば，実際に労働市場で求めら

れる技術を習得できると述べる。関係機関は，このような当事者の声も生かし，現実的

に就職に結びつき，かつ，訓練中の生計維持にも配慮した職業訓練のシステムを開発し，

男女を問わず，就労を希望するひとり親に対し提供するべきである。 

(3) 就業環境の改善 

ひとり親家庭の保護者の雇用主に対し，法定労働時間の厳守，産休・育児休暇の取得

及び取得期間中の所得補償など，少なくとも法定事項を順守すること，さらに進んで，

子育てをしやすい職場環境の整備を要請し，就業環境の改善を求める。 

(4) 雇用主への支援 

就業環境の改善には，雇用主の協力が不可欠のものとなる。そこで，就業環境改善の

ための負担に対し公的支援を行い，雇用主が改善策を取りやすくするよう求める。 

 

４ 育児支援 

(1) 保育所の整備 

厚生労働省の発表によれば，2009 年 10 月の保育所入所待機児童数は 46058 人であっ

た。これらの児童の保護者がひとり親とは限らないが，子どもを預けることができなけ

れば就労することはできず，すると，いつまでも保育所に入所する要件である「保育に

欠ける」という要件に当たらず，保育所に入所できないことになる。特に，ひとり親家

庭においては，両親が交互に子どもの面倒をみるといったこともできないから，ひとり

親は短時間であっても稼働できず，就労経験を積むことができないため，ますます就職

先を見つけることが難しくなる。このような悪循環を断ち切るため，保育所を飛躍的に

増設し，待機児童ゼロの実現に取り組まなければならない。 

また，病児保育については，実施している保育園はわずかである。子どもが病気にな

った際は，保護者が仕事を休んで付き添うことができる環境を整えることが重要である

のはもちろんであるが，今，現実に病児保育の受け皿が必要である以上，これを実施す

る保育施設が増設されることが必要である。 

(2) ヘルパー制度の充実 

自治体によっては，子育て支援のためのヘルパー派遣事業を行っているところがある。

これは，急な事情により一時的に子どものケアができない場合，保護者がヘルパーの派

遣を要請すると，予め登録しているヘルパーを派遣するというものである。ヘルパーは，

子育て経験者などで，所定の研修を受けることが要件となっていることが多い。ヘルパ

ー制度は時間制で利用でき，必要な時に，必要なだけ援助を受けられるという利点があ

る。この制度をより利用しやすくするため，利用料の減額又は補助金の交付，そして安
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心して子どもを預けることができるよう，ヘルパーに対する研修を充実させるべきであ

る。 

(3) 訪問相談制度の拡充 

各市町村は，生後４か月までの子どものいる全家庭を訪問する，乳児家庭全戸訪問事

業（通称こんにちは赤ちゃん事業）を行うこととされている。子どものいる家庭を実際

に把握してその環境を確かめることは，関係者にとっては支援の必要性の有無・必要な

支援の内容を知るために重要かつ有効な手段である。一方，訪問される家庭にとっては，

全家庭が訪問の対象であれば，訪問を受け入れることへの心理的抵抗は少ない。そこで，

この訪問相談制度を充実させることは，特に孤立感を持ちやすいひとり親家庭への援助

として非常に有意義と思われる。そこで，訪問担当者に対し十分な研修を行うとともに，

ひとり親家庭に訪問相談を超えた支援が必要な場合には，関係諸機関と連携できるよう

な体制を構築することが必要である。 

もっとも，前記事業は継続的な訪問を行うことを予定したものではない。そこで，児

童扶養手当の申請がなされた場合は，関係機関にとって，当該家庭が「ひとり親家庭」

で，しかも「経済的に困窮していること」が明らかになるのだから，このような場合に

は，継続的に訪問を行い，育児の支援をするとともに，生活全般の相談に乗るようなシ

ステムを構築する必要がある。 

(4) ひとり親が再婚を希望する場合の支援 

ひとり親が増加するとともに，再婚家庭の数も増加している。しかし，児童虐待事件

の虐待者の上位に実親の「再婚相手」があげられることからもわかるように，再婚家庭

は一定の危うさを含む。また，そのような問題がなくても，子どもは実親との別離を整

理できないうちに再婚相手を受け入れることを迫られる可能性が高く，環境の変化に適

応できないおそれがある。さらに，再婚相手への遠慮から，子どもと非同居親との交流

が断ち切られてしまう可能性も否定できない。 

そこで，子どもの心を理解し，再婚家庭が円満なものとなり，その家庭の中で子ども

が健全に成長できるよう，再婚を望むひとり親（及びその再婚相手）に対し，再婚家庭

での「親子関係」や再婚後の非同居親との関係などについて学ぶ機会を提供することが

必要である。また，再婚後も，問題が生じた場合には相談を受け付け，又は求めに応じ

て家庭を訪問し相談に応じる制度も構築すべきである。 

 

第 14 子育て支援 

１ はじめに 

 これまでわが国では，子育ては家庭で母親が行うものとされてきた。そして，母親とい

うものは１人で子育てできる存在とされてきた。そのため，子育て支援策を策定するにあ

たって， も重要な，支援を利用する側のニーズ，子ども自身の視点は考慮されないまま

であった。 

 他方，出生率が一向に回復しない中で，国は少子化対策の観点から様々な取組みを始め

た。 

 しかし，いずれも十分な支援にはなり得ていない。その理由は，先ほど述べた利用者の

ニーズを考慮していない点。人が生まれ，社会のなかで働き，家庭を持ち，子どもを産み，
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育てるという数十年にわたる大きな過程を捉えきれていない点。また，人間らしく生き，

次世代の人間を育てていくためには，経済的支援，労働条件環境の整備，教育の充実等の

多種多様な支援を組み合わせる必要があるが，複数の省庁の連携あるいは一体化が実現し

ていない点にあると考えられる。 

 以下，現行の支援のいくつかに触れ，その課題を指摘し，あるべき支援の姿を提言する。 

 

２ 現在行われている支援及び課題 

(1) 妊娠出産前における支援 

① 妊婦等支援教室 

妊娠中から妊娠，出産，育児に関する知識を普及させ，安全な出産を目指すために

各自治体では，「両親学級」などの名称で妊婦等支援教室を行っている。 

ただし，開催場所，開催日が限定されていること，利用者側で積極的に情報収集し

なければ開催情報が得られないことなどから，参加が普及しているとは言い難い。 

② 妊婦健康診査を促すための家庭訪問 

後述するように，妊産婦健康診査費用の一部を公費負担する経済的支援は広まりつ

つあるが，妊産婦が医療機関に訪れなければ，健康診査を無料にしても効果はない。

そこで，健康診査を促すための家庭訪問を行っている自治体もある。 

しかしながら，実施は義務付けられていないために地域差が生じている。 

③ 経済的支援 

ア 妊産婦検診費用の公費負担 

2008 年，国は，妊婦が費用の心配をせず必要な回数（14 回程度）健康診査が受け

られるように，公費負担の拡充（地方財政措置が取られている５回分に合わせ９回

分を公費負担することで，本人の費用負担なく 14 回分を負担できるようにした。）

を図った。 

しかしながら，拡充された公費負担分の半分は地方財政措置によって賄わなけれ

ばならないために，自治体によって回数，公費負担額（2010 年６月の厚生労働省に

よる調査では，約８万円の差が生じている。），及び検査項目（厚生労働省が例示す

る標準的な検査項目を実施しているのは全体の約 52％）にばらつきが出ている。 

イ 出産育児一時金・入院助産・応急小口資金・生活福祉資金貸付 

出産する者が健康保険等の被保険者あるいは被扶養者である場合，出産後申請を

行えば，出産育児一時金を受け取ることができる。この制度では，産後の退院時の

支払に間に合わず，出産に関する経済的負担を軽減できないとの視点から，2011 年

３月までの間，出産育児一時金を直接医療機関に支払う方法が創設された。 

しかし，直接支払が実施されるまでの期間が長く，その時間が医療機関の経営を

圧迫する，保険未加入の妊婦には適用されない等の課題がある。 

経済的に困窮している場合には，出産にかかる費用を公費で負担する入院助産制

度が利用できる（児童福祉法第 22 条）。 

ただし，入院助産を受け入れる医療機関が限られている，分娩にかかる実際の費

用よりも入院助産により支払われる費用が低いために医療機関の減収となるなどの

課題がある。 
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入院助産が利用できない場合には，自治体の応急小口資金貸付あるいは社会福祉

協議会の生活福祉資金貸付を利用することもできる。 

とはいえ，出産という子どもにとっても，親にとっても人生のスタートであると

きに，大きな費用を負担しなければならず，そのために借金をしなくてはならない

ような国が，出生を歓迎していると言いうるだろうか。 

ウ 不妊治療費助成 

少子化対策の一環として，不妊治療費の助成が進められ，2007 年には助成額が増

額するとともに所得制限も緩和された。 

とはいえ，一部の自治体を除き所得制限はあり助成期間が限られている等の課題

がある。 

(2) 乳幼児期における支援（保育一般については「本章第２節第４ 保育」に譲る） 

① 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

原則，生後４か月を迎えるまでの，すべて乳児のいる家庭を対象に，子育ての孤立

化を防ぐために，その家庭において様々な不安や悩みを聞き，情報提供を行うととも

に，適切なサービスに結びつけることにより，地域の中で子どもが健やかに育成でき

る環境整備を図ることを目的としている（児童福祉法第６条の２第４項）。 

実際，生まれたばかりの子どもがいる場合には外出自体が困難であることから，孤

立しがちである親に対し，そのテリトリー内である家庭への訪問は効果的である。 

しかしながら，全戸訪問の実施は義務付けられていないために，県全体の約 40％し

か実施していない自治体も存在する。また，厚生労働省策定のガイドラインでは，訪

問者の資格要件を定めておらず，保健師，助産師，保育士等資格を有する者による全

戸訪問を実施している自治体はさらに少なくなる。 

② 家庭支援スタッフ訪問事業 

産後，育児や家事の支援を必要とする家庭に対して，援助者を派遣し，親の肉体的

精神的負担を軽減することを目的とする。 

子どもが小さいことや，親自身の孤立，精神状態等を原因として外出自体が困難に

なると，困っていても相談をすることができず，孤立を深め，困難が増していく悪循

環に陥ってしまう。そのため，親子のテリトリーである家庭内に援助者を派遣し，相

談だけではなく実際に手を添え，育児家事を手伝う。これにより，虐待のリスク等家

庭内の問題を早期発見でき，予防につながる。 

非常に効果的かつ，利用者のニーズに近く，親子に寄りそう支援としてなくてはな

らない支援策であるが，実施は自治体に任せられており，広まっていないというのが

現状である。 

実施している自治体においても，援助者（保育士，保健師，心理判定士等の有資格

者に限っている自治体もあれば，ヘルパー事業者に任せている自治体もある。）負担金

の有無等，サービスの内容にばらつきがある。 

③ 親育ち支援推進事業 

妊娠，出産を経たからといって，当然に親になれるはずはない。 

これまで，日本においては，出産をしさえすれば母親になるものと捉えられていた

ために，親育ち（ペアレンティング）の視点はなかった。 
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しかしながら，人々が地域のコミュニティから切り離されるとともに核家族化が進

む反面，家庭の養育能力が求められる状況は強まる中で，自信を失い孤立化する親の

存在が認識されてきた。 

そこで，いくつかの自治体において，少子化対策の一環として親育ち事業が始まっ

ている（内閣府 2007 年「少子化対策に関する先進的取組」では，浜松市，伊勢原市，

熊本県が紹介されている）。 

しかしながら，いずれも講座形式で，ある時期にある場所を設定して行っているも

ので，その場所までたどりつけない深刻な状況にある親の支援としては機能していな

い。また，このような事業は，国の少子化対策関連予算に基づく交付金を自治体が安

心子ども基金として活用することで可能となっているものであるが，この交付は 2011

年３月までとされている。 

④ 病児・病後児保育事業 

親は，子どもを預かってくれるところがなければ働くことができない。保育所がそ

の代表であるが，集団生活であるために，病児，病後児は預けられない。そのため，

病児，病後児保育は働く親にとって重要なものとなる。 

しかしながら，これも，実施事業所が少ない，有料であるために親が低賃金の場合

には利用困難である，診断書を要する等の利用要件がありニーズに応えることはでき

ていない。 

⑤ 家庭的保育事業 

2005 年から始まったが，児童福祉法の改正により 2010 年４月から児童福祉法に基

づく事業として施行された。待機児童解消策として，国は対象児童数を増やすとし実

施基準及びガイドラインの検討を行っている。 

現状では，保育が密室で行われることや家庭的保育にあたる者の資格要件について

課題がある。 

(3) 就学後における支援 

① 学童保育（放課後児童クラブ，放課後子ども教室） 

保護者が仕事のために，昼間家庭にいない小学生に対し，授業終了後に，児童厚生

施設等を利用して適切な遊びや生活の場，放課後子ども教室においては学習の場を提

供し，児童の健全な育成を図る目的のものである。 

費用負担については，自治体によって様々であるが，安心子ども基金の中から放課

後子どもプラン推進事業費として，負担金を助成している自治体もある。 

保育所では延長保育があり，午後６時以降も預かってくれていたが，１歳違いの小

学校１年生になると，１人で留守番をしなくてはならなくなるというのは，あまりに

も危険であり，学童保育の重要性は高い。 

しかしながら，いわば延長保育にも匹敵する重要な働きを担う機関でありながら，

低基準，明確な実施責任，指導員の配置基準が定められていない等の運営の根本た

る部分が曖昧なままになっているという課題がある。厚生労働省が行った調査におけ

る，実施していない理由の上位は，「指導員の人材確保が困難」，「実施場所の確保が困

難」が占めている。 

(4) 全期間を通じて行われる支援 
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① 地域子育て支援拠点事業 

核家族化，地域コミュニティの崩壊，親の長時間労働を受け，子育ての孤立化及び

負担感の増大が進んでいる現状に対し，すべての子育て家庭を支える仕組みとして創

設され，2007 年度以降すべての中学校区（全国１万か所）での設置に向け拡充を図っ

ている。 

確かに，それぞれの家庭のある地域という身近な場所に相談できる機関が存在する

ことは望ましく，そういった機関の存在が新たなネットワークづくりにも資するもの

である。 

とはいえ，2008 年の時点で 4889 か所の設置に止まっており，また，財政基盤が脆

弱な NPO 等が運営している拠点も多く，安定的な財源が確保されていない。 

② 養育支援訪問事業 

育児ストレス，産後うつ病等の問題によって，子育てに対し不安や孤立感を抱える

家庭や，養育が困難になっている家庭に対し，訪問により相談，指導，助言等を行う

ことで，それらの問題の解決及び軽減を図る目的で行われている（児童福祉法６条の

２第５項）。 

事業内容としては，相談や助言だけではなく，家事支援等の直接的な支援が含まれ

ており，2(2)②で既述した家庭支援スタッフ訪問事業と同様の効果を有する。 

しかし，実施主体が自治体とされ，実施は義務付けられていないことから，その家

庭が存在する地域によって，支援の可否が決められるという地域格差が生じている。 

③ ファミリーサポートセンター 

子どもの預かりなどの援助を希望する者と援助を行う者とが相互に，市町村の運営

するファミリーサポートセンターに会員登録し，ファミリーサポートセンターが両者

の間を調整する。 

子どもの預かりだけではなく保育園への送迎等様々な依頼ができることや地域の大

人と関わるなかで，子どもが地域のコミュニティに守られる効果的な事業である。援

助を受けたい者と行う者との都合が折り合わなければ利用できないシステムではある

が，子育ての多様化に対応できる選択肢の一つになりうると思われる。 

④ 一時預かり事業 

児童福祉法６条の２第７項に定める一時預かり事業の他，ショートステイやトワイ

ライトステイといった，一時的に子どもを預けなければならなくなった際に利用でき

る支援は存在する。 

しかしながら，いずれも援助側の視点からの制度設計であるため，利用しにくく，

緊急時に迅速に対応できる支援にまではなりえておらず，地域による格差があること

が課題である。 

 

３ 求められる支援（提言） 

 以上のように，いずれの支援においても，利用者のニーズが置き去りになっていること，

財源の不安定さ及び地域格差が大きな課題である。 

 親が，この子を産んでよかったと感じ，子どもが生まれてきてよかったと感じながら，

人間らしく生きるためには，社会に包み込まれていると感じなければならない。地域社会
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というコミュニティが存在していた時代には，当たり前のことだった個人を包み込む社会

は，現在の日本では限られた地域にしか存在しない。私たちは，子どもや大人を包み込み，

守ってきたコミュニティが失われてしまった時点にいることを前提に，生まれてくる子ど

もを，子どもを育む親を歓迎し，包み込むコミュニティを再び作らなければならない。 

 フィンランド調査において，「学校の統廃合により子どもをコミュニティから切り離した

つけを，いつか払わなければならない」という言葉を得た。高知県の子育て支援センター

では「地域で育てられた子どもと地域で育てられていない子どもは違います。安心感とい

うのか，優しさというのか。折り紙や計算は教えられても，日々の地域の声掛けなどによ

って培われた優しさは教えられない」という言葉を得た。 

 そのような視点から，利用者のニーズを出発点とし，利用者の満足を着地点として，以

下のような支援が必要である。 

 第１に，現在拡充しつつある地域子育て支援拠点事業を一層強化し，イギリスにおける

チルドレンズセンターやフィンランドにおけるネウボラのように，そこに行けば，その親

子のために必要なすべての支援が受けられ，親子ともにその場所に行くことが楽しみにな

るような拠点がベビーカーで移動できる距離に存在しなくてはならない。 

 第２に，訪問事業の拡充が必要である。具体的には，訪問事業の自治体に対する義務付

け，訪問を可能にする情報提供，専門性を有する人材の安定確保が必須である（なお，現

在の訪問事業の課題として，他機関からの情報提供が個人情報保護の観点から阻まれ，訪

問を要する家庭を把握できないという問題点があるが，子ども支援の観点から，情報の保

持機関による断絶はなくさなければならない。）。単なる訪問による相談では十分な対応は

できない。「相談で気持ちは軽くなっても，育児の負担が軽くなるわけではない」との声も

ある。家庭の中で実際に手足を動かして，育児や家事を現実的物理的に軽減する支援，あ

たかもおじいちゃん，おばあちゃんがしてくれたような温かい支援が必要である。 

 

第 15 社会的養護の問題 

１ 子どもの自己決定権の尊重のもとで，１人１人の子どもにとって最適な養育方法を選

択するために～第三者的専門家集団による養護方法の選択 

 社会的養護の選択・決定の制度について，現在の法制度のもとでは，児童相談所で保護

された子どもたちに対して，処遇会議によって，家庭指導・施設入所・里親委託といった

養育方法が決定される制度がある。 

 しかし，子ども虐待の疑われる家庭から子どもを切り離すという役割を担う児童相談所

は，子どもにとって，直ちには親しみにくく，完全に安心して頼れる存在ではないことも

多い。また，児童相談所は親と対立当事者となることが多く，家族再統合のためには本来，

別の第三者的機関が関与することが望ましい。さらに，虐待が起こりやすい乳幼児期の子

どもの安全の確保や，各種施設・里親に委託された後の子どもの養育環境の整備や進路選

択の支援まで含めた継続的かつ総合的な養育の決定・支援については，児童相談所だけで

対応しきれるものではない。児童福祉法が 18 歳に達するまでの者を対象としているという

限界もある。 

 そこで，子どもの養育方法を調整し決定する専門の第三者的機関として，保健・心理・

医学・福祉・社会学・法学等各分野の専門家によって構成された「子ども委員会（仮称）」
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を創設するということが考えられる。そして，虐待や貧困の状態に置かれた子どもたちに

ついて，継続的に，妥当な養育方法を検討し，調整・決定していくのである。この，「子ど

も委員会」は，子どもの発達に応じた自己決定権を尊重するために，子ども自身に対する

適切なアセスメントを行うとともに，家庭や施設，里親に対する指導，勧告又は支援を行

ったり，子どもの就学，就労環境を調整するなどの権限も持たせ，18 歳を過ぎた後も，修

学・就労が安定するまで対応するのである。 

 子どもの養育を継続的かつ総合的に支援する機関として，「コーディネーター」を配置す

る方法も考えられる（現在政府で検討されている貧困者への支援策である「パーソナルサ

ポーター」制度と同様の発想である。）。もっとも，子どもへの総合的支援のためには１人

の専門家だけで対応できるものではないことにも留意が必要であるし，多くの行政機関に

繋ぎ，動かすにあたって，個々のコーディネーターの専門領域や取組み方によって対応の

濃淡が生じることは妥当でない。 

 いずれの方式を採るにしても，子どもへの継続的かつ総合的な支援を全うするためには，

総合的で濃淡のない支援こそが必要である。 

 

２ 児童福祉施設最低基準の改善・措置費の拡大～子どもたちを家庭の欠乏による不利か

ら守りぬく 

 第２章第３節第４「児童福祉法のしくみと沿革」でも述べたとおり，現在，社会的養護

のための施設である児童養護施設，乳児院，児童自立支援施設及び情緒障がい児短期治療

施設（以下「児童養護施設等」という。）については，「児童福祉施設 低基準」（児童福祉

法 45 条２項の委任を受けて，児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働

省令）として，全国一律の 低基準（ナショナルミニマム）が定められているが，その水

準は，非常に低いものにとどまっている。 

 さらに，現在，地域主権戦略会議において「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の

拡大」が議論されているところ，この児童福祉施設の設備及び運営に関する基準も，その

見直しの対象として挙げられている。そして，その現在の議論の方向性としては，児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準の設定を条例に委任したうえ，医師等の職員の資格・

配置する職員の員数・居室の面積については省令を条例制定における「従うべき基準」た

るナショナルミニマムとしつつ，その他の大部分の項目については，省令を条例制定にお

いて「標準」ないし「参酌すべき基準」という程度の性質のものにとどめ，条例において

省令の基準よりも低水準の基準を置くことを許容すべきとする論調が強いようである。 

 しかしながら，もしこうした議論に沿って，児童養護施設等の 低基準の設定につき，

その大部分をほぼ手放しで条例に委任する旨の法改正がなされたとすれば，現在の低すぎ

る厚生労働省令所定の 低基準をさらに下回るような基準を定めた条例も制定されかねな

い。 

 したがって，厚生労働省令の位置づけをナショナルミニマムとして維持したうえで，そ

の水準を，家庭の欠乏による不利から子どもたちを守りぬけるレベルに改善する必要があ

る。 

 また，これと併せて，子どもたちの学習環境を改善し，充実した社会体験を保障するた

めには，現在の養護施設に対する措置費では甚だ不十分と言わざるを得ず（第２章第３節
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第４参照），措置費の拡大が必要である。 

 

３ 家庭的な環境での養育の拡充～親に代わる心の拠り所となる大人との信頼関係（対人

関係構築の基盤）の形成，ごく普通の日常生活の体得を目指して 

 第１章第４節「家庭崩壊と子どもの虐待の増大」において詳述したとおり， 近では，

社会的養護のもとで生活している子どもたちの多くが，家庭の貧困とそこから来る家庭内

の様々な辛い体験によって負ったトラウマを抱えている。また，親（通常は子どもにとっ

て 大の心の拠り所となるべき存在）との間で良好なコミュニケーションがとられていな

かったり，特殊な日常生活を送ってきたことにより，うまく対人関係を構築できなかった

り，身辺自立の遅れていることも多い。さらに，こうした様々な事情があいまって，自己

肯定観を持てず，夢や希望を抱けないという子どもたちが非常に多い。そして，子どもた

ちの抱えるこれらの問題は，子どもの現在及び将来にわたって，多大な不利を生じさせる。 

 したがって，社会的養護においては，子どもたちに不利をもたらす問題を取り除くため

に，親に代わる心の拠り所となる大人との信頼関係（対人関係構築の基盤）の形成，ごく

普通の日常生活の体得を図る必要がある。そのためには，１人１人の子どもに対して，心

理学等に関する専門的知見に根ざしたきめ細やかなケア，丁寧なコミュニケーションが行

われ，ごく普通の家庭での日常生活に類似した安定した日常生活が提供されなければなら

ない。すなわち，家庭で暮らせなくなった子どもたちが も必要としているのは，家庭的

な環境での社会的養護なのである。 

 この家庭的な環境での社会的養護を実現する方法としては，里親委託，あるいは，子ど

もたちに家庭的な環境を提供できる施設への入所，という２通りの方法が考えられるので

あるが，現時点の社会的養護においては，里親委託される子どもの数は少なく，また，施

設における家庭的な環境での養護は，ここ 近になってその必要性が認識されたばかりで

あり，これを十分に実現できている施設の数は未だ少なく，いずれの方法についても，今

後，拡充を図っていく必要がある。 

 そこで，里親に対する支援体制の拡充させる（後述４参照）とともに，施設において家

庭的な環境を（閉鎖的にならず，かつ，職員をバーンアウトさせない形で）実現できる体

制を整備する必要がある。この施設の体制としては，少なくとも，小規模な生活単位，職

員の多数配置，心理学の専門家との連携が必要であり，さらに，これまでの実践例を研究

し，適切な体制を検討したうえ，その実現を推進していかなければならない。 

 また，子どもの選択肢を増やし，社会生活への適応を図るために，一定程度は大舎制施

設も残す必要があると考える。 

 

４ 里親に対する支援体制の拡充 

 現在，わが国において里親委託が少ないことの背景として，里親に対する支援体制が不

十分であることが否めない。国及び地方自治体が主導して地域社会の様々な社会資源を統

合した支援体制を整備する必要がある。 

 また，子どもと里親との関係の調整のために，継続的な専門機関の関与が必要になるの

であり，１で述べた「子ども委員会（仮称）」などの機関による調整・指導・支援が妥当で

ある。場合によっては，子ども及び里親へ個別のカウンセリングを定期的に行うことも考
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えられる。 

 

５ すべての子どもたちに居場所を～既存の各制度の機能・役割の拡充・シェルター等の

法制度化 

 第１章第４節で詳述したとおり，現在の社会的養護制度は，社会的養護を必要としてい

るすべての子どもたちをカバーできているわけではなく，カバーできていない子どもたち

が存在している。そこで，既存の各制度の機能・役割を図るとともに，新しい制度を創設

することによって，現在カバーできていないすべての子どもたちに社会的養護を提供され

るようにすることが，急務である。 

 例えば，義務教育終了後，高校に進学できなかったり，高校を中退したりした子どもは，

働いて自立できるとみなされ，児童養護施設・里親家庭による保護の対象から外されてし

まうことが多いが，このような場合に，子どもとしては，必ずしも就労による自立を希望

するとは限らず，高校を受け直したり，高校卒業認定試験を受けて，大学に進学したいと

いう気持ちを持っていたり，就職か進学かをゆっくり考えたいという気持ちを持っている

ことも多いと考えられる。こうした子どもたちの気持ちに応え，子どもの選択肢を増やす

ために，児童養護施設・里親家庭で暮らしながら高校入試再受験の勉強や高校卒業認定試

験受験の勉強をしたり，進路についてゆっくり迷い考えたりする時間を保障すべきである。

このようなことは，現在においても，実際に，東京サレジオ学園が再チャレンジホーム事

業として，実践されている（訪問録参照）。 

 また，現在，少年院（仮）退院後の子どもは，更生保護事業によっても，児童養護施設・

里親家庭によっても十分に保護されておらず，行き場を失うことが多いが，子どもの場合，

特にレッテル貼りを避ける必要性の高いことに鑑みれば，児童養護施設・里親家庭による

保護が望ましい。そこで，児童相談所や児童養護施設に対し，児童養護施設・里親家庭の

責務に属するということの周知徹底を図り，児童養護施設・里親家庭による受入れを推進

すべきである。 

 自立援助ホームに入所する子どもたちは，その成育環境により，積み重ねられてしかる

べき社会体験が大きく欠如していたり，環境要因による能力的な課題を抱えている場合が

多い。そのため，就労による自立は容易でなく，また，就労による自立を急ぐよりもむし

ろ，まずは，ゆっくりと学習する機会を保障することこそが，将来の安定した就労による

自立につながるということも多い。したがって，自立援助ホーム制度を，１人１人の子ど

もたちのために，就労を焦らすことなく，柔軟な自立支援をすることの可能なものにして

いく必要がある。 

 さらに，当面の居場所がなく，困っている子どもを保護するためのシェルターが，各地

で開設され，2010 年７月 22 日現在において，その数は５か所に至っている（なお，宝塚

市が自治体初のシェルター設置に向けて準備を進めているとの報道もある。2010 年７月 16

日神戸新聞報道）。しかしながら，その数は，それを必要としている子どもの数に比べてあ

まりに少なく，その少ないシェルターの経営は，寄付金頼みの状態である。そこで，子ど

もたちのニーズに応えるべく，子どものためのシェルターを法制度化し，公費による支援

を行う必要がある。 
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６ 子どもたちの自立支援の充実～各種専門家に気軽に相談できる体制作りと尊厳ある労

働の確保 

 子どもが児童養護施設や自立援助ホーム，里親家庭から自立し，独り立ちできるように

するためには，いつでも子どもの立場で気軽に専門家に相談できる体制を作る必要がある。

「子ども委員会」に所属する保健師，臨床心理士，医師，社会福祉士，精神保健福祉士，

弁護士等が，子どもの抱える様々な悩みや問題に応えていく体制を作る必要がある。 

 また，虐待や貧困の中で育って来た子どもたちに，ハンディを克服し，社会への平等な

スタートラインを切ることができるような尊厳ある労働を提供することは国の義務である。

国が支援して独自の就労を確保するべきである。 

 

７ 弁護士としての社会的養護への関わり 

 多くの弁護士が，現在虐待や貧困に置かれている子どもたちに寄り添い，その立場に立

って大人と話し合ったり，環境を調整する活動に積極的に携わっていく必要がある。 

 たとえば，虐待を受けた子どもが親子分離された後，それぞれの子どもの進学・修学等

の希望に合致した施設を探したり，児童相談所と交渉するなどして，すべての子どもが自

分の人生についての意見表明権を行使することができるように支援することや，施設を出

て生活する子どもが，貧困に陥らないように社会保障制度（生活保護，障がい者手当等）

を十分に活用できるよう，申請手続の代行をすること，さらには，親の養育を受けること

ができずに早期に自立した子どもが賃貸借契約上のトラブルや給料未払いなどの雇用契約

上のトラブルを抱えたような場合に，民事上の紛争解決を支援することなどに取り組んで

いくのである。 

 そして，そのような活動について，広く法律扶助の対象として認められるように，現時

点では弁護士会の自主事業として領域を広げていく必要がある。 

 もっとも，子どもの社会的養護については，弁護士だけで対応し，解決できるものでは

ない。様々な専門家との連携が重要であり，それが子どもに対するより総合的できめ細か

な支援を実現することにもなる。その意味では，１で述べた「子ども委員会」制度などの

実現に向けて，各地域で様々な専門家と連携して，子どもの相談に応じたり，親や里親を

支援したりする活動を行う「市民子ども委員会」を作る活動に取り組んでいくということ

も考えられるのではなかろうか。 

 

第 16 今後の弁護士，弁護士会の取組み 

１ 家庭の経済的貧困を意識した弁護士・弁護士会のこれまで活動 

(1) 子どもに対する支援 

第３章第２節第２「子どもに対する弁護士の支援」でも述べたとおり，これまで家庭

の貧困を意識した子どもの権利に関する弁護士支援活動としては，個々の付添人活動，

虐待を受けるなど親の保護を受けられない子どもたちへの日弁連委託援助事業・子ども

の法律援助制度などを利用したサポート，子どものシェルター運営の取組みなどがあげ

られる。 

また，日弁連子どもの権利委員会では子どもの福祉小委員会の中で，社会的養護の問

題について取り上げてきた。 
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各弁護士会の取組みとしては，複数の弁護士会が子どもの電話相談を運営し（第３章

第２節第１），養護施設出身の子どもたちの問題，虐待や不登校の相談を端緒として，

対応した弁護士がその背景に子どもを囲む社会体制の不十分さを認識することが多々

あった。 

(2) 生活保護についての取組み 

他方，第 49 回日弁連人権擁護大会のシンポジウム「現代の貧困と生存権保障」を大

きな礎として，日弁連，各弁護士会は，多重債務の背景には貧困問題があり，多重債務

問題の解決のためには生活保護制度をはじめとする社会的セーフティネットの強化が

必要との問題意識を持ち，多重債務相談だけではなく，生活保護相談，生活保護申請同

行支援，審査請求支援など生活保護に関わるようになった。 

日弁連では，2007 年３月，生活保護問題緊急対策委員会が新設された。また，弁護士

が関わる組織としては，2006 年４月，首都圏生活保護支援法律家ネットワークが設立さ

れ，その後１年間の間に九州，近畿，東海，静岡，東北のネットワークが設立された。

そして，６月には生活保護問題対策全国会議が設立された。2008 年１月にはホームレス

法的支援者交流会が設立され，４月には「人間らしい労働と生活を求める連絡会議（通

称・生活底上げ会議）が設立され，７月から 10 月まで「人間らしい生活と労働の保障

を求めて，つながろう！」をメインスローガンとして，「反貧困全国キャラバン 2008」

が実施された。 

(3) 日弁連の非正規労働についての取組み 

また，1998 年５月 22 日第 49 回定期総会において「労働法制の規制緩和に反対し，人

間らしく働ける労働条件の整備を求める決議」を採択したのを始めとして，従前から，

不安定雇用を促進するものとして，労働法制の規制緩和に反対してきた。 

労働者派遣法については，間接雇用を認めて従来の労働法上認められてきた労働者の

権利を根底から変更し，常用雇用労働者との代替を促進して，雇用全体が不安定になる

ことから，これに反対し，その後の適用業務の拡大，派遣期間の延長等に際しても，派

遣労働者への置換えを急速に進行させ，派遣労働者の無権利状態をさらに拡大するもの

として，強く反対し，登録型派遣についても雇用機会が非常に不安定で も問題が多い

形態であることを指摘し，今後派遣労働者の著しい増加が予想され，その結果，いつ仕

事を失うかわからない不安定雇用，派遣先社員との賃金・労働条件格差，社会保険等の

無権利が進行していると警告してきたところである（1985 年３月「『労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』に対する意見」，

同年 12 月「『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律（労働者派遣法）』の政令・省令制定に向けての意見書」，1990 年３月「『労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』の

見直しに関する意見書」，1996 年３月「女性の労働権確立に向けての意見書」1998 年 11

月 20 日「『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律等の一部を改正する法律案』に対する意見書」，2001 年３月２日「経済的，社

会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び 17 条に基づく第２回日本政府報告書

についての日弁連報告」，2003 年３月 14 日「『職業安定法及び労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
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案』に対する意見書」，2003 年５月７日「女性差別撤廃条約に基づく第５回日本政府報

告書に対する日本弁護士連合会の報告書」など）。 

また，パートタイム労働については，雇用の安定化のため，有期雇用は合理的な理由

がある以外は許されないこと及び均等待遇原則を法律に明記すべきことを求めてきた

ところである（1989 年９月 16 日「パートタイム労働者の権利保障に関する決議」，2007

年３月２日「『短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律の一部を改正する法律案』

についての意見書」など）。 

(4) 労働と貧困についての取組み 

さらに，第 51 回人権擁護大会の「労働と貧困」シンポジウムを開催するのを契機と

して，2008 年６月 21 日を中心に全国 48 か所の弁護士会で日弁連全国一斉「非正規労働・

生活保護ホットライン」を行った。労働問題（特に非正規労働）について全国一斉の相

談活動を行うこと，非正規労働と生活保護の相談を併せて行うこと，非正規労働者の多

様な働き方を考慮して，地域によって，12 時間（大阪・福岡），14 時間（愛知），24 時

間（埼玉）の長時間電話相談を実施すること，全国統一のフリーダイヤルを使用して行

うことは初めてのことで，全国から総数約 1300 件の相談が寄せられた。 

それまで，日弁連として労働相談を行ったことはなく，日本労働弁護団，各地の労働

弁護団といった弁護団，一部弁護士会による相談活動が行われていただけであったが，

ホットライン活動を通じて，非正規労働者の労働実態は極めて深刻で，すべての国民に

「健康で文化的な 低限度の生活を営む権利」を保障する憲法 25 条，そして，すべて

の労働者に人間らしく働くための労働条件を法律で保障しようとする憲法 27 条を侵害

するものであることが明らかとなった。 

 

２ 子どもの貧困に関する取組みへ 

 以上のように，生活保護やワーキングプアという大人の貧困問題への取組みの中で，そ

の背後に子どもたちの発達成長権が踏みにじられ，放置できない不平等の状況が存在する

ことが明らかとなった。2009 年２月に生活保護問題緊急対策委員会が発展的に貧困と人権

に関する委員会に改組され，委員会内にセーフティネット部会，ワーキングプア部会とと

もに女性と子どもの貧困部会が設置された。本シンポジウムの実現に向け，子どもの貧困

に関する国内外調査を行うともに，「子ども・女性・ひとり親世帯生活ホットライン」（2009

年 11 月），「子どもの貧困 生活費・教育費ホットライン」（2010 月６月）を実施した。と

もに多くの相談が寄せられ，貧困問題が，確実に子どもたちの夢と希望を奪っていること

が実感された（第３章第２節第１参照）。 

 また，2010 年４月には，市民団体「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワークがたち

あがり，弁護士も個人単位で参加している（第３章第１節第２参照）。さらに，2010 月５

月より，貧困と人権に関する委員会より改組された貧困問題対策本部において，「子どもの

貧困に関する各界懇談会」を定期的に開催し，広く子どもの貧困問題にかかわる諸団体と

の情報交換と，今後の運動作りについての議論を進めている。 

 子どもの権利に基盤をおいた貧困問題を解消する弁護士及び弁護士会の取組みは始まっ

たばかりであるが，今後の取組みとして以下のものが不可欠である。 

(1) 子どもの権利・社会保障制度に関する研修を充実させ，知識を研鑽すること 
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今後，弁護士としては，子どもの権利相談において，生活保護をはじめとする社会保

障を積極的に関連づけた相談活動は行われてこなかったこと，他方で生活保護・労働相

談においても，相談者の背景にある子どもたちの存在にまで重点をおいていなかったこ

とに顧み，虐待などの子どもの権利及び生活保護等に社会保障に関する研修を通じて子

どもの貧困問題についての知識を研鑽するとともに，子どもの権利保障及び社会保障制

度に詳しい弁護士が協働して相談活動を行う必要がある。 

(2) 研修の実施，子どもの貧困ホットラインの継続実施，相談窓口の整備・充実 

また，弁護士会としては，引き続き，子どもの貧困問題に関する研修を実施するとと

もに，今後も，フリーダイヤル方式による子ども自身やひとり親を含む親世代を対象と

する電話相談活動，無料の弁護士による子どもの貧困に関する相談活動を行う必要があ

る。 

さらには，未だ子ども・生活保護・労働問題に関する常設の相談窓口が設置されてい

ない弁護士会においては常設の窓口を設置すること，すでにいずれかの窓口が設置され

ている弁護士会においては，いずれかの問題が相談された際に，その他の問題にも関連

づけたアドバイスができるように工夫することを検討する必要がある。 

また，子ども自身への代理人として活動する必要がある場合には，子どもの法律援助

制度などを利用し，積極的に活動する必要がある。 

(3) 法教育・労働法制・社会保障法制に関する教育活動の充実・支援 

法は多様な人々が社会生活を営むための相互尊重のルールであるから，法に関する教

育は，子どもたちが自由な社会で人間関係を構築して幸せに生活を送れるようになるた

めに極めて有用といえる。幼少時代から法の意義や目的について触れつつ，学年が上が

るに従い具体的な社会保障制度・援助機関・労働法の基礎知識を学ぶというように，個々

の子どもの資質や発達段階に応じ，法律専門家とも連携し，学校教育において法に関す

る学習を行う必要性は大きい。 

また，子どもたちが就労年齢に達した際に，非正規労働者が正規労働者に比べて低賃

金しか支払われず，低労働条件・環境におかれている実態がある。また，労働法制・社

会保障法制に関する十分な知識を得る機会がなく，違法な実態を認識し訴えることがで

きない実情がある。 

弁護士会として，学校教育の段階から，教育界と連携して，法教育・労働法制・社会

保障法制に関する教育活動を充実させ，教育活動を支援する必要がある。 

(4) 国や自治体への働きかけ 

子どもの貧困の実態調査や解消のための目標設定，成長段階に応じた早期支援，質

的・量的な保育の充実，義務教育及び高校教育，高等教育についての学費の無償化，基

礎的学力及び人間関係を構築し社会と関わる力をその資質や発達段階に応じて高めら

れる教育態勢の整備，ひとり親家庭支援の充実，社会的養護制度の充実にむけて，国や

地方議会へ，様々な団体と連携をとりながら，各弁護士会として働きかけを行う必要が

ある。 

(5) 諸団体との協力関係の構築，意見表明等の運動の展開 

子どもの貧困に関しては，これまで様々な団体が様々な活動を行ってきたが，団体間

の協力・連携が十分に行われてこなかった。弁護士・弁護士会の立場から，子どもの貧
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困の解消の実現を目指す諸団体との協力関係の構築する接着剤的役割を担い，イギリス

の子どもの貧困対策法などを参考にした制度設計を検討し，子どもたちの健やかな成長

発達の保障を求めて，国会，地方議会への要請をはじめとした運動等を展開する必要が

ある。 
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資料１ 

各地のプレシンポジウムの実施内容と結果 

 

１ 兵庫県弁護士会 

 

「子どもの貧困とあるべき生活保護制度」 

 

日時：2010 年５月８日（土）午後１時～５時 

場所：兵庫県弁護士会本館４階講堂 

 

１ 兵庫県弁護士会では「子どもの貧困とあるべき生活保護制度」と題して５月８日にプ

レシンポジウムを開催した。参加者は弁護士・支援者・研究者・市民等合わせて 110 名と

大盛況であり関心の高さを感じさせられた。開会にあたり乗鞍良彦兵庫県弁護士会会長よ

り，貧困問題は人権侵害の問題であること，日弁連が重要課題として取り組もうとしてい

ること挨拶をかねて紹介があった。なお兵庫県弁護士会では 2009 年度に「労働と生活問題

検討 PT」を設置し貧困問題に取り組んでいる。 

２ 続けて元内閣府参与湯浅誠氏より「貧困問題の現状と弁護士・弁護士会に期待するも

の」と題して講演があった。湯浅氏の講演では，ヨーロッパ諸国と比較して，日本の子育

て世帯の貧困率が高いことなどを示すユニセフのデータが紹介され，「フルタイム自活型

非正規社員」「低処遇正社員」が著しく増加していること，これらの労働者は賃金（収入）

の上昇がほとんどないにもかかわらず，子供の成長につれて年々支出がかさむ結果，「溜

め」（余裕？）のない，ギリギリの生活を余儀なくされるなど，貧困が拡大しているとい

う現状について説明があった。また，弁護士・弁護士に期待することとして，高いスキル

を持った人は，それなりに，「溜め」も高い，大きいはずであるから，その「溜め」を，

対価の払える人だけでなく，対価の払えない人に対して，すなわち社会全体のために使っ

ていって欲しい（なお現在，司法修習生の給与を廃止して貸与制にすることについて弁護

士会は反対の立場にあるとのことだが，これが社会に理解されるかどうかも，弁護士会の

活動如何にかかっているのではないか。）という御意見をいただいた。 

３ 続けて当弁護士会より，阪田健夫労働と生活問題検討 PT 座長より「日弁連生活保護法

案改正要綱案の紹介」が，戸越照吉会員より「データで見る子どもの貧困の現状」と題し

て，政府が公表した「子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 才以上 65 才未満）の世帯員の

相対的貧困率」「OECD 加盟諸国の貧困率」「働いているひとり親家庭の子どもの貧困率」

の解説があり，日本では政府介入後の子どもの貧困率が上がってしまうという矛盾点や，

家族関連支出の対 GDP 比率の低さについて問題提起があった。 

４ その後，「子どもの貧困とあるべき生活保護制度」と題するパネルディスカッション

が行われた。パネリストは，氏久廣氏（元大阪市職員）・山口絹子氏（しんぐるまざあず・

ふぉーらむ尼崎）・井原規夫氏（前・貝塚養護学校寄宿舎指導員）と当会佐々木伸会員，

コーディネーターは吉永純花園大学教授と子どもの貧困について幅広い観点からの議論が
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行われた。山口氏からは，シングルマザーが違法な労働条件のもとで，ダブルワークなど

を強いられている現状や 低賃金の引き上げの必要性などの訴えがあり，氏久氏からは，

福祉事務所や児童相談所などで勤務した経験から，「自尊感情」が低い子どもが多いこと，

子どもは「保護と援助が必要とされる発達途上の存在」であること，しかし，労働市場の

悪化という状況の下で，就労の選択肢が少なく，フリーターや非正規などにより安定した

労働者として再生産されない悲観的な現状と，子どもの貧困が社会にとっても将来に対す

る大きなツケになること，福祉事務所が機能を果たしていないことなどが報告された。井

原氏からは寄宿舎付きの養護学校の指導員であった体験を通じ，利用者の半分は生活保護

世帯であったこと，不登校児の受入施設として機能していたが廃校に追い遣られたこと，

行政訴訟を通じて通学が維持された事例についての報告があった。井上会員からは，児童

虐待問題に取り組む立場から，児童虐待の背景にある親の貧困と貧困の連鎖について事例

を踏まえた報告があった。会場からはケースワーカーをどのように伸ばしていくか，地域

で貧困の連鎖を食い止める仕組み作りが必要ではないかなど熱心な発言もあり大いに盛り

上がった。 

５ 後に西野百合子兵庫県弁護士会副会長より，子どもの貧困はすべての世帯の貧困の

問題であり，このまま放置していては社会が大変なこととなる，弁護士会も含めて力を合

わせて取り組むことが確認され，プレシンポジウムは盛会のうちに終わった。今後も，兵

庫県弁護士会は子どもの貧困問題に対して継続的な取組みを行う所存である。  

以 上 

 

 

２ 札幌弁護士会 

 

「子どもの育ちと貧困を考える partⅡ」 

 

日 時：2010 年５月 28 日 午後６時から 

場 所：札幌市教育文化会館講堂 

参加者：174 名 

内 容： 

① 基調講演 「子どもの貧困この１年～日本の不公平を考える」 

       阿部 彩（国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長） 

② パネルディスカッション 「幸せな子ども時代のために」 

       阿部 彩 

       松本伊智朗（北海道大学大学院教育学研究員教授） 

       内田信也（弁護士） 

 

１ 経済協力開発機構（OECD）が 2008 年に発表した数字では，加盟している 30 か国の中

で，日本の貧困率はメキシコ，トルコ，アメリカに次いで上から数えて４番目の高率。昨

年 10 月に厚生労働省が発表した日本の貧困率は，社会全体で 15．7％，子どもでは 14．2％。

本年４月に初めて厚生労働省が組織目標として，子どもの貧困の削減を明文化したことは
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感慨深い。 

 国際比較から見た日本は，ひとり親家庭（特に母子家庭）の貧困率が突出しており，子

どもの貧困率のみならず，高齢者の貧困率や勤労世代の貧困率も高い。 

２ 子どもの貧困率の逆転現象 

 ほとんどの国においては，再分配後の貧困率は再分配前に比べて大きく減り，家計で二

人就労していれば貧困から抜け出せる。しかし，日本においては，二人目の就労効果が少

なく，所得の再分配後に貧困率が高くなる。実は，日本は再分配前の貧困率は他の国と比

べて低いのだが，再分配政策がうまく機能していないために，子どもの貧困率が再分配後

に高くなるのである。これは OECD 加盟国の中で日本だけの現象である。 

３ 子どもに対する影響 

 子どもの時の格差が次第に縮まっていけばいいが，諸外国で行われている調査では，

初の不利がどんどん格差を拡大させているのが判っている。後でだんだん格差が縮まって

いくように社会がつくられているのではなく，有利だった人がさらに有利になっていくよ

うに社会がつくられているのである。このような社会では，子ども期の格差は成人になっ

てもずっと付きまとって次の世代に受け継がれていく。 

４ 子どもの貧困をなくすための，これからの社会保障制度のあり方 

(1) これまでの研究成果として，貧困対策として何をすればいいのかが判ってきた。 

ひとつは所得保障である。欧米では，経済状況が悪い子どもたちを無作為に選んで半

分には何もせず，あとの半分には所得保障を与えて，20 年後にどのくらい所得に違いが

出たかという研究がある。するとやはり所得保障を受けた方が進学率も上がり良い結果

を出している。お金が全てではないがお金で解決できる部分もあり，少なからず子ども

の成長に影響する。 

(2) もう一つは質の高い現物支給は効果があるということである。OECD で特に提唱して

いるのが，貧困層に対する就学前教育である。教育というと子どもたちを机に座らせた

学習だと考えがちであるが，OECD のいう就学前教育は遊びなどを通して健全な成長を促

すものである。そのためには親に対する支援が重要である。家族ごと抱えることで，家

族の問題を学校に入る前から解決していくのが効果的である。ある研究によると乳幼児

期に親との安定的な愛着関係を持つことで頑張る力がはぐくまれる。現金給付と現物給

付を両輪としてそろえていく必要がある。 

５ 貧困の子どもに対する支援は，財政的にも十分見返りがある。例えば貧困層の就学前

教育に政府がお金を投入すると，大人になったときの収入や，納める税金の額が増加する

ことが実証されている。政府の財布から見ても，お金を投入することは決して損にはなら

ない。貧困の子どもに対するお金は，「費用」ではなく「投資」だということになる。 

６ しかし，貧困に対するどのような事後的な政策も，そもそも格差や貧困が生まれない

ようにする貧困の予防政策にはかなわない。貧困率の低い北欧ではもともと貧困者をつく

らないという政策づくりをしている。 初から格差がないように労働市場のあり方を考え

ているような国が貧困率が少ない。将来的に長い目で見たときに，貧困に対する事後的な

政策を行っているからとして，貧困問題の根本である労働問題や非正規の問題を見ないで

済ましてしまうことが一番怖いことである。 
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３ 沖縄弁護士会 

 

沖縄の保育から見た子どもの貧困 

 

日 時：2010 年６月 26 日（土）午後２時 30 分～午後５時 

場 所：八汐荘２階ホール（那覇市） 

１ 基調講演「保育制度「改革」の動き－保育クライシス」 

 鹿児島大学法科大学院の伊藤周平教授が基調講演を行った。 

 伊藤教授は，政府が保育に関して行っている二つの動きに警鐘を鳴らし，今「保育クラ

イシス」が起こっている旨述べられた。 

 二つの動きのうちの一つは，「新保育制度」と呼ばれる「改革」案である。そこでは，

介護保険制度などと同様に，公的保育制度が放棄されることが企図され，直接契約や応益

負担などによる改悪が盛り込まれている。伊藤教授は，介護保険の現状を引きながら，新

保育制度の下では，「子どもが札束に見えてくる」ようになり，子どもの思いは無視され，

保育の分野にも自己責任の原理が導入される，と述べた。 

 二つの動きのうちのもう一つは，保育所 低基準の地方条例化である。現在進められて

いる地域主権改革では，国が守られるべき 低基準を定めるべきナショナルミニマムの分

野にまで地方条例に委ねようとする動きが見られる。これは，保育所 低基準を切り下げ

ることにつながり，このことによって，保育を受ける子どもたちはいのちや健康の危険に

さらされかねない事態におちいる。また，住んでいる地域による格差も許容できない程度

に広がっていくことになる。 

 伊藤教授は，保育が「子どもの貧困の防波堤」であるにもかかわらず，保育を支える屋

台骨である公的保育制度を崩し，ナショナルミニマムである保育所 低基準を切り下げる

ことを容認すれば，憲法 25 条・児童福祉法違反の事態を招くのみならず，政策的にも 悪

の選択となると締めくくられた。 

 

２ パネルディスカッション「沖縄の保育の現状とそこから見た子どもの貧困」 

 基調講演に引き続いて，パネルディスカッションが行われた。地元琉球大学の保育や幼

児教育の研究者，認可外保育園の園長，保育園児の親代表が登壇し，弁護士がコーディネ

ーターを務めた。 

 まず，沖縄では，新保育制度を先取りするような保育の実態があることが明らかにされ

た。沖縄の待機児童率は 2009 年度で 5.9％であり，全国ワーストであること，認可外入所

率は 2009 年度で 34.9％であり，全国平均の 8.0％をはるかに上回ること，すなわち，沖縄

の保育は認可外保育園がその多くを担っていること，などである。新保育制度が導入され

れば，このような沖縄の状況が全国に広がることが予想され，そのようなことになれば，

「国家による児童虐待」といえるのではないか，という意見も出された。 

 次に，このような沖縄の保育の実態の背景には，保育や子どもの貧困の問題を公のもの

ではなく，私的なものとみる見方があるのではないかという問題提起がなされた。 

 さらに，公的保育制度を守り，新保育制度をやめさせるためには，さまざまな立場の人
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たちが，互いの立場を尊重しながら関係性を作り，ゆるやかな連帯をしていくことが必要

ではないかという意見が出された。その連帯の中には，弁護士も加わって欲しいし，加わ

るべきであるという意見も出された。 

 後に，この保育クライシスを逆手にとって，子どもの貧困と保育を考えるきっかけと

し，子どもの貧困解消に有効な保育の機能を十分に果たすべく，連帯していかなければな

らないとの意見によって，熱い議論が締めくくられた。 

 

 

４ 釧路弁護士会 

 

子どもたちの夢や希望は平等～貧困の連鎖を断つ～ 

 

 2010 年７月 17 日，釧路弁護士会などの主催で「子どもたちの夢や希望は平等～貧困の

連鎖を断つ～」と題するプレシンポを行った。 

 前半では中囿桐代釧路公立大学教授が「子どもの貧困～釧路市の母子家庭調査から考え

る」と題して講演を行った。中囿教授からは，母子家庭の母も含めて親が「豊かな」生活

を送ることが前提であり，特に働く場での女性差別禁止の徹底が必要であるとの提言が行

われた。また，子どもへの社会的な支出が圧倒的に少なく，社会保障が逆に貧困率を上げ

ていることの日本の問題点の指摘もなされた。 

 後半では，生活保護受給者の自立支援プログラムを行っている釧路市福祉部生活福祉事

務所の櫛部武俊生活支援主幹，カリヨン子どもの家の理事である田部知江子弁護士，NPO

法人地域生活支援ネットワークサロンで冬月荘を立ち上げ，子どもの居場所作りや勉強会

を主催している日置真世理事を交えて，貧困の連鎖を防止するための施策についてパネル

ディスカッションが行われた。パネルディスカッションでは，自分が必要とされていると

いう認識が持てる子どもの居場所が必要であること，「支援する側，支援される側」とい

う枠組みではない取組みが必要であること，多数の関係者が多方面からゆるやかに連携し，

社会全体として子どもの貧困の問題に取り組む必要性があることが確認された。 

約 100 名の市民が参加し，盛会であった。 

 参加者のアンケートでは，弁護士会に対し，今後も貧困問題に積極的に取り組み，国に

対して積極的に提言を続けてほしいとの要望も寄せられた。 

 

 

５ 静岡県弁護士会 

 

子どもの貧困～貧困問題と児童虐待，悲劇の連鎖を防ぐ～ 

 

日 時：2010 年７月 17 日（土）午後１時 30 分～４時 30 分  

場 所：静岡音楽館 AOI 講堂  

式次第： 

１ 開会の辞 
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２ 開会の挨拶（静岡県弁護士会副会長 安間龍彦弁護士） 

３ 静岡県弁護士会子どもの権利委員会委員長挨拶（萩原繁之弁護士） 

４ 記録映画「葦牙（あしかび）」の上映 

 休憩 

５ 講演（1）石原剛志（静岡大学教育学部准教授） 

６ 講演（2）笹沼弘志（静岡大学教育学部教授） 

７ 質疑応答 

８ 閉会の辞 

 

内 容： 

 児童養護施設で癒され，成長する子どもたちの様子を記録した映画「葦牙（あしかび）」

を上映した後，ホームレスの支援活動（通称静パト）を行う笹沼弘志教授（憲法学）と自

立支援ホームを経営した経験をもつ静岡大学教育学部の石原剛志准教授（保育・福祉）に

御講演いただいた。 

 講演後は，児童養護施設の実態や虐待を受けた子どもの心理などについて質疑応答がな

された。 

 「子どもの貧困」とは経済的，物質的な欠乏だけでなく，子どもが成長のために必要な

「経験」が得られないことも含まれるのだと理解できたとの感想がきかれた。 

 来場者は弁護士，児童相談所職員等，関係者が中心だったが，一般市民の参加もあった。 

 

 

６ 埼玉弁護士会 

 

子どもの貧困～貧しいのは僕のせい？選びたい！自分の未来を～ 

 

日 時：2010 年７月 24 日（土） 

 

プログラム 

開始 13:00 

１ 開会の挨拶 加村啓二（埼玉弁護士会会長）      13:00～13:05 

２ 基調講演                      13:05～13:40 

   白鳥勲（埼玉県・公立高校教師） 

   「子どもの貧困に向き合う」 

３ 実態報告 

(1) 子どもの立場から                  13:40～14:00 

   Ⅰ 男性（現役高校３年生） 

   Ⅱ 男性（現役高校３年生） 

   Ⅲ 女性（21 歳，高校中退後アルバイトに励みながら定時制高校に） 

(2) 親の立場から                    14:00～14:20 

   Ⅰ 母親 「シングルマザーの訴え」 
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   Ⅱ 父親 「非正規労働と違法な働かせ方の中で」 

―休憩（10 分間）― 

４ パネルディスカッション               14:30～15:55 

  「子どもの貧困について語る」 

  パネリスト：水島宏明（日本テレビ解説員） 

        青砥 恭（元埼玉県立高校教師，現埼玉大学・明治大学講師） 

        一場順子（東京弁護士会所属） 

        野村武司（埼玉弁護士会所属） 

５ 閉会の挨拶 山崎 徹（埼玉弁護士会副会長）     15:55～16:00 

 

終了 16:00 

 

 

７ 千葉県弁護士会 

 

子どもの貧困～みんなで育てよう未来の宝～ 

 

日 時：2010 年７月 31 日（土） 午後１時～５時 

場 所：京葉銀行文化プラザ（千葉市） 約 100 名の参加 

シンポジウムの内容： 

・記念講演 二宮厚美（神戸大学発達科学部教授） 

 「子どもの現代的貧困と発達保障の課題」 

・中学校，高等学校，生活保護利用者支援の現場からの報告 

・パネルディスカッション 

 コーディネーター 秋元理匡（千葉県弁護士会社会福祉委員会委員） 

 パネリスト 二宮厚美氏，現場の教師の方 

 

特色 

・託児所を設けた。 

・手話通訳有り。 

・無料法律相談を同時開催。 

 

主催 千葉県弁護士会 

共催 日本弁護士連合会／関東弁護士会連合会 

後援 千葉県／千葉市／千葉司法書士会 

 

 

８ 大阪弁護士会 

 

子どもの貧困と虐待～負の連鎖を防ぐ子どもと家族への支援を考える～ 
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日 時：2010 年８月 21 日（土）午後１時 30 分～午後５時 

場 所：大阪弁護士会館２階ホール 

内 容： 

 第１部：報告①子どもの虐待事件，少年事件から見える子どもの貧困 

     報告②様々な調査結果から見える子どもの貧困と虐待 

 第２部：パネルディスカッション 

 「子どもの貧困と虐待～負の連鎖を防ぐ子どもと家族への支援を考える～」 

  パネリスト 松本伊智朗氏（北海道大学教授） 

  佐藤 拓代氏（医師，大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部長） 

  金澤ますみ氏（社会福祉士，スクールソーシャルワーカー） 

コーディネーター 峯本耕治・山本香織 両弁護士 

 

 

９  大分県弁護士会 

 

子どもの貧困～日本の子どもは幸せか～ 

 

１ 日 時 2010 年８月 21 日（土）午後１時 30 分～５時 

  場 所 大分文化会館第１小ホール（60 人） 

２ 内 容 

(1) テーマ 「子どもの貧困～日本の子どもは幸せか～」 

子どもの貧困の問題を，子育て，保育現場，学校現場などにおける貧困の問題に絞っ

て，掘り下げた議論をした。 

(2) 基調講演（午後１時 30 分～２時 50 分） 

浅井春夫（立教大学教授，児童福祉論専攻） 

子どもの貧困に関する基本的な視点を論じた後，子育て政策，保育，学校教育等さま

ざまな場面における貧困の実態と改善点について詳しく解説をしていただく。 

(3) 日弁連シンポ実行委員会事務局長（森川清弁護士）の報告（午後２時 50 分～３時） 

(4) パネルディスカッション（午後３時 10 分～５時） 

浅井春夫 

安東知子（大分県保育連合会会長） 

長野弘宣（中学校教諭） 

中村多美子（弁護士・日弁連家事法制委員会委員） 

保育現場の貧困の状況，学校現場の貧困の状況，家庭生活における貧困の問題・虐待

や離婚における「子どもの代理人制度」などについて意見を交わした。 
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10 東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会 

 

「貧困で子どもたちの可能性を奪わないで～就学の保障を切り口に～」 

 

日 時：2010 年 8 月 28 日（土）13 時～16 時（開場 12 時 30 分） 

場 所：弁護士会館２階 講堂クレオ 

内 容： 

第１部 定時制高校生の声 

第２部 基調報告 

第３部 パネルディスカッション  

湯澤直美氏（立教大学教授），川 祐弘氏（荒川区教育長），鈴木敏則氏（高

校教諭），竹村睦子氏（社会福祉士），平湯真人氏（弁護士） 

 

１ 定時制高校生の声 

 石井深恵弁護士（第二東京）が，定時制高校生（2 年生男子）と対談を行い，定時制高

校生から，生活状況等の聞き取りを行った。 

 定時制高校生からは，保護者が病気でほとんど働けないこと，にもかかわらず生活保護

の受給をしていないこと，生活費は自身と兄のバイト代で賄っていること，奨学金も家賃

等に費消されていること，食事も満足に食べることができず学校給食をありがたいと思う

こと，等が語られた。さらに，金銭的援助では解決できない人間関係に問題を抱えている

子どもが多いことも考えて欲しい旨の意見が述べられた。 

 

２ 基調報告 

 平尾潔弁護士（第二東京）から，子どもの貧困特に学費にかかわる問題について，基調

報告がなされた。 

 具体的には，小中学校及び高校における教育費の私的負担が多額に上ること，これを緩

和する措置として就学援助制度があること，しかしながら同制度には，援助項目・金額に

つき不足があるほか，必ずしも支援を必要とする生徒に支援がいきとどく保障はないこと，

自治体間の格差が大きく三位一体改革によりその傾向が助長されかねないこと等が報告さ

れた。 

 

３ パネルディスカッション 

 まず，川 氏，鈴木氏，竹村氏，平湯氏から，各々が直面した子どもの貧困の実例（例

えば，家庭で満足に食事をとることができないため長期休暇明けには極端に痩せてしまう

生徒等）が紹介された。そのうえで，湯澤氏から，子どもの貧困は特に教育の機会を奪わ

れることは子どもの成長にとって長期的かつ広範囲に悪影響を及ぼすこと等が説明され，

就学保障は貧困対策の核である旨の見解が述べられた。 

 次に，子どもの教育を受ける権利を十全に保障するための方途について議論がなされ，

子どもの教育・成長は社会全体がこれを行う責任を負うべきであること，教育は次代の社

会の担い手を育てるための社会的投資であると考えなければならないこと等の理由から，
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学校教育費については無償とすべきことで概ね意見の一致をみるに至った。  

 

 

11 佐賀県弁護士会 

 

「子どもの貧困」を考える～貧困の世代間連鎖を防ぐために～ 

 

１ 概略 

日時 2010 年８月 28 日（土）午後１時 30 分～４時 30 分 

場所 佐賀市民会館大会議室 

 

２ プレシンポの内容 

(1) テーマ『「子どもの貧困」を考える～貧困の世代間連鎖を防ぐために～』 

子どもの貧困の実態と要因を把握した上で，子どもへの貧困の連鎖を防ぐ方途，ある

べき施策を考える。 

 

(2) 進行 

① 基調報告（約 30 分間） 

報告者：山野良一氏（「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表） 

内容：報告者は元神奈川県児童相談所職員で，子どもの貧困問題を現場で見てきた

方である。プレシンポの冒頭で，子どもの貧困の実態，現状を報告いただいた。 

 

② 基調講演（約 30 分間） 

講演者：小西祐馬氏（長崎大学教育学部准教授） 

内容：講演者は貧困問題の研究者であり，貧困の要因，子どもへの貧困連鎖，貧困

問題解決のための各国の施策等について示唆いただいた。 

 

③ パネルディスカッション（約 80 分間） 

コーディネーター：安永恵子弁護士（佐賀県弁護士会） 

パネリスト：山野良一氏，小西祐馬氏，丸谷浩介氏（佐賀大学経済学部准教授），

佐賀市教育委員会学校教育課長，東島浩幸弁護士（佐賀県弁護士会） 

内容：子どもの貧困の実態と要因について基調報告，基調講演いただいた上で，今

後のあるべき施策，佐賀県における取組みの現状・今後の方針などについて議論い

ただいた。 

 

 

12 京都弁護士会 

 

子どもの貧困と社会的養護～子どもシェルターって何？～ 
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１ 概略 

日時 2010 年９月４日（土）午後１時 30 分～５時 

場所 京都弁護士会館地階大ホール 

 

２ プレシンポの内容 

(1) テーマ『子どもの貧困と社会的養護 ～子どもシェルターって何？～』 

京都での社会的養護について，子どもの貧困の観点から現状と問題点を概覧したうえ，

全国５か所で開設されている「子どもシェルター」について学び，京都での同様の取組

みができないか，検討を始めるきっかけとする。 

 

(2) 進行 

① 基調講演（約 60 分間） 

講演者：多田元弁護士（NPO 法人子どもセンターパオ理事長，愛知県弁護士会） 

内容：愛知県における子どもシェルターの取組み，児童相談所をはじめとする関係

各機関との連携の実際や，入所する子どもたちの様子などを通じ実感する子どもの

貧困についてお話しいただく。 

 

② 基調報告（約 30 分間） 

内容：子どもシェルター，自立援助ホームなどの訪問調査報告，京都の社会的養護

の現状など 

 

③ パネルディスカッション（約 90 分間） 

パネリスト：多田元弁護士，もと児童福祉司，児童養護施設職員，安保千秋弁護士

（日弁連子どもの権利委員会事務局次長） 

内容：社会的養護の現場における子どもの貧困の様子や，子どもシェルターの必要

性，京都での実現可能性など幅広い観点から自由な議論を行う。 

 

 

13 愛媛弁護士会 

 

子どもの貧困と虐待リスク 

 

日 時：2010 年９月４日（土）午後１時～午後４時 

場 所：国際ホテル松山 

内 容： 

 ・学校教育から見る子どもの虐待と貧困 

 ・イギリスの子どもの貧困対策 

 ・愛媛の貧困，虐待の現状と対策 
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14 広島弁護士会 

 

子どもの貧困～学校現場から見える，教育と健康の格差～ 

 

１ 日 時 2010 年９月５日（日）午後１時 30 分～４時 30 分 

  場 所 広島 YMCA ホール 

２ 内 容 

(1) テーマ 「子どもの貧困～学校現場から見える，教育と健康の格差～」 

子どもの貧困問題に対する取組み状況を，教諭，学校事務職員，小児科医，SSW など

学校現場に関わる方からご報告いただき，今後必要な施策，専門職の連携の在り方につ

いて考える。さらに，基調講演として，貧困問題がさらに深刻化しているアメリカとの

比較を通じ，日本の子どもの未来に必要な対策を提言していただく。 

(2) パネルディスカッション「学校現場から見える，教育と健康の格差について」 

パネラー：小学校教諭 新江みどり氏，小学校事務 兼平由美氏，小児科医 桑原正

彦氏，スクールソーシャルワーカー（広島市）豊田奈未氏 

コーディネーター 広島弁護士会 弁護士  

(3) 基調講演「アメリカの現実と日本の子どもの未来」 

ジャーナリスト 堤 未果氏（「ルポ貧困大国アメリカ」著者） 

 

 

15 福岡県弁護士会 

 

子どもの貧困を考える 

 

１ 日 時：2010 年 9 月 12 日（日） 

      午後１時 30 分開場，２時開会，４時 30 分閉会 

２ 場 所：福岡市健康づくりセンター等複合施設「あいれふ」10 階 講堂 

３ テーマ：「子どもの貧困を考える」 

４ 内容 

(1) 基調講演 

① 基調講演１ 

テーマ：貧困の世代間連鎖，その背景と必要な支援策について 

講師 清田勝彦さん（保健医療経営大学教授，福岡県立大学附属研究室「生活保護

自立阻害要因の研究－福岡県田川地区生活保護廃止台帳の分析から」元・主任研究員） 

② 基調講演２ 

テーマ：高校生のおかれている現状と必要な支援について 

講師 斎藤眞人さん（私立立花高校校長） 

③ 基調講演３ 

テーマ：就学援助の現状について 

講師 高津圭一さん（全国学校事務職員制度研究会常任理事） 
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(2) リレートーク 

① 就学援助について，子どもの母親の立場から 

② 大谷幸代さん（自立援助ホーム「かんらん舎」児童相談員） 

③ 松尾津多子さん（社会福祉法人紅葉会 ちどり保育園園長） 

 

 

16 仙台弁護士会 

 

子どもたちの可能性と未来のために～みんなでなくそう子どもの貧困～ 

 

日 時：2010 年９月 18 日（土）午後１時～午後４時 30 分 

場 所：仙台弁護士会館４階 

内 容： 

 ・基調講演 湯澤直美氏（立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科教授） 

 ・パネルディスカッション 

パネリスト 高木克純氏（宮城県教職員組合副委員長） 

      小林純子氏（チャイルドラインみやぎ代表理事） 

      渡辺文子氏（母子生活支援施設宮城県さくらハイツ主任母子指導員） 

      花島伸行氏（弁護士） 

コメンテーター 湯澤直美氏 

コーディネーター 勝田 亮氏（弁護士） 

 

 

17 横浜弁護士会 

 

子どもたちの貧困とこの国の未来 

 

日 時：2010 年９月 18 日（土）午後１時 30 分～午後４時 

場 所：横浜弁護士会館５階大会議室 

 

 

18 愛知県弁護士会・三重弁護士会 

 

加速する「子どもの貧困」－子どもの幸せのために社会ができること－ 

 

１ 愛知県弁護士会では，これまで多重債務対策本部と人権擁護委員会（生活保護問題部

会）が貧困問題に取り組んできている。 

 2006 年度，第 49 回人権擁護大会のプレシンポジウムとして「これでいいのか現代の貧

困」を開催した（参加者 160 名超）。 

 2007 年度は，シンポジウム「このままではいけない！現代の貧困」を開催した（参加者
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160 名超）。 

 2008 年度は，第 51 回人権擁護大会のプレシンポジウムとして「働いているのに，どう

して食べていけないの？」を開催した（参加者 320 名超）。 

２ 今年度に実施するプレシンポジウムの内容 

 今年度（2010 年度）は，第 53 回人権擁護大会で「子ども貧困」が取り上げられるため，

三重弁護士会とともに日本弁護士連合会，中部弁護士会連合会の共催を得て，愛知県弁護

士会多重債務対策本部，子どもの権利特別委員会，人権擁護委員会，両性の平等に関する

特別委員会の各委員が実行委員会を立ち上げ，下記日程，内容で，プレシンポジウムを開

催する。 

 プレシンポジウム来場者には，「子どもの貧困」に関する，活用できる制度を紹介した

リーフレットを配付する。 

(1) 日時  2010 年９月 23 日（木）午後１時～４時 30 分 

(2) 場所  中区役所ホール（定員約 500 名） 

(3) テーマ 「加速する『子どもの貧困』―子どもの幸せのために社会ができること―」 

(4) 内容 

① 基調講演「子どもの貧困は社会の貧困―子どもの貧困を考える視点―」 

松本伊智朗氏（北海道大学大学院教授） 

② 「子どもの貧困」の現場から 

保育園園長 

児童相談所職員 

教師・子ども 

愛知県 

③ 対談「子どもの幸せのために社会ができること」 

どのような貧困の実態が明らかになってきたか，それに対して諸外国（イギリス，

フィンランドなど）ではどのように取り組み，日本ではどのような取組みができるの

かを対談形式で議論する。 

（対談者） 

 ・松本伊智朗氏 

 ・NHK セーフティネット・クライシス vol.3 

  「しのびよる貧困 子どもを救えるか」制作チーム 

（コーディネーター）愛知県弁護士会弁護士 

 

 

19 高知弁護士会 

 

高知弁護士会参加による「親学」に関するシンポジウム 

 

１ 日時 2010 年９月 23 日（木）午後１時～午後５時 30 分 

  場所 高知市春野文化ホールピアステージ 

  主催 社団法人高知青年会議所 
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２ 内容 

(1) テーマ 

「親が変われば子が変わる」をテーマに，現代の子どもを取り巻く状況，親のあり方，

子育て等を親が学ぶことにより，親が変わり，子どもが変わり，学校等の地域が変わる

ことを目指す。 

(2) 基調講演 

「親が変われば子が変わる」 

 講師 廣中邦充（ひろなかくにみつ）氏（西居院住職） 

(3) 分科会 

たんぽぽ教育研究所代表大崎博澄氏，高知医療センター総合周産期母子医療センター

長医師吉川清志氏，高知市教育研究所長，高知市少年補導センター長，高知弁護士会子

どもの権利委員会等多数の専門家による 11 の分科会を開催。 

高知弁護士会子どもの権利委員会が行う分科会では，無料低額診療及び貧困家庭に暮

らす中学生を対象としたサポートスクールを始めた高知医療生活協同組合潮江診療所

と共同で子どもの貧困を予防する地域づくりについて学習した。 

(4) 演劇 

東京弁護士会「もがれた翼」を原作とする演劇を上演した。 

 

 

20 長野県弁護士会 

 

～夢さえ見られない、子どもたち～「子どもの発達・成長は社会の責任で！」 

 

日 時：2010 年９月 23 日（木）午後１時 30 分～４時 30 分  

場 所：長野県松本勤労者福祉センター 

内 容： 

 ・基調報告 村上晃（弁護士） 

 ・パネルディスカッション 

  パネリスト 久保田延幸氏（公立小学校校長） 

        和田浩氏（小児科医師） 

        荒井正則氏（公立学校事務職員） 

        鮎澤ゆかり氏（医療ソーシャルワーカー） 

  コーディネーター 久保木匡介氏（長野大学准教授） 

 

 

21 群馬弁護士会 

 

子どもの貧困と教育格差～貧困の連鎖を断ち切るために～ 
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１ 日 時  2010 年 10 月２日（土）午後１時 00 分～４時 30 分  

  場 所  群馬県社会福祉総合センター大ホール  

 

２ 内 容 

(1) テーマ「子どもの貧困と教育格差～貧困の連鎖を断ち切るために～」 

貧困家庭に育った子どもが，十分な教育を受ける機会を得られず，そのために就労の

機会にも恵まれないという「貧困の連鎖」を断ち切り，子どもが生きていく力を身につ

けるための方策等につき検討し，政策提言を行う。なお，対象としては主に高校生を念

頭に置く。 

(2) 基調講演「高校中退と日本の貧困」 

講師 青砥恭氏（元埼玉県立高校教員，明治大学・埼玉大学講師（兼任）） 

(3) パネルディスカッション 

福島金夫（群馬県教育委員会教育長） 

船橋聖一（新田暁高校教師） 

倉林順一（元高校教師・元就職開拓協力員） 

富岡恵美子（弁護士） 

 

３ 政策提言 

 全ての子どもに対して，高校教育を受ける機会を実質的に保障し，家庭環境に左右され

ず安心して生活を営み成長発達することができるよう，下記事項に関して提言する。 

①奨学金 

②少人数学級等教育条件整備 

③スクールソーシャルワーカーの配置 

④就職支援 

 

22 秋田弁護士会 

 

「子どもの貧困」を考える in 秋田 

 

日 時：2010 年 10 月３日（日）午後１時 30 分～午後４時 

場 所：ジョイナス３階大研修室 

内 容： 

 ・基調講演 丹波史紀氏（福島大学准教授） 

 ・パネルディスカッション 

  パネリスト 田中政博氏（母子生活支援施設秋田わかばタイム施設長） 

榊田理恵氏（児童精神科医） 

讃岐信孝氏（保育園園長） 

  コーディネーター 京野垂白氏（弁護士） 

  アドバイザー 丹波史紀氏 
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資料２ 

訪 問 録 

 

１ 葛飾区青戸子ども家庭支援センター 

 

【訪問日】2010 年１月 28 日 

【対応者】坂入健二氏，伊藤緑里氏 

【聴取内容】 

 市町村の相談態勢については，国は 低基準を設けておらず，相談態勢にばらつきが大

きい。 

 子どもの虐待についての主たる通報経路としては，学校，保育所であるが，葛飾区では

SSW の配置はなく，養護教諭が窓口となっている。 

 こんにちは赤ちゃん訪問事業では，４か月検診までにアプローチをとることとなってい

る。保健所が対応。 

 発達関係の相談は，子ども発達センター，保健所が対応している。 

 毎年定期的に児童館等で子育て講座を開催しているが，子育てに自信がない，コミュニ

ケーション能力がないなど，そういった人が参加してくれない。 

 虐待防止キャンペーンは，母親にプレッシャーを与える。「虐待」のレッテルへの抵抗

があり，「虐待」を強調すると，援助関係が作りにくい。虐待事案の家庭の生活保護受給

率はそれほど高くはない印象であり，むしろ子ども家庭支援センターで生活保護につなぐ

ことが多い。上手に説明できない人の場合などは，申請に同行することとなる。 

 親と一緒に生活できるように，親の支援をすることが重要である。 

 産後無料ヘルパーは実施していない。しかし，要支援家庭へのヘルパー事業について予

算を確保している。 

 養育が一時的に困難になったときのためのショートステイ，トワイライトステイ事業を

実施していて，稼働率は 80％くらい。 

（担当 森川  清） 

 

 

２ あしなが育英会 

 

 あしなが育英会は，もともと財団法人交通事故遺児育英会がその後病気遺児や自死遺児

などにも対象を広げ，1993 年に発足した。主に高校生以上の遺児に対する奨学金の給付を

行っている。 

 あしなが育英会の奨学金は無利息で償還期間が 20 年間の奨学金である。今後は，償還期

間を延ばしたり，低所得者の償還免除制度を設けるなど改善の余地はあると考えている。

奨学金の支給について，家計の所得基準を設けてはいるが，あまり厳格には運営していな

い。あしなが奨学金の増減については，この 10 年間で貸与額は約 10 億円，貸与者数はお
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よそ 180％増加している。一方，奨学金の返還率は約 95％という高率を維持している。あ

しなが育英会の運営はほぼ 100％民間の寄付から成り立っている。あしなが奨学金につい

ては，毎年 4 月に各中学，高校，大学などに資料を送って広報しており，そこからの応募

が多い。 

 遺児救済策としては，高校授業料無償化だけでは不十分である。なぜなら，遺児の約 58％

は現在ある制度を使ってすでに授業料の減免措置を受けており，その上であしながの奨学

金を受けているからである。 

 2009 年 12 月６日の第 21 回遺児と母親の全国大会において，あしなが育英会は，子ども

の貧困対策基本法の制定を要望した。そのきっかけは，若者の失業の問題や，世界と比較

しても高い教育費など，今の政治には子ども・若者に対する視点が欠けているのではない

かというのがその問題意識である。 

以上 

 

 

３ 首都圏某公立高等学校（定時制）副校長先生からの聴取調査（2010 年３月実施） 

 

１ 生徒の実態 

 生徒で多いのは，お金がない上に子どもに無関心・ゆとりがない親の子で学力に問題を

抱えた子，特別支援学級から進学してくる子，不登校の子。不況の影響か公立全日制の応

募が増え，１次，２次を落ちて傷ついた子が定時制に来る。定時制の２次募集でも不合格

者が出ている。定時制を落ちた子が居場所がなく友達の通う定時制高校に入り込んだり，

中退した子が職員室に入ってきたりする。定時制の統廃合は進んでいる。 

 片親，若い母親，母親のボーイフレンドとの同居，外国籍の母親が日本人と再婚等，家

庭に複雑な事情を抱えた生徒が多い。ダブルワークを含めパートで働いている親が多く仕

事を抜けると収入が減ってしまう。離婚，レイプ，暴力等，家庭に様々な問題を抱えてい

る。家庭が安心できる場でなく小中学校在学時に勉強できる境遇にない。保護者が帰って

来ず実質的にひとり暮らしの子もいる。経済的困難を抱えた家庭の多くは親が子どもの食

事の世話をしておらず，食事が不規則で給食だけがまともな食事。連絡がつかない等保護

者の役割を果たしていない親が多い。経済的に大変で余裕がないのもあるだろうが，子ど

もに興味がない。血のつながっていない親も多い。未成年でも学ぶことについては本人の

意思でできるような制度があれば良い。施設から来ている子もいるが，門限が午後 10 時で，

定時制の授業が終わった後，部活をしたり友達と話したりできない。 

 アスペルガーの子など小中学校でいじめられた経験を持つ子は多く不登校にもつながっ

ている。定時制で同じ境遇だった仲間と出会い克服する子もいる。いじめられた経験を持

つ子が「できる子ばっかり見ている」と中学校の教師に対して不信感を持っている。 

 生徒の就労形態はほとんどがアルバイト。ダブルワークもいる。コンビニ，飲食店。不

況で大卒の人もアルバイトで働いており，夜のシフトに入れない定時制高校生が外される。 

 生徒の妊娠・出産は毎年２，３回。定時制では祝福ムードだが産んだ後誰が育てるのか

の問題。必ずしも中退につながるわけではないが学校に来ることが困難になるケースも。 
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２ 学校生活 

 定時制の授業は小中学校レベル。テストで足し算引き算の問題が出る。進度は遅く，ま

じめにやっていれば良い成績が取れる。積立金が少ないので美術の授業では全日制の授業

で出た廃材しか使えず，書道の授業でも半紙を買えず新聞紙に書いている。定時制で初め

て部活動に参加する子が多く（不登校・意欲がなかった・体力的に劣っていた等の理由），

仲間と公式戦に出たりして頑張っている生徒もいるが，アルバイトと学校とで疲れていて

部活に参加できない生徒，道具が買えない生徒もいる。 

 週に１回スクールカウンセラーが来るが全日制と共有で定時制の授業時間後に利用でき

ない。いつもびっしり相談が入る。定時制専任のカウンセラーが必要。 

 

３ 授業料滞納・授業料無償化 

 滞納があっても支払確約書を出せば進級させる扱い。手続すれば減免措置が受けられる

家庭でも，したくない・能力的にできない（読み書き能力が低く書類を読めない・読んで

も意味がわからない。）という親が多い。実際お金がない家庭では，水道光熱費・電話代

が先になり授業料は後回しになる。授業料無償化で滞納がなくなるのは良いが，きちんと

退学届を出さず在学し続ける生徒が増えるのではないか。 

 

４ 中途退学・進路 

 受け皿がないままの退学が多い（５月１日現在で１年生の在学数を 100 とすると４年生

の在学数は約 58）。理由については「一身上の都合」としか書かない生徒もいるが，もと

もと勉強が嫌いで高校に「行ってやっている」という生徒が多く，アルバイトが面白くな

ったからアルバイトに専念したいという理由が多い。子どもがアルバイトを増やさないと

生活していけないという家庭も。問題行動による自主退学勧告もある。 

 不況のせいか進路は進学が増えている。進路未定者も多い。卒業した年の６月までは求

職希望者にハローワークのフォローがある。 

 

５ 定時制教員としての要望 

 スクールソーシャルワーカー等コーディネーターがほしい。通知文をわかりやすくして

ほしい。定時制は全日制と違い教員の加配が受けられないところを何とかしてほしい。 

 

６ 貧困に直面している子どもに対して教育現場でできること 

 学校行事や部活動で自己有用感を与えること。人の話が理解できず，自分を表現できず，

不利な状況におかれても脱することができない者が多いと思うので，義務教育段階でコミ

ュニケーション能力を高めること。低学力の子もゆっくり教えればわかるので，義務教育

段階できめ細かく少人数で教え，小学校終了段階で必要とされる学力まで引き上げること。

小中学校で基礎基本を身に付けているかどうかが貧困から抜け出せるかの分かれ道だと思

う。高校生ならバイトの賃金不払などの目にあうので，労働法の基礎知識を与えること。 

 学校システムと現状との間にずれがある。定時制を含め普通科高校では大学進学を前提

としたカリキュラム。ドイツのように職業高校出身ということが社会的認知をされ社会に

受け皿があり，大学進学と同様に良いコースなのだと社会全体の意識が変わる必要がある。 
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７ データ（端数切捨） ＊「全日制」とあるのは同校全日制課程 

(1) 在籍数に対する生活保護受給数の割合  

① 定時制（在籍数・生活保護受給数ともに 2009.5.1 現在）  

１年生：15.1% ２年生：11.7% ３年生：11.5% ４年生：10.3%  

② 全日制（在籍数は 2009.4.1 現在・生活保護受給数は 2009.6.9 現在）  

１年生：1.5% ２年生：1.3% ３年生：0.6%  

＊生活保護受給数は届出数なので，実数より少ない可能性あり 

(2) 在籍数に対する授業料減免数の割合  

① 定時制（在籍数・授業料減免数ともに 2009.5.1 現在）  

１年生：30.3% ２年生：35.1% ３年生：24.3% ４年生：29.8%  

② 全日制（在籍数は 2009.4.1 現在・授業料減免数は 2009.6.9 現在）  

１年生：10.4% ２年生：7.2% ３年生：8.4%  

(3) 在籍数に対する 2009 年度１年間に 30 日以上欠席した者の割合  

定時制（在籍数は 2009.5.1 現在）  ＊全日制は 30 日以上欠席者なし 

１年生：35.6% ２年生：39.6% ３年生：42.3% ４年生：58.4% 

(4) 2009 年度１年間の 30 日以上欠席者の内訳（定時制） 

① 30 日以上欠席者数に対する生活保護受給数（2010 年３月現在）の割合  

１年生：27.6% ２年生：6.8% ３年生：12.1% ４年生：15.5% 

② 30 日以上欠席者数に対する授業料減免数（2010 年３月現在）の割合  

１年生：44.6% ２年生：29.5% ３年生：33.3% ４年生：33.3% 

③ 30 日以上欠席者数に対する授業料督促状を一度以上送付した者（2010 年３月現

在）の割合  

１年生：27.6% ２年生：15.9% ３年生：15.1% ４年生：24.4% 

(5) 卒業生に対する進路未決定定者（アルバイト・家事手伝い含む）の割合（定時制） 

2005 年度：57.1% 2006 年度：46.1% 2007 年度：29.6％ 2008 年度：45.3% 2009 年

度：49.4% 

 

 

４ 児童養護施設 二葉学園 

 

【訪問日】2010 年４月 15 日 

【対応者】武藤素明施設長 

【参加者】平湯，野村，松川，馬渕 

（施設概要） 

 二葉学園は地域分散型の児童養護施設であり，本園の他，６か所のグループホームを設

置している。本園には 16 人の子どもたちが生活をしている。 

 なお，東京都に養護児童グループホームは 112 ホームある。 

 二葉学園のグループホームは，各ホーム職員３人制の交替勤務。グループホームに低年

齢児が入居することもあり，その場合は既存の職員だけでは足りず，家事援助を依頼する
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こともある。 

（金銭面について） 

 二葉学園で生活する子どもたちの日々の生活費が足りないと感じることは少ない。中学

生の塾の費用や部活費も東京都から支給され，高校の教育費も特に問題を感じたことはな

い。 

 なお，児童養護施設に入居する子どもたちの小遣いの平均は，家庭にいる子どもたちの

小遣いの平均と同じか多いと言われることもあるが，親がいる場合，小遣い以外に親に色々

な物を買ってもらえるので，それも併せて考えると，決して家庭にいる子どもたちよりも

経済的に恵まれているとはいえない。 

 金銭面で問題なのは，18 歳以降の生活費（大学，専門学校，免許取得など）である。自

立をするためには相当の費用がかかるが，その費用を用意できず，自立するときに十分な

支援ができないという問題がある。 

 その他，子どもの生活費（事業費）はある程度充足されている一方，職員の人件費（事

務費）はまだまだ不足している。事務費が少ないと，職員を増員できず，結果，職員が１

人の子どもに接する時間が短くなり，十分な配慮ができなくなってしまう可能性がある。 

 その他，施設や設備などハード面の充実，情短施設など子どもの特性に応じた施設の不

足の解消が今後の課題と考える。 

（高校を中退した子ども） 

 なお，高校を中退した子どもは二葉学園を退去しなければならないが，その場合，家庭

復帰，自立援助ホーム，再チャレンジホームなどが行き先となる。再チャレンジホームは

東京都が始めた新しい制度（モデルケース）である。高校を続けない子どもたちに有益な

制度である。 

（専門機能強化型養護施設，小舎・グループホーム化） 

 東京都の新たな試みとして「専門機能強化型養護施設」の設置がある。  

 虐待を受けた子どもたち，発達や障がいの関係で虐待を受けやすい子どもたち，自殺願

望を持った思春期の子どもたちのため，小舎型，グループホーム，ユニット制の児童養護

施設を設置し，保育士指導員（ケアワーカー）を増員し，さらには，心理職，治療担当指

導員を配置し，精神科医（医療的ケア）が週１回来てもらうなどの専門機能を持った施設

である。虐待が増えてきてから専門機能の必要性が高くなってきていると思う。 

 なお，東京都は全国の先駆として小舎化，グループホーム化を進めており，現在，大舎

制が 20％くらい，他は小舎制，グループホーム，ユニット制（小舎型の一種）となってい

る。なお，小舎制はなお施設としての側面を残すが，グループホームは一軒家での生活と

なり，より地域に根ざした家庭的な生活ができる。 

 

 

５ 自立援助ホーム ふくろうの家 

 

【訪問日】2010 年５月２日 14 時～ 

【対応者】高橋一正ホーム長 

【参加者】平湯，内田，野村 
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（ふくろうの家について） 

 北海道函館市において，NPO 法人「青少年の自立を支える道南の会」が運営する自立援

助ホーム（定員は男女合計６人）。市内の戸建てを購入し，男子と女子が生活できるよう

に改装，開放的な間取りを生かして利用している。常勤職員３人，ボランティア４人が，

食事作りと泊まり勤務をこなしている。 

（運営資金等について） 

 当初は寄付金とボランティアの協力のみで運営されていたが，2008 年度から国と道の補

助金が下りるようになり，2009 年度からは措置制度に移行したため，措置費を受領してい

る。措置費の内訳は，事務費約 19 万円，事業費（一般生活費）が約１万円である。同ホー

ムでは，スタッフの人件費加算を受けているが，冬季の寒冷地加算はない。措置制度にお

ける問題点は，子どもの自立準備の有無に関わらず，20 歳になると措置が打ち切られる点，

事業費は月初の子どもの入所数により変動してしまう点である。 

（現在のふくろうの家の役割） 

 子どもたちが暮らす「 後の砦」として，引きこもり，発達障がいの子，非行はないが

家庭内暴力をする子，高校中退により児童養護施設を退所した子などを受け入れている。 

 生きづらさを理解したうえでの生活支援，その上での就労支援をしている。生活支援の

前提となる，身辺自立，人間関係の折り合いの付け方，他者への適切な依存方法，自己肯

定感・人への信頼感を身につけさせることも，自立援助ホームの重要な役割となっている。

就労支援の取組みとしては，発達障がいの子には自身の「個性」を生かせる場を探し，高

校中退の子は何とか高卒資格を取らせるようにしている。ただし，定時制は昼間働かない

生徒がほとんどであり，その中で就労しながら通学することは難しい。 

（函館における就労の状況） 

 とにかく就労先がない。長く働かせてくれる職場（バイト含む）が少なく，月 10 万円稼

ぐことが非常に難しい。一方で，一人暮らしをするには 低でも月 12 万円必要。 

（全国の自立援助ホームの運営状況について） 

 措置費に対する加算は，地域格差がある。東京・大阪の都市部のみ手厚い。一方で，鳥

取県の「免許取得費用の補助」など，地方自治体独自の取組みもある。 

（問題点） 

 医療について，無保険の子どももいるが，施設のような受診券がなく非常に問題。 

 生活及び就労の面で「地域に受け入れられない」ということも「貧困」である。 

 より直接的な問題としては，自立できる準備が整っているか否かに関係なく，どこで暮

らすか・何歳か・学校に行っているかなどで措置費・支援が打ち切られてしまう。20 歳を

越えた子への支援はない。また，スタッフの面では，人材の確保，ホーム長がバーンアウ

トしてしまうといった問題がある。 

 

 

６ 社会福祉法人東京サレジオ学園 

 

【日 時】2010 年５月８日 14 時 

【対応者】野口重光園長 関口幹子事務長 松浦史明寮長 
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【参加者】平湯，馬渕，松川，上垣内，野村 

（東京サレジオ学園について） 

 カトリックサレジオ修道会の神父が創設した男児のみの児童養護施設。 

 学園の敷地内には，９棟の寮舎がある。学園内９棟の内訳は，６棟の一般棟（定員各 12

人），高校生ばかりが暮らす棟（定員 20 人），自立直前の子どもが暮らす棟（定員５人），

再チャレンジホーム（定員６人）である。その他に地域にはグループホームが１棟（定員

６人）ある。また，職員は，東京都の基準を上回る，子ども 2.5 人に職員１人の割合で配

置され，東京都の専門機能強化型施設として心理担当医・顧問精神科医等とも連携をとり

ながら処遇を行っている。 

（特徴） 

 規則・体罰をなくし，子どもに寄り添う処遇を実践している。敷地内は広く豊かな自然

にあふれ，各寮舎は清潔で美しく整えられ，食事も各寮舎で指導員が調理を行うなど，子

どもたちが気持ちよく，家庭的な雰囲気の中で暮らせるよう配慮されている。また，大学

進学率が非常に高く，希望者はほぼ全員進学している。 

（再チャレンジホーム） 

 東京都から依頼され，モデル事業として行っている。主に，高校退学・中退となって施

設にいられなくなった子や，他施設で施設不調になった子を受け入れて，育て直しを目的

とした処遇をしている。これまでに４人の子どもが入所し（内，３名が高校進学），子ど

ものリズムに合わせた生活を実践している。 

 同じ職員が関わり続け，信頼関係を構築し，高校を辞める選択肢も含めて「その子が何

をしたいのか」という将来の見通し・希望から考え直してサポートをしている。 

（チャンスの確保） 

 チャンスとは，「お金」「時間」である。お金の面では，子どもの希望で塾・習い事に

行かせている。塾の費用は，中学生は東京都から出るが，高校生は同学園が負担している。

また，教員資格をもつすべての職員が学園内でも勉強面のサポートをし，卒園生には大学

進学用の奨学金を用意。 

 時間の面では，進路選択の時期に受験勉強をする先輩の姿を見て考える時間を保障して

いる。また，不登校の容認や，反抗期には「反抗」を受け止める処遇をしている。 

（普通の家庭と同じ物・社会的体験の保障，自立に向けて） 

 子どもと職員が１対１で出かける，職員と買い物に行く，寮舎ごとの行事を自由に行う

などにより，通常の家庭で子どもに与えられる物・社会的体験が得られるよう配慮してい

る。また，自立直前の子どもは，施設を出た後の生活に困らないように，専用の寮舎で「ひ

とりに慣れる」ための練習をしながら，生活をしている。 

（課題） 

 物は足りなければ買うことができるが，大人との関わりの少なさこそが子どもの貧困で

あり，自立後の生活にも大きく影響を及ぼす。個別の丁寧なケアを実現するためには，職

員の確保と健康維持がとても重要だが，子ども 2.5 人に職員１名を配置している同学園で

すら十分には足りておらず，今後の課題である。 
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７ 社会福祉法人カリヨン子どもセンター 

 

【日 時】2010 年５月９日 

【対応者】坪井節子理事長（弁護士） 

【参加者】平湯，河野，馬渕，野村，松川 

（施設概要） 

 民間の社会福祉法人，以下の施設を運営している。家庭内の不和や虐待のために安全に

暮らせない子ども，児童養護施設卒園後困難に直面しても帰る場所のない子ども，身元引

受人がいないことを主な原因として少年院に送られかねない少年犯罪を起こした子どもな

ど，困難を抱える子どもたちが緊急に逃げ込むためのシェルター，カリヨン子どもの家

girls（女子用，定員４人），カリヨン子どもの家 boys（男子用，定員２人）。自立援助

ホーム，カリヨンとびらの家（男子用・定員６人），カリヨン夕やけ荘（女子用，定員６

人）。デイケア事業を行うカリヨンハウス。東京都の全児童相談所・東京弁護士会子ども

の人権救済センターなど，さまざまな機関・団体と連携協定を結んでいる。 

 シェルターはこれまでの６年間で約 160 人の子どもが利用し（うち８割が女子），彼ら

を送り出している。 

 カリヨンハウスは，シェルターにくる子どもたちが笑わないこと，生きる意欲・エネル

ギーが全く湧かないこと，自分は生きていてはいけないと感じていることが多いこと，生

きる意欲・生きていてよかったという気持ちの根源は，安心して，守られて，遊んだ経験

にある，子ども達の遊び場を作ろう，との考えに基づいた先進的事業（朝日新聞厚生文化

事業団助成事業）。カウンセリング・ボイストレーニング・ダンス・ピアノ・高卒資格取

得のための学習などを行う。子どもがやりたいことをきいて，講師を招いてくるような運

用をする。子どもが大人と１対１で遊んでもらうことが重要という考えに基づいて活動を

している。絵本を読んでもらうということを生まれてはじめて体験して，施設にきて以来

はじめて笑った子もいた。 

（金銭面について） 

 法人全体の予算は年間 7800 万円，そのうち公的機関からの補助金が 2200 万円，児童相

談所からの一時保護委託費が 100 万円，残りは寄付で賄い，現在は外資系企業からの寄付

に依っているところが大きい。 

（子どもシェルターの必要性） 

 第３章第２節第３ 先進的な取組みとしての「子どものシェルター」を参照 

（課題） 

 ＜人手不足・資金不足＞ 年間 25 人の子がシェルターで暮らすために年間 1500 万円程

度の費用がかかる。それでもスタッフの人員数は不足しており，常にスタッフの物理的・

心理的余裕はない。傷ついた子どもが回復し，成長していくためにはたくさんの大人が肯

定的に関与していく必要が高く，そのためには可能な限り豊富な人的資源が不可欠。 

 ＜送り出した子のアフターケア＞ 自立後，一人になってしまう，経済面・生活面もも

ちろんだが，一人の寂しさにどう耐えていくかが問題。現在，カリヨンハウスの活動にき

て，それを機会に実家代わりのようにカリヨンに話をしにくるＯＢ・ＯＧも多い。 

 ＜就学再チャレンジの場の必要性＞いったん高校等を退学，ドロップアウトした子ども
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は児童養護施設で事実上受け入れてもらえない。現在ある再チャレンジホームは児童養護

施設を経由してきた子どもしか受け入れず，家から直接逃げてきた子どもが就学に再チャ

レンジする場がない。 

 

 

８ 横浜いずみ学園 

 

【日 時】2010 年５月 10 日 

【対応者】高田治園長 

【参加者】松川，馬渕 

（施設概要） 

 横浜いずみ学園は情緒障がい児短期治療施設（以下「情短施設」と略す。）である。情

短施設とは，情緒障がい児の治療を目的とした児童福祉施設である（ちなみに東京にはな

い。）。 

 情短施設には小学校，中学校の施設内学級があり，横浜いずみ学園にも特別支援級の分

級が設置されている。また，横浜いずみ学園には精神科の診療所も併設されている。 

 情短施設は，治療施設であることから職員配置（ 低基準）が手厚く，児童養護施設の

1．5 倍くらいである。また，心理士，看護師，医師も働いている（医師は嘱託のところも

ある。）。 

（子どもたち） 

 入所する子どもは，メンタル面に問題を抱えており，支援には人手がかかり，職員配置

も難しく，小規模化，ブロック化は進みにくい。横浜いずみ学園では，50 人の子どもがワ

ンフロアで生活している。男女は半々で，入所待ちの子どももいる状況。 

 年齢区分は小１から高３までで，障がいの内容は愛着障がい，広汎性発達障がい，ADHD

が多い。また，IQ80 以下の子どもが４割くらいである。 

 入所の原因は，設立当初（20 年前）は不登校が多く，無断外泊も良くあったが，児童虐

待防止法が施行された 2000 年前後から虐待が増えてきている（もっとも，虐待という原因

に着目したことも増加理由であり，以前から虐待を受けていた子どもは多くいた。）。 

 また，入所する子どもの家庭は，生活保護受給家庭が多い。負担金を払っていない親も

多いのではないだろうか。 

（施設での生活） 

 子どもたちにパニックが起きないような生活を心がけている。また，主体的に生きられ

る気持ちを情操するよう心がけている。虐待を経験した子どもは受け身になっていること

が多く，前向きに関わっていくことの大切さ，探索行動，切り開いていく力を養うよう努

めている。 

 例えば，学園に入る前に本人が入所したいという意思を持って入居できるようにするた

め，自分で施設を見学し，入所申込みを行い，入所の目標を自分で考えて話してもらうよ

うにしている。学園に入ってからは，ご飯は食堂で食べても部屋食べてもいいし，学校に

行っても行かなくていい，本人からの希望を言ってもらい，どのような生活をするか職員

と相談するようにしている。そのような取組みの中で，自分でやっている，自分で決めて
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いるという気持ちを育てている。 

 また，幼少期に適当な養育を受けていないと，安心できる環境がなく，予測ができず，

場当たり的に生きてしまい，人とうまく関われない傾向が強い。場当たり的でなはい一貫

性のある応答をして，子どもたちの安心感を強め，新しいことへの探索力，勇気，チャレ

ンジ精神を育てるようにも心がけている。 

 高校生にはアルバイトを奨励している。高校の適応は悪いが，アルバイトはうまくいく

という子どもも比較的多い。 

 なお，情短施設は治療施設なので，高校に行かなくても情短施設に入ることができる。 

 退去する子どもの 60％以上が自宅に帰っている。退去後，家で問題行動を起こす子ども

は少ない。 

 

 

９ 大分県中津市における「こんにちは赤ちゃん訪問事業」 

 

１ 2010 年６月 16 日午後，本シンポジウム実行委員外７人が中津市子育て支援課を訪問

し，事業の中心的役割を果たしている井上登生医師や担当保健師の参加を得て，事業の概

要について説明を受け，意見交換した。 

 

２ 中津市における「こんにちは赤ちゃん事業」 

(1) 「こんにちは赤ちゃん事業」は，子どもの虐待死事例の検証により，０歳の死亡が

40％近くを占め，その大半が生後４か月頃までに発生していることに基づき，2008 年度

から次世代育成支援対策交付金の事業として，生後４か月までの乳幼児家庭の全戸訪問

を目的として行われるようになった。 

中津市は，人口８万 5000 人，世帯数３万 6500 世帯の小都市であるが，2008 年度以降

全戸訪問を実施しており，2008 年度は 593 人，2009 年度は 793 人の出生児童について，

５人の保健師（１人は助産師も兼ねる）で，各 85.5％，89.7％を訪問した。 

期間内に訪問できなかったケースには，再訪問し，不在の場合手紙を残すなどし，そ

れでも状況確認できず，4・7 か月児検診も未受診の場合は，再度直接訪問するようにし

ている。その結果，2009 年に未訪問の 75 人のうち，他の機会も含めて全く面接してい

ないのは，２人だけである。この結果，児童虐待件数は，大分県全体がここ数年横ばい

であるのに対して（2006 年以降 530→527→522→546），中津市では(50→28→28→9)と

激減している。 

(2) 取組みの詳細 

① 訪問のために，母子手帳交付・妊婦検診時から対象者を把握し，事業の説明・同

意を得るようにしている。 

② 担当する保健師は，「スペシャルケア研究会」と称する勉強会を続けており，対

応能力を高めるとともに，モチベーションを維持している。 

③ １回の訪問は基本的に 40 分で１日に１人が２～３軒訪問する。 

④ 問題があるケースでは，４か月検診などに引き継ぎ，その後もケースカンファレ

ンスなどで庁内で把握していく。 
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⑤ 今後は妊娠期から訪問する方向を検討しているが，その場合人員は不足する。 

⑥ 全員が保健師という例は他にはあまりないのではないか。小児科医や産婦人科医

の協力が得られなければなかなか上手くいかない。 

⑦ 情報は庁内に蓄積しているが，転出した場合などに，転出先自治体に情報を提供

しようとしても，「対応する制度がないので受けられない」との対応がある。 

(3) 中津市の組織的対応やその他の取組みについて 

① 児童福祉法の「要保護児童対策地域協議会」を活用し，その中に実務者会議を設

け，支援の方向が正しい方向に行くように，スーパーバイザーを置いている。 

② 虐待の通報が入った場合，子育て支援課が担当となり，健康保険年金課，教育委

員会，その他の関係機関と連携を取って進める。実務者会議でケース検討をする場合

は，関係機関も出席する。庁内の行き来が小規模都市であるため，円滑である。 

中津児童相談所とも月１回連絡会を開く他，随時相談をしている。 

 

 

10 児童養護施設清浄園 

 

１ 2010 年６月 16 日午後，本シンポジウム実行委員外７人が大分県中津市大字大貞の児

童養護施設「社会福祉法人清浄園」を訪問し，施設を見学するとともに，施設長出納晧雄

氏外施設職員から概要をうかがった後，質疑応答した。 

 

２ 施設の概要 

(1) 定員 50 人。2010 年６月１日現在，幼児３，小学生 18，中学生 12，高校生 15 で合

計 48 人が在籍している。男子 28 人，女子 20 人である。 

入所理由は，養育困難・長期拘禁が 22 人，虐待が 14 人である。 

(2) 現在，直接処遇職員は 13 人。 

(3) 施設は老朽化しており，来年全面的に建て替えを予定している。 

 

３ 出納施設長の説明 

(1) 児童養護施設と貧困との関係 

① 私たちは，措置される子どもたちについて，措置書には記載されていない背景を

探ろうと，両親や子どもと面接するが，そこでは，常に貧困が横たわっている。 

② 子どもは入所して半年経つと自宅に居場所が無くなる。外泊しても居場所がない。

盆正月等に４泊５日帰宅できても，３泊位で帰って来る子どもが多い。 

② 2009 年に定額給付金の支給があった際，自治体からは養護施設において子どもの

口座を作るようにとの指導があったが，親から口座を作ることを拒否される事案が多

かった。そのことで親子げんかが起きた事例もあった。 

③ 子どもが養護施設を出て行くまでに，お金を貯めて持たせてあげたいが，現在の

措置費の制度ではそのようなことができない。措置費の中から出るお小遣いは，高校

生 6000 円，小学六年生が 1500 円，幼児が 400 円であり，それを貯める以外にない。

なお高校２年生以上はアルバイトを許可している。 
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④ 中津市では，４年前に条例で，大学に行く者には５万円を２年間，就職する者に

は運転免許取得費用として 20 万円が出るようになっている。政令指定都市以外では中

津市のみである（県としては佐賀，政令指定都市では北九州市のみ）。 

(2) 就職が決まっていない者を卒園させることはせず，２年間は滞在できるが，18 歳未

満の子どもたちと同居しながら就職活動をするスペースを作ることは難しい。そのよう

な子どもが自立まで就職活動をできるような制度が必要である。 

(3) 現在地域主権推進一括法案が問題となっており，各施設は地方条例で律されること

になりそうである。国が関与するのは設置基準だけということになりそうで，驚いてい

る。少なくとも私たちの意見は聞いてほしいと思っている。 

(4) 日本の児童擁護制度は基本的に救貧対策からの延長線上であり，集団養育が基本と

なっており，小規模化は進んでいない。また，マンパワーの不足は著しい。子どもに関

わる大人たちの数が非常に少ない。職員配置基準の問題について国は変えようとしない

（小学校以上の児童については，６人に１人。職員１人が交替し有給を取るなら，本来

４倍は必要。）。 近は虐待に関する専門職や家庭支援の職員を雇って良いとされてい

るが，法律の改正はなされず，補助事業に過ぎない。これが地方分権となると，削除さ

れる可能性がある。 

 

 

11 自立援助ホームかんらん舎 

 

１ 2010 年 6 月 17 日，本シンポジウム実行委員外５人が福岡市城南区梅林の NPO 青少年

の自立を支える福岡の会が運営する「自立援助ホームかんらん舎」を訪問した。 

 

２ 施設概要 

(1) 「かんらん舎は」，2008 年７月１日に開設された自立援助ホーム，義務教育終了後，

児童養護施設等を退所し，社会に出て自活しなければならない青少年や，様々な事情で

家族から離れて自立しなければならない青少年が，家庭的雰囲気の中で，働きながら自

立の準備をする場所（ホーム）である。 

(2) １階に女子用の居室が３部屋，２階に男子用の居室が３部屋あり，６月 17 日現在，

女子２人男子３人が生活している（15 歳～19 歳）。利用者ごとに１人部屋が用意され

ているが，食事は一緒に食卓を囲んで取る。費用は月３万 5000 円。 

(3) 長崎の自立援助ホームでは全員生活保護が受けられているようだが，福岡市城南区

では，生活保護利用は困難である。 

(4) ホーム長１人，児童指導員２人と，調理員・学生宿直等のスタッフという体制。 

 

３ 子どもたちの家庭環境，生活歴等の特徴 

 家庭環境は様々であるが，親の援助・支援がないという共通点があるので，「かんらん

舎」を出た後のアフターケアが課題となっている。 

 入所前に虐待された体験のある子どもがほとんどであり，昼夜逆転していたり，他人と

の比較の悩みなどで思いつめる子どもも多く，心のケアが重要である。 
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４ 子どもたちが直面している貧困問題 

(1) 子どもたちは，身元保証人がいないこと，学力やコミュニケーション能力が不足し

ていること等のために，低賃金の不安定就労（多くはアルバイト）をせざるを得ず，経

済的自立のためにはダブルワークをせざるを得ないことが多い。 

(2) さらに，施策の貧困・情報の貧困の問題もある。すなわち，自立に困難を抱える子

どもたちにとっては，ゆっくりと落ち着いて自立の準備に取りかかることのできる場所

と時間が必要であるが，そのための施策が貧困である。また，子どもたちのための相談

の場があっても，その情報が子どもたちに十分に届いていない。 

 

５ ホームの財政面 

 児童福祉法改正に伴い，自立援助ホームに対する国庫支弁額が月初日在籍児童数で算定

されることとなったため，財政的逼迫が心配された。そこで福岡市こども家庭課及びこど

も総合相談センター等へ実情の理解と財政的補填を要請したところ，従来との差額につい

て，市による独自の補助が実現した。他県では苦労している施設も多いと聞く。 

 

６ ホーム長はじめホームの方々の考える社会的養護のあるべき姿 

(1) 社会的養護のもとに育った子どもたちの多くが，施設や里親家庭を出た後に，社会

になじむのに非常に苦労しているのが現状である。その原因には，施設内での自立訓練

が不十分であること，社会の理解などの問題がある。 

(2) また，十分な学習環境がないまま育った子どもも，現状では早期の自立を迫られて

いる。学習意欲のある子どもたちに学習機会を確保する改善が必要である。 

 

 

12 里親土井ホーム 

 

１ 2010 年６月 17 日，本シンポジウム実行委員外５人が北九州市若松区において，土井

髙德氏が運営する「里親土井ホーム」を訪問した。土井氏は，日本ファミリーホーム協議

会副会長も務める。 

 

２ 施設の概要 

(1) 天理教の分教会の施設を利用している。 

(2) 小規模養育型児童養育事業，グループホームとして運営している。 

児童相談所，家庭裁判所，保護観察所からの紹介で子どもが委託されて来る。 

17．37 歳が平均で，比較的年長の少年が多く，平均養育年数は少ない。 

(3) 被虐待経験が多い。 

(4) ファミリーホームは 2010 年３月段階で全国に 53 か所で，来年３月には 100 か所を

超える見込みだが，少年院を出た子どもを預かるホームは少ない。 

(5) スタッフは土井高徳の外，妻，子２人，妹と，22 歳の青年，ボランティア２人。 

(6) 支援機関が多い。さまざまな社会資源を活用しており，実際に支援頻度も高い。 
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2000 年以降は，被虐待児，司法との関係，発達障がい児童などに取り組むようになっ

ている。 

(7) 現在，中１，中３，高２（２人），22 歳の５人 

(8) ほとんどの子どもは生活保護家庭である。裕福な事例は僅かで，暴力団幹部の子な

どである。盆正月に帰省できない事例がほとんどである。 

(9) ファミリーホームは子ども支援の 終段階である。もっと早い段階で対応していれ

ば，虐待や非行は起きなかったと言える。その意味で周産期の女性を訪問する制度は大

変良いと考える。 

 

３ 子どもの貧困との関係 

(1) 子どもの病理の背景に親の病理としての貧困等があり，その背後には福祉・支援に

関する政策の貧困がある。 

(2) 制度的に支援が 18 歳で終わるという点に問題がある。 

 

４ 社会的養護の問題点と有るべき姿について 

(1) 深刻な事情を抱えた子どもを受け入れているのに，対応する職員数を増やせない。

そのような状態では，施設内虐待が起こりかねない。 

(2) ６人の子どもが１年間いれば 1500 万円出ることになっている。ファミリーホーム

では１人 20 万円，里親では１人 12 万円である。 

(3) 社会的養護の小規模化，専門家が進んでいるが，密室化してはならないのであるか

ら，行政や社会が支える仕組みを作っておく必要がある。東京，大阪，富山では里親支

援機構ができている。 

(4) 子どもの自立を支える基盤が不十分である。親の支援のない子どもについては，自

立にあたり，補助金で 20 万円出るが，それだけでは不十分である。子どもの自立のた

めに貯金をしてあげたいが，補助金は使い切りにしなければならず，使い切らなければ

ファミリーホーム経営者の収入になってしまう。 

東京都では，受験費用等の補助もあるが，北九州ではない。整備が必要。 

 

 

13  ハローワーク高知 

 

【日 時】2010 年３月 12 日 

【場 所】ハローワーク高知（高知公共職業安定所） 高知市大津乙 2536－6 

【対応者】高知公共職業安定所 職業紹介部門 統括職業指導官 松浦光子氏 

     職業相談部長 竹埜誠一氏 

【聴取内容】 

① マザーズサロンについて 

2007 年から開始。ひとり親支援に特化しているわけではなく，広く，子育てをしなが

ら仕事を探している，あるいは，今すぐではなく子どもの手が離れたら働きたいという

お母さんたちの支援をしている。 
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2009 年に現在の場所に移転し，十分な駐車場を備えたこともあり利用者は増えている。

非常勤ではあるが，保育士もおり，子どもの遊び場や授乳室もあるので，お母さんたち

が落ちついて相談に集中できる。 

「量より質の支援」を目指し，2010 年からは，マザーズサロン独自のセミナーを始め

た。子どもと一緒に 10 人程度で履歴書の書き方や職務経歴書の書き方，面接の対応等

を学んでいく。「重点求職者」（求職表の記載や就職に向ける意思の強さなどから重点

的支援の対象者としたもの）からリストアップして参加を個別に働きかけている。 

継続的な支援をできるようになれば，就職に結びつくことが多い。 

② 就労支援における問題点 

特に年少児童を養育している家庭では，児童を預ってくれる場所がないと就労が困難。 

高知県では祖父母も就労していて孫を預る余裕がなかったり，親族の協力が得ること

もできない家庭もある。 

保育所の延長保育時間が保育所毎にバラバラだったり，郡部では延長保育すら行って

いないところもある。また，病児保育の実施先が少なく，要件としても利用しにくいの

も問題。学童保育も時間が延長されるようになったが，やはりお母さんたちが安心して

働くことができるような環境整備が必要。 

面接や求職の問い合わせ電話をする際に，あからさまに子どもの年齢を聞いてきたり

する事業所が多いなど，子育て中の母親の就労についての社会全体の理解を求めていく

ことも必要。 

（担当者 中島香織，鎌田毅） 

 

 

14 高知母子家庭等就業・自立支援センター 無料職業紹介所 

 

【日 時】2010 年４月 27 日午前 10 時 

【場 所】高知市旭町３丁目 115 番地 高知男女共同参画センター ソーレ 2F 

【対応者】所長 森国久美子氏，総合相談員 高西由子氏，大坪佐代氏 

【聴取内容】 

① 業務概要 

  運営主体：NPO 法人大地の会（高知県から委託） 

  職員数： 所長含め３人（うち１人は産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

の有資格者） 

  業務内容：母子家庭の母に対する就業相談の実施や就業情報の提供等を行う。職業

紹介事業の許可を取得し，職業紹介も行っている。 

② 支援内容 

相談者は「仕事をしたい」といって来所する。初回の相談（電話相談であれば来所を

勧める。）の際，求職票及び母子家庭就業支援相談票に記入してもらいながら，現状を

聞き取る。家庭の様々な問題を抱えている母親も多く，求職の面だけではなく，優先順

位が付けられなくなっている場合が多い。離婚を考えているのであれば司法書士の法律

相談に，ＤＶがあるのであれば女性相談支援センターにつなげる。本人が話しづらいこ
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とを聞いて，重しを少しでも降ろさせて，適した窓口が叩けるように背中を押す。 

③ ハローワークとの違い 

職業相談の実施や職業紹介という点からすれば，業務内容は重なっている。 

求人情報はメールでハローワークから送られるが，詳細は載っていないのでスキルも

あり，頑張れる気持もある人は直接ハローワークに行った方が早いかもしれない。 

ただし，ハローワークに行くことにも，後押しを要する人もいる。来訪者が多く，ど

うしても機械的に対応せざるを得ないハローワークと異なり，母子家庭の母親に対象を

限定することで，離婚や養育費などの様々な問題を抱えつつ，生きていくために職を得

ようとする母親の相談に乗って，これまでの就労経験や就労阻害要因を聞き取り分析し

ながら，気持ちを整理して自立に向かうことができるように相談に乗るなど細やかな支

援を行うことができる。 

④ 母子の現状・必要な支援 

就職の際にもっとも大きな障害となるのは，学童を含めた病児保育などの体制が整っ

ていないこと。面接の際にはっきりと｢子どもさんが病気になったときに預かってくれ

る人はいますか｣と質問する事業所は未だに多い。 

トワイライトステイという制度はあるが，実施している施設が１つしかなく使いづら

い。高知市も 2009 年までは，シルバー人材派遣の方法で母子家庭にヘルパーを派遣し

ていたが，収入のある世帯では有料だったため使いづらかった。2010 年度，市は「使う

人が限定される」との理由でこの支援を止めた。 

病児保育・病後保育も行われているが，診断書を取らなければならないために，子ど

もが病気になった日はフルで働けない。 

保育園は，預かる時間が短く（郡部ではその傾向強い），土・日・祝日に預かってく

れないことも多く，子どもを預かってくれる人がいなければ働ける時間が限定される。

そして，その仕事だけでは親子で食べて行くことはできない。 

実家に住まわせてもらっているが生活費はもらえず，同一世帯とみられるために児童

扶養手当や生活保護を受けられないケースや，夫と別居中で生活費はもらっていないの

に児童扶養手当も生活保護も保育も受けられないケースもある。 

休日に営業している事業所も多いが，休日に子どもを預けることのできる場所がない

方も多い。学童も含めた保育制度の整備の必要性を強く感じている。 

⑤ 生活保護受給者の就労支援 

ここには，生活保護を受けている母親も受けていない母親も相談に来る。大変な思い

をして仕事をしなくてもお金がもらえるとなれば人は働かない。働かない親を見て育つ

ことで負の連鎖になる。そうさせないためにも，生活保護を受けている母親に対する早

期の就労支援が必要。 

（担当者 中島香織，鎌田毅） 

 

 

15 託児サービス事業ぽにょ～。（財団法人青蘭会連盟） 

 

【日 時】2010 年５月６日 午後３時 
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【場 所】高知市栄田町３丁目 6－29 高知県母子寡婦福祉会館 

【対応者】施設所長 和田氏，事務担当 横田氏 

【聴取内容】 

① 事業開始に至った経緯，従業員等 

財団法人青蘭会（以下「青蘭会」という。）は，高知県の母子・寡婦福祉団体。1949

年 10 月９日に設立された。2006 年，現在の場所に高知県母子寡婦福祉会館が建設され

た。当初は高齢者の集会所・居場所として使用する目的だったが，県から打診があり，

託児サービス事業を行うことになった。 

託児サービス事業は，厚生労働省が 2009 年度補正予算においても受けられた｢安心子

ども基金（http://www.mhlw.go.jp/bunya/pdf/090303.pdf）｣に基づき，高知県が 2009

年 11 月から行っている事業。ハローワークで実施している職業訓練を受けており，そ

の間の託児が必要な母子･父子家庭を対象として青蘭会が無認可保育所として無料託児

サービスを提供している。「安心子ども基金」事業は 2011 年度までのため，予算確保

の目途が立っていない 2012 年度以降については，実施方法等を検討中。職員は５人。

児童数は 2009 年 11 月から 2010 年３月まで，７人（事業日ごとの受け入れ人数×事業日

数＝294 名）。 

2009 年度の児童は全員卒業し，保育所へ入所。現在の託児児童数は５人。 大受け入

れ可能人数は 10 人程度（ただし，受け入れる児童の年齢にもよる。）。 

② 託児サービス事業の内容 

対象者はハローワークの職業訓練受講中の母子家庭の母親及び父子家庭の父親で，親

族等から養育に関する支援を受けることができない者。父子家庭の父親の利用は現在ま

でない。職業訓練の期間，訓練の時間に合わせて預かる。ハローワークで試験がある日

は午後６時 30 分ころまで預かる。親が子どもの体調不良で極力職業訓練を休むことが

ないように病気の場合も隔離して預かる。熱が出ても，高熱でなければ隣の提携してい

る病院で診てもらい預かる。期間外・時間外にも有料でいいから預かってほしいとの要

望も多いが，厚生労働省の事業実施中はそういったことはできない。 

③ 必要な支援策など 

受け入れている児童の中には，栄養不足や清潔にしてもらえていないなど，ネグレク

トが疑われる場合もあり，保育所へ通った後も養育に関する支援をしてもらえるよう市

役所へ連絡したこともある。 

必要な支援としては，社会福祉士や理学療法士等仕事に直結する職業訓練。職業訓練

を終えても就職することができず，生活保護を受けざるを得ない方も少なくない。 

また，職業訓練を申し込んでも半分は落ちるというのが現状。落ちた人たちは生活保

護で暮らすしかない。この事業を利用するためには，職業訓練を受講する要件を備えた

うえで，身近に援助してもらえる人がいないなどの要件も満たさなければならない。働

きたいという意欲のある人に利用枠を広げてほしい。 

以前子どもを預っていた母親で，職業訓練後就職できたのに，いざ保育所に預けよう

とすると，１週間は慣らし保育のために午前中しか預かることができないと言われ，そ

のことを事業主に相談したところ，「就職早々１週間も休まれては困る」と言われて就

職を断念した方がいた。子育てに対する事業主の理解や就業に対する保育所の理解が必
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要。 

（担当者 中島香織，鎌田毅） 

 

 

16 高知聖園（みその）ベビーホーム・児童家庭支援センターみその 

 

【日 時】2010 年３月９日午後４時 

【場 所】高知市新本町１丁目 7－30 社会福祉法人みその児童福祉会 

【対応者】副園長 谷本恭子氏 

【聴取内容】 

① 業務概要 

2005 年に設立。2006 年から国と高知県の認可を受け，児童家庭支援センターとして

の業務を開始している。高知県内に２箇所ある児童家庭支援センターのうちの一つ。 

もともとは，ベビーホーム（乳児院）の職員間で，入所に至らない子どもや親に何ら

かの支援ができないかという問題意識があり，設立することとなった。 

現在の職員は５人(保育士４人，社会福祉士１人)。支援する家庭において，赤ちゃん

の世話をしたり，親にアドバイスをしたりできなければならないので，実務経験がある

職員に限っている。 

ベビーホームで預かっている児童数は現在 31 人（定員は 30 人）。そのなかには，家

庭内に定期的に支援の手が入れば，預けなくても子育てできる親もいる。毎日家庭に支

援に入って，１～２時間母親と過ごすだけで母親の攻撃的な気持ちが減って，児童虐待

を防止できるケースもある。訪問事業が広がれば，児童虐待は減るし，虐待せずに親子

が一緒に暮らせるケースは増えると考えている。 

② 家庭訪問に至る経緯 

高知市の子ども家庭支援センターに，保健師等から家庭支援訪問事業の利用申込みが

あると，子ども家庭支援センターが必要性の審査を行い，市が必要性を認めたケースに

ついて，みそのに訪問委託。 

③ 家庭訪問以外の支援方法 

電話やメールでの相談。2008 年度の相談件数は電話やメールでの同一人物からの継続

相談もあわせて合計 1685 件。訪問相談は 812 件。 

電話やメールでの相談は高知県全域から寄せられるが，直接支援を行うのは高知市が

大半で，その他は高知市の近隣市町村。遠方になるとスケジュール調整が困難なので，

支援を行いにくい。 

④ みそのの特徴 

みそのの特徴としては，乳児院（聖園ベビーホーム）に付設されているところ。乳児

院に付設されているところは少ない。ショートステイもあるので，緊急の場合などにす

ぐ預ってもらうことができる。 

また，支援していくなかで，どうしても家庭では子どもを看ることができないケース

もある。その場合に，乳児院へのショートステイなどを勧めて，親から子を奪うのでは

なく，親と子が楽になるための乳児院利用を勧めることができる。また，児相家庭支援
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センターへ相談に来た不登校の子に乳児院で子どもたちと遊んでもらい，居場所とする

こともできる。 

児童家庭支援センターは児童養護施設に付設されているところも多いので，大きい年

齢の児童の支援を行っているところもあるが，みそのとしては出産前の時期など，でき

るだけ早い時期から支援に入っていきたいと考えている。 

支援のないままに，子どもが生まれ，子育てがスタートしてしまうと，母親や父親自

身が受けてきた「それなりの子育て」が，それがいかにひどいものであっても「当たり

前の子育て」になってしまう。それを防ぐには，なるだけ早い時期に「よりよりやり方」

を親に伝えなくてはならない。 

また，家庭訪問により，家庭という母親のテリトリーに入ることで，母親がどういう

思いで暮らしているか目に見えて実感することができる。母親と子どもとのやり取りを

見て実感できるしんどさがある。窓口で相談を聞くだけではわからない。テリトリー内

に入ること，しんどさを実感し，共感することで，母親の手助けをしやすい。 

よく言われるのが，「言葉でのアドバイスよりも実際手助けしてほしい」ということ。

言葉での相談で，気持ちは楽になっても，現実は変わらない。 

④ 現場で直面することの多い問題（親たちの状況）について 

「おばあちゃん」的な役割をもって親や子どもの支援をしてくれる人が少なくなって

いるように思う。そのため，子育てのノウハウを聞くことができない。また，聞いても

批判されていると捉えてしまうことも多い。 

当事者の立場に立ってしっかりとサポートする人がもっと増えるべき，増やすべきだ

と思う。 

相談だけでなく，実際に援助を行うことも必要。役所はいろいろな機関に相談窓口を

設けているけれども，実際に支援まで行うことのできるところは少ないため，問題の解

決につながらないこともある。 

（担当者 中島香織，鎌田毅） 

 

 

17 高知県女性相談支援センター 

 

【日 時】2010 年４月 28 日 

【場 所】高知市百石町３丁目 11－6 高知県女性相談支援センター 

【対応者】所長 矢野川禎子氏，次長 杉本陽子氏 

【聴取内容】 

① 保護する女性の現状 

所持金がほとんどないまま逃げてくる。債務を負わされている女性も多い。ブラック

リストに載っていると，住居を探す際に保証会社を付けることができない。 

自分で別居を決意して逃げてきた女性は，前向きに仕事を頑張ろうとする。頑張りす

ぎると折れてしまうので，そうならないように励まし，途切れない支援を心がけている。  

育児の支援も要する場合には母子生活支援施設も選択肢となるが，生活保護を受けた

ら利用できないなど高知市の審査が厳しく利用しにくい。 
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② 支援内容 

支援を行う期間は，原則として一時保護を行った後新たな生活を行うことができるよ

うになるまでだが，相談があればその後も支援（離婚に向けた助言など）を行っている。 

生活保護申請の支援や，家探しの支援，ハローワークへ職員が同行して職探しを行う

こともある。仕事探しは保護命令が出た後から始めるため，それまでの間に心構えがで

きるが，その後仕事が見つからない期間は将来が見えず辛い思いをする方も多い。女性

相談支援センターへもハローワークから求人票がメールで送付されてくるが，実際に詳

しい情報を得るためにはハローワークへ行く必要がある。 

家を借りた際の当面の日用品や保護命令の申立のための費用については，数年前から

労働組合や NPO 等が基金を作るなどして支援してくれている。 

③ 現状 

一時保護からの生活手段を確保する方法としては生活保護の受給というケースが多

い。 

高知県内では，ただでさえ短時間でも働くことのできる場所が不足しているだけでな

く，保護を求める女性は保育所が休みの日（資格を持たず子育て中のひとり親が見つけ

やすいサービス業は土・日・祝日に営業しているところが多く，保育所の日程と合わな

いことが多い。）の休日や子どもが病気にかかった場合に代わりに預ってくれる親族等

がいないことが多いうえ，病児保育先の不足や費用が高額という問題があるため，定職

に就いて自立した生活を送ることはより一層困難で，生活保護を受給せざるを得ないこ

とが多い。 

④ 必要な支援 

女性相談支援センターで支援を行っている側から見ると，やはり個々の特性に合った

自立のための支援を行って欲しいと感じることが多い。その人の立場に立って，話をよ

く聞き，その人に寄りそうような支援が必要。その人が望んでいること，困っているこ

とを聞くことのできる，相談しやすい体制が求められている。職業紹介にしても，検索

方法をまず知らない若い親も多いので，そこから教える必要がある。保育所を紹介する

にしても，保育所一覧のチラシを渡すだけではなく，相談者の現状を把握して，そのう

えで通いやすい保育所を一緒に考えることが必要。 

住居についても，公営住宅や職員住宅の空き部分を目的外使用として，常時空けてお

いてくれればと思う。 

保育については，病児保育・病後保育が不十分。病児保育・病後保育も存在するが，

診断書を取らなくてはならないうえに，時間も限定されている。ファミリーサポートも

あるものの，費用が高い。 

（担当者 中島香織，鎌田毅） 

 

 

18 高知県内の公立中学校 

 

【日 時】2010 年４月６日 

【場 所】中学校内 
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【対応者】校長 

【聴取内容】 

① 学校の状況 

高知市内に公立中学校は 19 校ある。本校の就学援助利用率は 43％。昨年度（2009 年

度）のひとり親家庭率は 50％を超えていた。帰国者も多い。中国，フィリピン，ミャン

マーの子どももいる。 

② 子どもたち及び子どもたちの家庭の状況 

2010 年度から高校入試の制度が変わり，学力での一発勝負になった。そのため，私立

を併願したいが，経済的に私立は無理という子がいる。私立学校側が受け入れると言っ

てくれていても，親が無理と言って泣く泣く定時制に行くしかない。お金の使い方にも

問題があると思う。例えば，親の携帯電話代を１万円節約すれば子どもを塾に行かせる

こともできると思うが，親は携帯代に使ってしまう。 

何とかしたい子の保護者ほど学校から足が遠い。家にいなかったり，虐待やネグレク

トとなっていることもある。１週間同じ服を着ていたり，朝ごはんを食べさせてもらえ

ないというのはざらにある。不登校の家庭の２件に１件は足の踏み場がない状態。教員

に「金貸して」という保護者もよくいる。親に困難や課題が多く，大変な思いをしてい

ると子どもの顔に出る。子どもは言葉には出さない。友人と自分を比較したときに恥ず

かしさを感じたり，無理して携帯電話を持ったりする。親も生活に必死で子どもの方を

向いていない。 

子どもたちには，「学力をつけて，生活を変えていこう。だから勉強するんだ」と話

している。 

しかし，話していてもピンと来ない子どももいる。「とび（職）のズボンかっこいい。 

高校へ行かずにとびになる」と言う。「40 歳，50 歳になっても高いところへ上がるの

か」と話しても，自分の体力が衰えることなどを具体的にイメージできない。こういう

子どもを変えることができるのが学校教育と家庭教育だが，未来に希望のない子が多い。 

母子家庭の子どもについては，父性愛や男性愛に飢えていて，自尊感情も低いので， 

若年で彼氏ができて妊娠・出産して母子家庭になって，この地区にとどまる，というサ

イクルになっている。厳しい環境の子どもが増えている。親の社会性が低いと悲惨。近

所の支えもなく，孤立化する。突然逃げていなくなったり，逃げて入校する子もいる。 

③ 今後について 

県民１人１人に子どもの現状に何が足りないのか理解してもらいたい。高知のどこが

子どもの低学力を担うのか，子どもの学力について掘り下げた議論はあるのか，社会の

基盤をどう変えるのか。高知県には教育にかける金がない。学力についても今は注目さ

れているが，全国平均に近づけば，議会は検討をやめる。 

やっていく方法を考えなければならない。しんどい思いをする弱い立場の者は負けっ

ぱなし。その人たちの人生は何だったんだろう。この中学校でできたなら，他でもでき

るというものをやってみたい。他の学校に見に来てもらえるようになるまで。 

親の生活・地域を変えることはできないが，子の幸せを願い，子の学力を高めること

が私たちの責任。出会いを大切にして，この中学校でよかったという教育をしていく。  

保護者にも子どもにも，「ありがとう」と言ってもらえること。これが教師冥利。子
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どもは純粋。学力を付ける方法は緻密な研究が必要。 

2009 年度に来てくれた SSW はすごくよかった。小中連携いじめ不登校対策指定を受け

て，SSW の他，教育研究所から家庭訪問支援員２人に不登校や課題の多い子の支援を行

ってもらっている。不登校などの子は心が優しいところがあって，優しく接してくれる

SSW や訪問支援員が合っていたように思う。学校・児相・子ども家庭支援センターでは

ない立場の人が家庭に入ってくれることがクッションになって，学校復帰できた子ども

もいた。 

（担当者 中島香織） 

 

 

19 久礼保育所子育て支援センター 

 

【日 時】2010 年７月 15 日 

【場 所】高岡郡中土佐町久礼 6551‐1 

【対応者】所長 浜田貴代氏，他職員２名 

【聴取内容】 

① 事業概要（家庭訪問を中心に） 

８年前から子育て支援センター（以下「センター」という。）を始めた。月に１度「子

育て支援センターだより」を配布しがてら家庭訪問をしている。保健師がこんにちは赤

ちゃん事業で既に訪問しているので，保健師から母子の情報を得て，センターに来ない

家庭に訪問する。 

センターの職員は保育士。保健所で行う健診には，センターの職員も行き，気になる

子は保育所に情報を提供し，保育所に通っていれば保育士が気をつけて看る。 

保健師とは２か月に１度情報交換の会をもつ。他の地域では，個人情報の点から親子

の情報が得られないことがあり家庭訪問したくてもできない問題があるようだ。他方，

保健師と一緒に家庭訪問をしている地域もある。 

家庭訪問のなかで，保育所への入所を勧めた方がいい情報を得て入所につながったケ

ースもある。 

現在，月に１度 20 数件を回るので，時間が限られている。 

訪問の他に，近くのスーパーなどにセンターのポスターを貼っている。それを見て，

町外からも利用者が来ている。 

保育所・小学校・中学校と連携し活動している。そのなかで虐待のおそれのある子に

ついては対応を検討する。町外から転入してきて地域から孤立している家庭にそういっ

たおそれが多いように思う。 

② センターを利用できない母親について 

利用できない母は平日働いている人が多い。地域での子育てができているので，働い

ている時間は，祖父母や隣の人などに子どもを見てもらっている。月に１度育児相談会

をしているので，そちらには来てくれる人もいる。 

早くに結婚して育児の仲間もいない，地域でも孤立している母親もいる。子どもに言

葉の遅れや食事の偏りなど発達面の課題がある場合，保育所入所につなげ，他機関にも
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つなげる。 

③ 支援について 

保育所において，発達面で気になる子どもがいて加配が必要であっても，親による申

請が要件であるため，親がその課題を受け入れられなければ加配の支援はできない。保

育所では親へのアプローチが大きな問題になっている。中土佐町では町の予算で小学校

以上の子どもへの加配を学校の申請でできるようにしている。 

⑤ 地域での子育てについて 

地域の関わりのある子とない子ではちがう。情緒の安定やたくましさ，やさしさの面

で。折り紙や計算は教えられても，地域のなかで育ちながら育んでいく優しさは教えら

れない。この違いは課題がある子の場合に顕著である。 

小学校，中学校になっても保育所にきて行う授業があり，相互に外であっても声をか

けあえる関係ができている。中学３年生が受験前の時期に家庭科の授業で保育所に来る

が，「いい顔で帰ってくる」と中学校の先生は言う。中学生も保育所の子どもと遊んで

気持ちが癒されている。 

とはいえ，子どもはある程度の集団で育てられる必要もある。地域の関わりがあって

も，子ども自体が少なくなれば，一定の集団数を確保するために学校の統廃合は行われ

うる。地域の関わりと一定の集団での育ちをどう両立するかがおおきな課題。 

子育ては，いろんな人の手を借りて，子どもも親も幸せになれる。 

（担当者 中島香織） 

 

 

20 特定非営利活動法人東京養育家庭の会 

 

【訪問日】2010 年７月 20 日午前 10 時 

【対応者】青葉紘宇理事長，松村愼太郎副理事長・事務局長，桐ヶ窪進副理事長， 

星野優子理事，若尾博通研修担当 

【聴取内容】 

 東京を拠点とする地域里親会である東京養育家庭の会を訪問調査した。 

 現在の 大の問題であるのは，社会的養護一般と同様に，18 歳問題である。１人目の里

子については実子に近い付き合いが行われることもあるが，２人目，３人目となると児童

養護施設と同じような状況である。 

（18 歳問題，特に住宅問題） 

 18 歳問題で，現在，力を注ぎ，協働して行けそうなのが住居の問題である。 

 現在，アパートの入居に当たっては，生活スタート事業で，入居費用が支給される。里

親がアパートの保証人になるケースが多く，その場合トラブルがあれば，里親に補償され

る仕組みになっている。未成年であることから，大手の不動産業者は貸してくれない。中

小の知り合いの業者などから借りるケースが多い。 

 現在進めているのが，従来里親をしていた方が高齢になって持ち家を提供して下宿先と

して 18 歳になった子を受け入れることで，住居を確保する方法である。パソナグループの

事業にのっかる形でもできるので，それを利用している事例もある。下宿している子ども
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とは，週１回食事をしたりする。 

 また，都営住宅で現在知的障がい者のグループホームが法人名義で借りており世話人が

住み込んで生活している試みがある。それと同じような方法で 18 歳問題で住居を確保して

いくことについても交渉を検討している。 

（一体的取組みの必要性） 

 18 歳問題について，市町村に対応してもらいたいが，いわゆる狭義の要保護児童につい

ては，都道府県行政に管轄があり，市町村では対応がなされていないのが一般的である。

そのため，市町村では要保護児童のための施設提供がなされてない。しかし，川崎市など

の政令市では，要保護児童も政令市の業務となっており，その他の児童福祉分野と一貫し

た取組みがなされている。市町村が要保護児童についても取組みを強化できる仕組みが必

要である。 

 また，前記とは異なるが，一体的な取組みとしては，千代田区が２年前から教育委員会

と児童福祉分野を同一の部で対応するようになった。それによって，学童保育クラブの取

組などでよい方向の変化が生まれていると思われる。 

 

（担当者 森川 清） 

 

 

21 日向ぼっこ（当事者の会） 

 

１ 日向ぼっことは 

 NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」とは，2006 年３月に結成され

た社会的養護の当事者グループである（NPO 法人格の取得は 2008 年７月 18 日）。2010 年

３月 19 日現在，正会員９人，賛助会員 159 人，合計 168 人の会員が活動を支えている。 

 2007 年４月からは，社会的養護の当事者が気軽に集まれる場として「日向ぼっこサロン」

（居場所・相談事業）を開設している他，当事者の声がより児童養護の現場や政策に反映

するよう当事者の声の集約・啓発事業も行っている。 

 また，2008 年８月からは，東京都から，地域生活支援事業（ふらっとホーム事業）を受

託している。 

 

２ 日向ぼっこサロン（居場所・相談事業） 

(1) 背景 

社会的養護，とくに，施設におけるケアは，職員の少なさや加重労働その他の事情に

より，１人１人の子どもの自立に向けた十分なものとは言い難く，また，その質は入所

した施設や出会う職員によって大きく左右される。 

しかしながら，社会的養護の下で育つ子どもたちは，18 歳になると，原則として，児

童福祉法上の施設入所措置を解除され，社会に出て行くことを強いられる。高校を中退

した子や退学させられた子は，18 歳未満であっても，同様に措置解除され，自立するし

かなくなってしまう。 

そして，施設で暮らしていた子どもたちは，困ったことがあっても，頼れる親がおら
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ず，それまで暮らしていた施設からのアフターケアも受けられない場合が多い。 

このように，子どもたちは，十分なソーシャルスキルや基本的な生活能力を身につけ

ないままに，社会に放り出されてしまう。 

たとえば，ソーシャルスキルに関しては，親から見捨てられたという感覚のまま，施

設でも「集団の中の一人」として育てられたことから，自分自身を「かけがえのない存

在」と思えずに，他人との適度な依存関係を築けないなど，生活能力の面においては，

調理済みの食事しか見たことがないので，食材そのものや調理方法がわからない，「弱

火にして」と言われてもそれが何かわからない，などたくさんの「困ったこと」が当事

者の実感として指摘されている。（「日向ぼっこ」理事長の渡井さゆりさん／2010 年６月

17 日東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会における講演）。 

そのような子どもたちは，頼れる大人を持たずに，経済的にも精神的にも不安定な生

活に陥ってしまいがちである。また，自分がバイト代で切りつめた生活をしている時に，

親からの仕送りをもらっている子がバイト代を好きなように使って輝いているのを見

て，より不遇感を募らせてしまう。 

不安定な生活の中で，孤立感・不遇感を深め，生い立ちを含めた複雑な問題を整理で

きずに，一人きりで悩んでしまうという状況は，社会的養護で育った多くの子どもたち

の姿ではないかと思われる。 

(2) 日向ぼっこサロン 

日向ぼっこサロンは，このような社会的養護の当事者の実感を背景に，当事者でもあ

る発足メンバーの方々の「ピアサポートの場を作りたい」「まずは自分たちが気軽に集

まれる場を作りたい」との思いから，プレサロン等の企画を経て，2007 年４月 21 日，

東京都新宿区において開設された。 

その後，東京都の地域生活支援事業（ふらっとホーム事業）の受託事業となった後，

2009 年４月には，文京区湯島に場所を移して，現在では，水曜日を除く平日と日曜日に，

サロン及びサポート活動の場として開館している。なお，サロンとしての開館日は、平

日の火曜日・金曜日の 15 時から 20 時と日曜日の 12 時から 17 時であり，月曜日・木曜

日の 12 時から 17 時には予約制で個別の相談などに応じている（水曜日・土曜日は休館）。

開館時には，日向ぼっこの正会員の何人かが必ず常駐し，来館者の対応をしている。 

2009 年度は，社会的養護の当事者を含めて延べ 2038 名の来館者があった（「日向ぼ

っこ」理事長の渡井さゆりさん／2010 年６月 17 日東京弁護士会子どもの人権と少年法

に関する特別委員会における講演）。 

日向ぼっこサロンでは，社会的養護の下で暮らしてきた若者たちやその他の人たちが，

家庭のようにくつろぎ，喜怒哀楽を分かち合う居場所を提供している。集まった人たち

で食卓を囲む他，みんなでのおしゃべり，ゲームや勉強など，来館者はそれぞれの時間

を過ごしている。その他にも，定期的に「座談会」を開催したり，料理コンテストや映

画鑑賞会やスポーツなどのイベントも行っている。 

さらに，必要に応じて，相談やサポート活動も行っている。相談は，就労・生活困難

に関するもの，生きづらさや親・施設への思いの整理など精神的なものが主なものであ

る。 

就労・生活困難に関する相談では，月々の家計のやり繰り・貯金についてのアドバイ
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スやその後の見守り，アパート探し，高校卒業資格認定試験のサポートや生活保護申請

への同行なども行っている。 

精神面でのサポートとしては，当事者同士だからこそという話しやすい場を提供し，

じっくりと話を聞くことや，病院（精神科等）の付き添いも行っている。 

また，施設や里親家庭を巣立つ直前・直後の人たちに向けて，経験やアドバイスを伝

えるために「日向ぼっこハンドブック」を作成し，配布や講演活動もしている。 

 

３ 当事者の声の集約・啓発事業 

(1) 背景 

社会的養護の分野では，子ども自身の声が尊重されにくく，当事者活動も進んでいな

い。加えて，当事者が「家族に見放された子ども」であるがゆえに，権利擁護を主張し

てくれる代弁者もいない。 

そこで，日向ぼっこでは，子どもたちの声を集約し，行政や援助機関に届ける活動を

行っている。 

(2) 「児童福祉施設や里親家庭で生活している・いた人の声」の集約活動 

行政が発表している報告・方針等を当事者視点で読む勉強会を開催し，意見交換をす

るなどして，意見書にまとめている。 

また，施設を訪問して，施設で暮らしている子どもたちの暮らしやニーズを把握する

活動も行っている。 

(3) 「児童福祉施設や里親家庭で生活している・いた人の声」の普及啓発活動 

当事者の声としてまとめた意見書などを，厚生労働省や全国児童養護施設協議会に提

出したり，日向ぼっこのホームページで発表をしている。また，厚生労働省社会保障審

議会の委員会等における意見陳述なども積極的に行っている。 

その他，シンポジウムへの参加や大学での講演，「日向ぼっこ通信」の発行や本の出

版，フリーマーケットへの参加なども行っている。 

 

４ 日向ぼっこ以外の当事者団体について 

 現在，社会的養護の当事者団体としては，日向ぼっこ以外に以下の５つがある。 

 2010 年２月には，これらの当事者団体をつなぐ「社会的養護の当事者グループ全国ネッ

トワーク」が立ち上げられている。 

① 社会的養護の当事者参加民間グループ こもれび（千葉） 

② ＣＶＶ（大阪） 

③ 社会的養護の当事者推進団体 なごやかサポートみらい（愛知） 

④ 地域生活支援事業 ひだまり（鳥取） 

⑤ 社会的養護のとうじしゃグループ だいじ家（宇都宮） 

 

参考文献 

NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体日向ぼっこ編著『施設で育った子どもたちの

居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』（明石書店，初版 2009 年６月 30 日） 

同団体発行「日向ぼっこ通信'10 年４月号」（2010 年３月 19 日） 
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参考 

同団体理事長 渡井さゆりさん／東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委

員会における講演（2010 年６月 17 日） 

 

 

22 沖縄の子どもの貧困調査 

 

１ はじめに 

 沖縄の子どもの貧困は，第二次大戦後，本土復帰前からあった。1972 年度の「児童相談

所の業務概要と分析」の緒言には，次のように記されている。「昭和 47 年５月 15 日，こ

の本土復帰をわれわれは万感を持って迎えました。思えばこの日に至るまでの二十年余，

国土を分断され，異民族の統治下にあっても，われわれは精神的にも制度的にも『祖国』

に近付くことに努力しつつ，日本国民としての児童福祉向上に取り組んできました。しか

しながら，その間に拡大を余儀なくされた制度格差は，児童福祉分野の分野で著しく，積

極的な健全育成の面でも，沖縄の児童は少ない機会しか与えられなかった」。 

 本土復帰により，飛躍的な経済成長を遂げ，本土並みの豊かな生活ができるのではない

かという沖縄の人々の期待は，打ち砕かれた。現在においても，沖縄は，平均所得や失業

率が全国 低レベルであり，経済的貧困が蔓延している。そのような経済的貧困もあいま

って，離婚率も全国ワーストである。離婚によって，経済的基盤の脆弱なひとり親家庭が

生まれ，ひとり親家庭で育つ子どもの貧困をますます悪化させることとなる。沖縄の子ど

もの貧困は，経済的貧困ばかりではない。行政は子どもの貧困の撲滅のために根本的な対

策を打つことなく，例えば，待機児童率が全国ワースト，民間による設置運営の学童保育

が９割以上という事態を招いた。これは，まさに「行政による子どもの貧困」である。 

沖縄の子どもの貧困は，沖縄の特殊な状況を表すものではなく，子どもの貧困について，

対策を講ずることなく放置し続けるとどうなるか，という壮大なモデルケースである。 

 

２ 調査訪問録 

①コザ児童相談所 

【日 時】2010（平成 22）年６月 24 日 午後２時 

【対応者】辺土名一憲（所長） , 前川（相談長），野原（相談長），後野（児童福祉

士），山城（受付相談），平川（里親担当） 

【オブザーバー】當間正姫（弁護士） 

１ コザ児童相談所の管轄は沖縄県の宜野湾市より北で，人口は約 57 万人。 

所長以下，自立支援班（庶務も含む）と相談班を中心に構成されている。嘱託の精

神科医，カウンセラー，弁護士がいる。 

２ 相談班は，以前は相談内容を擁護と非行に分けて活動していたが，2010 年から地

域割りで活動するようにした。警察，行政機関からの連絡で問題を知ることが一番多

い。通報があれば，調査，インテークを行う。危険回避，判断の適正さを担保するた

め，原則として２人で行動する。通報のあった子どもにきょうだいがいる場合，ほか
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の子どもについても調査をする。沖縄市では出産後に全件訪問調査をしているが，住

民登録をしていないと存在自体が把握できない。児童相談所の支援を受けることを恥

と考え，保護を拒否する家族も多い。保健師から「健康相談」だと言われると，素直

に相談してくれることも多いので，保健師に協力してもらうことも多い。 

３ 虐待死事件が 2004 年，2005 年，2009 年に起きてしまった。虐待死事件の報道が

あると，通報が増える傾向にある。統計上，相談数は，県より，沖縄市の方が多い。 

全国のデータと比較すると，実父以外の父親（母親の内縁の夫等を含む）からの虐

待が多く，実母，実父が虐待者である割合は低い。これは，再婚家庭が多いことも原

因だと考えられる。また，児童虐待だけでなく，ＤⅤ案件であることも多い。米国軍

人が関係している事件も多い。ひとり親世帯について調査したデータはないが，事案

として多いという実感はある。生活保護受給世帯に限定すれば，問題のあった 21 世帯

中，16 世帯が一人親世帯で，そのうち 90％が母子家庭であった。 

４ 沖縄県，沖縄市だけで見ると，身体的虐待の割合は全国平均より高く，事件数は

増加傾向にある。沖縄市のネグレクト案件は全国平均を下回るが，心理的虐待は平均

を上回る。ネグレクトは，愛情はあるが育児の方法を知らないことが原因の場合も多

い。親自身もネグレクトされていたため問題意識がないことも一因である。 

保護委託が多いのは，一時保護施設が一か所（定員 24 人）しかなく，満床状態が続

いているためで，施設があれば保護委託と一時保護の数は逆転すると思っている。今

年，やっと予算がついたので，世帯保護も可能な，定員 20 人の一時保護施設をコザの

児童相談所に作る予定である。 

５ 就業訓練の機会，若年向就労支援，医療費の公費負担が必要だと思う。現状では

中卒・無職の子は保険に加入できない。里親・ファミリーホームへの支援も充実させ

る必要がある。また，飛び込みで法律相談できる窓口があれば助かる。 

 

②玉の子夜間保育園 

【日 時】2010(平成 22)年６月 24 日 午後８時～  

【対応者】高良桂子（園長），呉屋真由美（主任保育士）  

【オブザーバー】山内優子（沖縄大学・沖縄福祉保育専門学校非常勤講師） 

        仲渡尚史（沖縄子ども白書編集委員会事務局） 

序 玉の子夜間保育園は，2000 年に沖縄県で 初に設立された夜間保育所である。

元々，全日制の玉の子保育園があり，同園が 1997 年に県が呼びかけた夜間保育のモデ

ル事業に参加し，夜間保育を実施したことをきっかけに夜間保育園が正式に設立され

た。 

１ ほとんどの保育園は，延長保育を含めても午後７時ころに終了しているが，玉の

子保育園は午前２時まで開いている。全日制の玉の子保育園と同じ施設を利用してお

り，そのメリットとしては，全日制の子どもの保護者が迎えの時間に間に合わないと

きに夕食の提供も含めて対応できること，全日制保育の子が帰宅する前に夜間保育の

子どもが登園してきた場合，子ども同士で交流できること，それぞれに保育士を配置

する必要がないので人件費を抑えられることがある。職員の負担が増えた部分もある

が，年齢別で昼と夜を合同クラスにしたことで保育参加などの行事を運営しやすくな
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った。 

２ 玉の子保育園を希望する親は比較的子育てに関する意識が高いように思う。専門

職や自営業の母親が多い。母子家庭の割合は，２，３年前は多かったが，現在は少な

い。全日制には父子家庭の子どもが１人いるが，夜間保育園にはいない。現在，一番

若い母親は 20 歳であるが，以前は 16 歳の母親がいた。適応障がいなどの心の病気を

抱えた母親，離婚後に移住してきた県外出身で近くに知人がいないという母親も多い。

虐待，ＤＶなど深刻な家庭内の問題が疑われる場合，さりげなく事情を聴いて関係機

関に援助を求めることを助言している。このような情報は職員で共有し，必要なら関

係機関（母子支援センターなど）につないでいる。保護者は，「子育てを応援してく

れる人」ができたことで，子どもの成長を感じる余裕ができ，態度にも良い変化がで

る。 

保育園に入所する前は，認可外の施設に預けていた保護者が多い。 

３ 保護者からは，「離乳食，ミルクが作れない」など育児方法に関する質問が多く，

保護者たちが「親」になるための教育がされていないように思える。保育園には，親

育ての役割もあると考えており，保育参加のときに，離乳食の作り方を栄養士と一緒

に考えたり，子どもとの遊びに参加してもらったりしている。 

４ 今後の運営であるが，現在，休日保育，夜間保育は行っている。虐待死事件など

があると，保護者を支援するため，24 時間保育が必要だと思う。病児保育は，需要は

あると思うが，病児のケアは保護者自身が自宅で行うのが一番良いと考えており，実

施する予定はない。もっとも，家庭の状況によっては難しいことも理解しており，せ

めて，家で子どもをケアする制度ができればいいと考えている。昔と違い，現在の沖

縄は全国的に見ても核家族が多く，祖父母がいたとしても，所得が少ない家庭では家

族全員が働かなくてはならず，外部からの支援が必要である。保護者ができないこと

は保育園が手助けし，保護者は子どもが就学するまでの間に準備をすればいい。ほと

んどの親は，自覚をもって準備を整えている。５歳になったら，朝型の生活に移行す

るため，午後９時までの預かりにしている。 

 

③沖縄市役所 

【日 時】2010（平成 22）年６月 25 日 午前 10 時 

【担当者】屋比久 功（健康福祉部健康福祉課主幹），他各部門の担当者 

１ 子どもの貧困問題は重要なテーマだが，今までは自治体でも深く取り組んではい

なかった。今日の訪問をきっかけに，市でも一層の取組みをしていきたいと思ってい

る。 

２ 母子保健について 

基本的には母子保健法に基づく母子支援や乳児健診等の実施が中心。検診を未受診

の家庭には母子保健推進委員が訪問活動を行い，問題があれば保健師に連絡している。

児童福祉法に基づく「こんにちは赤ちゃん事業」や発達相談も行っている。しかし，

希望しない家庭や連絡がとれない家庭もある。保健師は健康相談という形で入り込み

やすく，借金等の問題も把握した段階で連絡してもらい，支援につなげている。 

３ 保育・子育て支援について 
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今は，保育制度が変わろうとしている時期。沖縄市では 2010 年４月は保育園に入所

している児童が 2929 人，待機児童が 194 人（計 3123 人）。特定保育事業は月に 64

時間勤務している人が対象。地域子育て支援センターでは，保育に欠けない子どもへ

の支援を担当している。その他の子育て支援としては，心理士の保育園への巡回，ア

ドバイスを行っている。また，沖縄は暑いせいか，自然に子供が集まる場所が意外に

少なく，母親同士が触れ合う機会が少ないので，支援施設の設置，子育てサークルの

支援をしている。認可外保育施設は，届出制になって把握できるようになった。許可

を出すことで認可外を縮小できるので，特例交付金（国→県→認可促進事業に仕分，

2011 年度まで）で施設を支援し，１年かけて社会福祉法人を取得してもらい，次年度

から認可施設にしている。枠を増設して，待機児童の減少を目指している。 

４ ひとり親家庭・社会的養護について 

就労支援を行っている。前は医療事務講座も行ったが，就労できなかった。そこで

今年は，就職率のいいヘルパー講座のみを実施している。父子家庭のほとんどは就労

済み，就労支援はヘルパー講座を受けた１人のみ。父子家庭の問題は低収入がほとん

ど。母子家庭は実家に戻っていることが多く，就労支援の対象になることが多い。 

持ち込まれる相談はＤＶが多く，学校からの通報も多々ある。 

５ 教育について 

就学援助費の支給率は上昇している。不登校の問題もあるが，心因性の原因が多い。 

特別支援教育も行っている。現在は中学校を対象に SC の配置も行っている。今年か

ら SSW も配置した。子どもの問題だけでなく，借金問題などの親の相談にも乗ってほ

しいと考えている。現在，給食費の徴収率は 97％程度である。残り３％は払えない家

庭と，払わない家族があると思う。援助が必要な家庭には情報を提供している。 

 

④沖縄市子育て支援関連施設 

【日 時】2010 年６月 25 日 

 

第１ あけぼの子育て支援センター 

【対応者】外間主任他２人 

１ ６歳までの児童を対象としているが，利用者の中心は，保育園・幼稚園に入る前

の乳児とその保護者。子育て相談（電話・来所），子育て支援講座，親子遊びの支援，

季節ごとのイベント体験（例：運動会）などを行っている。 

２ 来所する保護者（ほとんどが母親）は，比較的しっかりした人が多く，ほとんど

の家庭は両親が揃っている。保健師が問題を抱えた母親を連れて来所することもある

が，たいていは来所しなくなってしまった。センターの職員は家庭訪問をすることが

できないので，保護者からアクセスがないと対応することはできない。 

３ 子育て相談は，相談者自身の経済的な問題はほとんどなく，育児方法に関するこ

と，家庭の事情（親族の問題を含む）が多い。対応できない相談は，保健師や臨床心

理士につなぐ。障がいに関することであれば，「つくし園」などの専門施設を紹介す

る。 

４ 子育て支援講座には，健康管理，絵本の読み聞かせ，料理講座，参加型連続講座
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などがある。他県出身者も多く，沖縄料理講座は特に人気が高い。参加型講座は「Nobody 

is perfect」というもので，臨床心理士が講師になり，完璧な親でなくてもいいこと

を認識できる内容である。受講により母子ともに成長している。 

５ 来所のきっかけは，知人からの口コミが多い。「支援」という言葉に抵抗がある

のか，役所等でパンフレットなどを見ても来所する気にはならなかったという保護者

が多い。 

 

第２ 児童センター（福祉文化プラザ内） 

【対応者】東悦子氏（センター長） 

１ 児童福祉法に基づく児童厚生施設で，０歳から 18 歳までの子が使用できる。保護

者が同伴すれば，障がいのある子どもも施設を利用できる。センターを利用するのは

無料だが，併設されている児童クラブ（学童保育）は有料（月 6000 円）である。児童

クラブは就労支援の一つであり，保育所と同様にポイント制で加入できる児童を選ん

でいる。対象となるのは，保護者の就労などの理由により，家庭が常時留守になって

いる小学校１年生から 10 歳くらいまでの子どもである。入れなかった子供は，センタ

ーの方に来ている。経済的理由から 初からクラブに申し込まない保護者も多い。 

２ 毎月，延べ 120 から 150 人くらいの児童がセンターを利用している。 

 子どもは，学校が終わるとセンターに来て，宿題をしたり，友達と遊んだりして過

ごす。児童クラブの子どもが連絡なく来ない場合は探しに行く。施設には運動スペー

ス，図書室等がある。児童クラブは飲食を伴うので専用の部屋があるが，それ以外の

部分は，クラブの子も，ほかの子どもも自由に利用することができる。 

３ 子どもに関する条例や規範のとおりに施設を作って，決まりどおりに運用しよう

と考え，実際にその通りにしているだけで，特別なことはしていない。     

 

第３ ファミリーサポートセンター（福祉文化プラザ内） 

【対応者】仲尾氏 

１ 2003 年に始まった仕事や急用で子どものケアができないときの相互援助組織で，

援助を依頼する「おねがい会員」とサポーターになる「まかせて会員」がおり，双方，

登録制だが，まかせて会員は，20 時間の研修を受けることが必須。センターは依頼が

あれば，まかせて会員のなかから地理的・時間的条件の合う人を探す。料金は１時間

600 円から 700 円で，所得による減免措置は，制度上はない。今までは研修を年２回

実施してきたが，まかせて会員の数が十分になったので，今年は研修を１回にし，研

修修了者向けに，スキルアップのための研修を実施する予定である。 

１ 依頼者に精神的な問題があったり，家庭内に重大な問題があったりする場合，サ

ポーターの負担が大きい。このようなときは，経験のあるサポーターに，依頼された

内容だけを行うよう説明し，依頼以外の相談等はセンターの職員が対応したり，連携

機関を紹介したり，場合によっては同行するようにしている。 

２ できる限り低価格に設定しているが，払えない保護者も多く，滞納があると活動

停止にするしかない。NPO 法人子ども家庭リソースセンターが，「ティーダ基金」を

作り，支援が必要な家庭が申請をすれば，審査の上，500 円分のチケット 30 枚を給付
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している。2009 年には 87 件の申請のうち，84 件（母子家庭 31 件，父子家庭５件）に

給付がなされた。ただ，この基金は寄付金に頼る部分が多いので継続は難しいと思う。 

 

第４ つくし園（心身障がい通園事業） 

【対応者】宮城千賀子氏（所長） 

１ 利用対象者は，０歳から就学前の発達に問題があると思われる子どもたちとその

保護者で，原則として親子一緒に通園してもらっている。発達の問題とは，染色体異

常，自閉症，発達障がい，ADHD，肢体障がいなどである。発達の問題が発覚するのは，

１歳半検診や３歳児検診のときが一番多い。ほかには，病院や，子育て支援センター

の臨床心理士からの紹介を通じてというケースがある。園では，無料で言語聴覚士の

治療を受けることができる。また，地下には温水プールがあり，週２回ほど利用でき

る。 

２ つくし園を利用するためには，市から「受給証」の交付を受ける必要がある。基

本利用可能日数は月に 13 日だが，医師の診断書があれば利用可能日数は増え， 大

25 日まで利用できる。利用料は所得によるが，１日の上限は 558 円である。自立支援

法が立法される前は無料で，自由に使えた。乳児に障がいがあることを認めるのは保

護者にとってはとても辛いことなので，障がいを受容できず，受給証を受けることが

できない間は，「体験入学」として園に受け入れ，園の良さを知ってもらうようにし

ている。 

 自立支援法ができてからできないことが増えてしまったが，学校までの送迎バスが

運行されるようになったことだけは良かったと思っている。 

３ つくし園では保護者が顔を合わせることになり，友人関係が構築されているよう

だ。 

 ただ，子どもが保育園・幼稚園に行くと，周囲に障がいのある子がいないため，保

護者はストレス，孤独を感じるようになることも多いようだ。 

 

⑤児童養護施設島添の丘 

【日 時】2010 年６月 27 日 午前 10 時 

【対応者】照屋氏（家庭支援担当） 

【オブザーバー】山内教授，嘉数（記者） 

 現在は，男子 29 人，女子 35 人が入所している。うち，保護委託は男子１人，女子

２人で，措置外(短大通学中)の女子が１人いる。入所してくる子は，入所理由は親の

虐待が多い。今年の入所者は 11 人，去年は 10 人で，すべて虐待事案。虐待者は継父

か，精神障がいがあることが多い。親自身も施設で育っているなど，家庭経験に乏し

いことがほとんどである。また， 近の特色として，結婚のため又は離婚後に移住し

てきた県外出身の母親が多い。虐待を受けた子どもに対し，精神的なケアができない。

また， 近は発達障がいの子どもも増えている。専門家が必要だと感じている。親が

保険に加入しているのに，保険証をわたしてくれないと，保険診療が受けられず苦労

することもある。 

 男女別々に生活させる施設が多いが，「家庭」に近い環境を目指しているので，男
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女一緒に生活させている。しかし，批判もあり， 近，女子部屋のドアは透けないも

のにし，鍵もつけた。平均すると，一部屋に３人から４人で，15 人程度で一つの「ホ

ーム」を構成。職員は一つのホームごとに３人（父母役が１人ずつともう１人のよう

なイメージ）。家事はみんなで分担している。年齢別にしていないので，部屋によっ

ては，男女比・年齢比のバランスが崩れてしまうこともある。兄弟は一緒のホームに

している。 

 施設の運営は，子どもと職員で運営委員会を作って話し合っている。リーダー養成

の宿泊研修に参加する子どももいる。リーダーはハワイの研修にも参加の機会がある。

以前，施設長から，「雀の学校ではなく，メダカの学校に」という講話があった。「ム

チをふりふり」ではなく，みんなで進んでいくという意味で，本当にそれが大事だと

思っている。小学校に入ると，一人に一つ，机が与えられる。これは唯一の自分の空

間になるので，自由に使えるようにしている。島添の丘では，「高校まではいくのが

当然」という流れで育てている。そのため，中学から入所した子供も， 初は進学を

希望しないが，周囲が高校に行くと言うので，なんとなく行く気になっていく。進学

先は希望に合わせて自由に選択している。中３から（希望すればもっと早く），一人

ずつに学生ボランティアがつき，家庭教師のような，兄姉のような役割を果たしてく

れている。「自分だけ」を大切にしてくれる人なので，とても大きい存在になってい

る。他にも地域の人にはさまざまな支援を受けている。もっとも，建設時は反対もあ

ったし，開設直後は子どものいたずらなどもあり大変だった。しかし，今は地域行事

にも参加し，地域全体で子育てしてもらっている。ただ，子ども達には「参加しない」

自由も認めている。 

 高校卒業時には壮行会を行って送り出している。また，自立の準備として車の免許

取得費用も無利息で貸している。成人式にはここを「故郷」として戻ってくる子も多

い。卒業後は，支援する会の寄付や奨学金を利用して進学した子どももいるが，生活

苦や孤立感から戸惑うことが多いのか退学する子が多く，卒業できた子はいない。施

設を出た後の受け皿を充実させることが必要であると感じている。 
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編 集 後 記 

 

 生活困窮者に対する支援は重要だが，貧困に陥ってからの支援だけでは貧困問題は解決

できない。貧困問題の解決のためには，人が貧困に陥りにくい社会のしくみを作り上げて

いく必要がある。 

 そういった意味で，子どもの貧困問題は，貧困の予防，早期支援といった考え方に基づ

き，まさに貧困に陥りにくい社会のしくみを構築し解決に向かわせるべきものである。 

 現実の生活困窮者支援の中で子ども時代にどういった支援があったら貧困に陥らなかっ

たのか，貧困に陥っている子どもの支援の中でそれ以前にどのような早期支援を行ってい

くべきかまで思いを及ばせてそういったしくみをつくりあげていく必要がある。 

 そのためには，子ども自身，子どもとともにある家族，子どもの支援以外の分野も含め

て様々な分野の専門家・支援者が結集・連帯していくことが求められる。 

 今回のシンポジウムの準備及び実施は日弁連にとっても子どもの貧困をなくすための連

帯への転換点となれば幸いである。 
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