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はじめに
「子どもの貧困」という言葉をきいて、何を想像するだろうか。アフリカの飢餓に苦し
む子どもや、親のいないストリートチルドレンが脳裏をよぎったかもしれない。
しかし、
「子どもの貧困」は、先進国である日本において現在問題視されている社会課題
なのだ。私自身「子どもの貧困」という言葉に触れ、幼い頃のある記憶が蘇った。小学生
の頃、私には親友がいた。3 年生頃からいつも一緒に遊んでいた彼女は、母子家庭であ
り、その子の母親は夜まで仕事があったため、よく私の家にきて夕飯を食べていくことも
あった。経済的に余裕がない家庭の彼女から、
「塾に通いたいけど通えない」
「着まわせる
服が少しだから恥ずかしい」「家に一人でいることが多い」という話を聞き、小学生の私
にも、薄々ながら、生まれた環境によって、自分のやりたいことを自由にできる子とそう
でない子がいるのだと感じていた。そして、私が感じたこの違和感は、1 つの体験ではな
く、
「子どもの貧困問題」として現在に至っても表れているように感じる。このことか
ら、
「我慢しなければなれない子ども」が生み出される社会的背景や要因を探ると共に、
社会として解決できる方策を考えたいという思いからテーマを設定した。
本論文では、①「子どもの貧困問題の背景・原因を探ること」②「同問題の解決のため
にできる方策や社会の在り方について考える」ことを目的とする。
まず１章では、現在日本で起こっている子どもの貧困の現状に触れ、子どもの貧困の実
態に迫る。続く２章では、子どもの貧困問題の背景や要因を探るために、
「貧困の連鎖」
という事象に焦点を当てながら、同問題の課題を述べる。３章は、現在同問題について、
政府がどのような政策をとっているのか、そしてどのような課題が残っているのかについ
て考える。また、問題の解決の糸口として、民間の取り組みを挙げながら、子どもの貧困
問題においてよりよい方策や社会の在り方を検討する。最後の４章では、1 章から 3 章で
考えた２つの目的に対して、分かったことや意見を総括し、今後の展望を述べる。

１．

日本における子どもの貧困の現状

1.1 近年問題視される日本の子どもの貧困率
日本において子どもの貧困が問題に挙げられるようになったのは、ごく最近のことであ
る。阿部（2008）によれば、日本における子どもの貧困問題が注目されるようになったの
は、
「子どもの貧困元年」とよばれる 2008 年頃からだ。この年から書籍やテレビ番組等の
メディアでも子どもの貧困がテーマとして取り上げられるようになった。またその 2 年前
の 2006 年 7 月には、経済開発協力機構（OECD）の「対日経済審査報告書」にて、日本の
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相対的貧困率が OECD 諸国の中でアメリカに次いで第二位であるとの報告もあった。
「一億
総中流社会」と呼ばれる時代を経た日本社会にとって、豊さを享受できない人々、特に子
どもたちが未だに一定数存在するという事実は衝撃であった。
では、実際に子どもの貧困率はどれほどなのか。平成 28 年に厚生労働省が発表した調
査1から、子どもの貧困率が、1990 年代に入ってから上昇していることが分かる。1989 年
の 12.9％から 2001 年の 15.2％に上昇し、2009 年には 15.7％となっている。しかし、最
新の 2016 年では 13.9％と下がっていることから、同問題の解決に向けて措置が取られて
いることがわかるが、その効果については、3 章で述べる。13.9％まで下がったというデ
ータから、同問題が政策において重要課題として取り組まれ、良い方向に向かっているの
ではないかという意見もあるだろう。しかし、海外諸国と比べるとその数字が決して低い
ものではないことが分かる。OECD の 2010 年の調査2によると、2010 年における日本の相対
的貧困率は、OECD 加盟国 34 カ国中 10 番目に高く、15.7％となっている。この年の OECD
平均は、13.3％であるが、日本は 6 年後の 2016 年に 13.9％という数値であり、2010 年の
平均さえ届いていない状況である。7 人に 1 人の子どもが貧困に苦しんでいるという現実
は見過ごせない問題であり、今後もさらなる解決が望まれる。

1.2 子どもの相対的貧困とその実態
まず、1.1 で記述された、
「相対的貧困」について定義したい。貧困には、
「相対的貧
困」と「絶対的貧困」という概念がある。加藤（2016）によると、生命を維持するために
必要な最低限の食糧と住居のない場合の貧困を「絶対的（根本的）貧困」とし、また一方
で、現在暮らしている社会のほとんどの人が享受している「普通の生活」をおくることが
できない状態を「相対的貧困」と定義される。
「絶対的貧困」は、その人が生きている国
や時代などに関係なく不変のものとして決定される基準であるのに対し、
「相対的貧困」
は、その人の生きてる国や時代、その社会によって変化する。OECD や欧州連合（EU）など
の国際機関で先進諸国の貧困を議論するときに使われる貧困基準も、日本の生活保護法に
よって決められている生活保護基準も、
「相対的貧困」という概念を用いて設定されてい
る（阿部,2009）。

1

「平成 28 年国民生活調査 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-

tyosa/k-tyosa16/dl/16.pdf（2017.12.17）
」の第 6 章参照。日本の貧困率が日本政府（厚生
労働省）により初めて公表されたのは、2009 年 10 月である。
（加藤,2016）
2

「平成 26 年版子ども・若者白書 内閣府
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/index.html（2012.12.17）
」

2010 年の OECD 調査にて、子どもの貧困率が最も低い国はデンマークで 3.7％。日本と
同様、資本主義国の韓国は 9.4%、イギリスは 9.8%、アメリカは 21.2%となっている。
372

では、日本において「相対的貧困」にさらされている家庭や子どもたちの実態はどのよ
うなものであるのか。その特徴として、貧困が周囲から見えづらいという問題がある。加
藤（2016）は以下のような指摘をしている。
福祉事務所や社会福祉協議会のケースワーカーが貧困家庭に訪問すると、外からは全
く分からないが、中に入ってみると部屋中はゴミだらけ、食器が散らばっており、油虫
が走り回っている。着る衣服はあるが、同じものを何日も着ることや、洗濯ができてい
ないことが多い。子どもの参考書や文房具、単行本等は買えない。まして玩具やゲーム
機等は買えない、という生活が家を訪れてみえてくる。こうした環境下の子どもたち
は、学校に行くと、「不潔だ」と避けられ、どうしても忘れものが多くなり、宿題もや
れずに登校する。クラスの集金も親になかなかいえず、もっていけないとなると学校に
行くのが辛くなり、学校を休みがちになる場合も多い。中学生になると、部活動も始ま
るが、貧困家庭の子どもは、部活動で必要となるユニフォームや交通費、お弁当等を用
意できないため、部活動に入れず、何ごとからも身を引き、引きこもってしまう。
上記のように、「相対的貧困」にさらされる子どもは、一見すると他の子ども達と変わ
らずに生活しているように見えがちである。しかし、貧困家庭の子どもたちは、生きてい
く最低限の「衣食住」はあるが、健康で文化的な生活とはかけ離れている。そして、生き
づらい状況にさらされているのにも関わらず、誰もその「異常」に気づかないため、当事
者本人も、「貧乏だから仕方のない問題」「生まれた身分が違う」と諦め、助けを求めるこ
とすらしない状況もある。
このような子どもの貧困の例として次のようなものがある。読売新聞社会部（2016）が
取材した、貧困家庭の子どもの事例を以下に紹介する。
大阪府の翔太（15）は 2014 年 6 月下旬、入学したばかりのパソコンの専門学校を退
学した。登校したのはわずか 2 日。やめた理由を尋ねる母（46）に「小２の頃から授業
が分からなかったのに、今さら勉強したってしょうがない」と吐き捨てた。
小学 2 年の時に両親が離婚。生活保護を受給していたが、母は 3 人の息子を養うた
め、機械部品工場で夜の９時、１０時までパート社員として働くようになった。帰宅後
のわずかな時間も弟たちの世話に追われ、翔太と向き合う時間はほとんど取れない。母
が口にするのは、
「ごはん」「お風呂」「寝なさい」だけ。「お金がないから」と洋服もお
もちゃもゲームも買ってもらえず、母への不満ばかりが募った。算数が特に苦手だった
が、勉強する気もうせ、復習や宿題もさぼった。授業についていけなくなり、４年生の
頃には授業中も運動場で遊んで過ごした。
５年生になって熱心な担任の女性教師と出会い、毎日のように放課後、低学年から内
容を付き添って教えてくれた。翔太は初めて「勉強したい」と思い、母親に頼んで週に
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１度だけ塾に通った。だが、６年生で担任が代わると、塾を休みがちになり、また授業
から取り残された。
中学でも学習の遅れは広がるばかり。３年の秋、同級生が受験勉強に没頭する姿を見
るのが辛くて、学校に通うのをやめた。そのまま卒業し、高校には進めなかった。
母の勧めで専門学校に入ったが、掛け算や割り算さえ満足にできないままでは、授業
についていけるはずもなかった。防水工事会社でアルバイトを始めたが、社内の人間関
係に嫌気がさして３週間で辞めた。
「したいことは何もない。もう、どうでもいい。」と翔太は言う。「生活に精いっぱい
で学習机も買う余裕がなく、ほかの子と同じように落ち着いて勉強できる環境すら作っ
てやれなかった。息子たちの将来を思うと、胸が張り裂けそうになる。できることなら
人生をやり直したいぐらいです。」母は深いため息をついた。
（2014 年 8 月 1 日朝刊社会面に掲載）
あくまでも事例にすぎないが、上記の事例のように貧困家庭で育った子どもが、小さな
頃から様々な「不利」を受けているということはよく起こっているのではないだろうか。
この事例だけでみても、「家庭の経済状況の悪化による文化的な生活のはく奪/母子家庭の
母親が仕事で多忙であるため、親に十分向き合ってもらえない・頼れる大人がいないとい
う精神的不安/学習の遅れによる劣等感/夢や目標の欠如」といった状況がみてとれる。家
庭を支える責任があるからこそ、子どもとの時間を削り、働かなくてはならなかった母親
の代わりに、子どもを支える周囲の存在が必要だったのではないか。翔太さんが小学 4 年
生の時に出会った女性教師のような存在がその後もいたならば、彼の生活や人生は今より
も明るくなったかもしれない。
翔太さんのように、幼少期の貧困により与えられた様々な「不利」がその後の人生にお
ける「不利」に繋がることは想像に難くない。つまり、子どもの貧困は、その子どもが大
人になるまで一生つきまとう問題となるのだ。

2.子どもの貧困の背景と原因
2.1 貧困家庭の子どもがなぜ生まれるのか？
貧困に苦しむ子どもたちはなぜ生まれてしまうのか。その背景には、1 章 2 節で述べ
た、貧困による子ども期の不利が大人になっても付きまとうことが深く関係していると考
えられる。このことは、生活保護を受けている世帯に育った子どもが、成人となってから
も生活保護受給者となる確率が高いことからも示唆される。長崎市の調査においては、現
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在、18 歳から 39 歳の青壮年の生活保護受給者 1553 人のうち、4 人に 1 人が子ども時代
（18 歳未満）においても生活保護を受けていた（
『長崎新聞』

2013 年 6 月 14 日）
。神奈

川県の調査でも、子どものいる生活保護受給世帯 96 世帯を調査したところ、約 16％の 15
世帯が、親が子どもの時に生活保護を受けていた（岡部 2012）。生活保護の受給率は長い
間１％以下であったので、これらの率は相当高いといえる。
（阿部

2014：22）以上の調

査から、
「不利」を背負った子どもたちは、大人になってからも貧困から抜け出せない場
合が多いことが分かる。
また、別の調査では、親の暮らし向きや学歴と、子どもの貧困率が関係しているという
データがある。一つは、3ひとり親世帯の子どもの貧困率である。ひとり親世帯の貧困率は
50.8％と非常に高い。なぜこれほど高い数値となるのか。それは、日本の就労状況が関係
する。阿部（2014）によると、日本の母子世帯は、他の先進国に比べても就労率が高い。
しかし、これは母子世帯に限らないのであるが、日本の貧困の特徴は「ワーキング・プ
ア」
（働いているのに所得が貧困基準を超えない人々）が多いことであり、その背景には
巨大な低賃金の非正規労働層が存在すると指摘する。4厚生労働省の調査によると、母子世
帯の 80.6％が就労しているが、そのうち半数は非正規労働である。つまり、育児をしなが
ら正規就労は困難であるため、パートタイム労働等をしながら、低所得の中で家計のやり
くりをしなければならない状況がある。また、仕事のため子どもと接する時間が少なくな
り、子どもの学習や学校生活などにまで手が回らないことも予測される。このように、ひ
とり親世帯には、稼ぎと養育のどちらも担わなければならない困難さがあると考えられ
る。また、阿部（2014）によると、親の学歴（世帯内で最も高い学歴）別に貧困率をみる
と、学歴による格差は明らかであるという。親の学歴が中卒の場合は、貧困率は 45%と半
数近くになるが、大卒以上であると 8%となる（阿部 2014）。これらのひとり親世帯の貧困
率と、親の学歴と貧困率の調査から、親の学歴や、就労・所得が子どもの貧困に影響を与
えると考えられる。
上記から、子ども期の貧困により大人になっても貧困から抜け出せない現状があるこ
と、そして、親の学歴や経済状況、家庭環境が子どもの貧困に繋がることが分かる。

2.2 貧困の連鎖の経路をたどる
前節で述べた、子ども期から成人に繋がる貧困、親から子どもへ繋がる貧困があること
を踏まえ考えると、子ども期の貧困が、成人の貧困に繋がり、その成人した者の子どもま

3

「平成 28 年 国民生活基礎調査概況 厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html（2017.12.17）
」
4

「ひとり親家庭の支援について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien_01.pdf
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（2017.12.17）
」

た貧困になるというような「貧困の連鎖」が起こっていることが分かる。そして、この
「貧困の連鎖」を食い止めなければ、貧困は世代間で継承されてしまうことになる。
ここでは、貧困の連鎖がどのようにして起こっているのかその経路をたどると共に、そ
こからみえてくる現段階の問題に対する課題を明らかにしていく。
まず、「貧困の連鎖」はどのようにして起こっているのか。広く語られている「貧困の
連鎖」の経路は、子ども期の貧困が、低学歴に繋がり、低学歴であることが、非正規労働
へと導き、現在の低所得、そして現在の生活の困窮に繋がり、現在の貧困家庭で育つ子ど
もがまた貧困に陥るという構図である。では、この構図はどれだけ現状に当てはまってい
るのだろうか。林（2016）が行った調査では、首都圏近郊の A 市 X 地区と Y 地区に住む被
保護世帯の 16 歳から 22 歳（363 名）を対象として、彼らの進路分化を明らかにした。分
析の結果、被保護世帯に育つ子どもの全日制高校への進学率は 50.4％ときわめて低いこと
が明らかとなった。また、大学・短大進学率についても 16.7％と全国の値の 3 分の１以下
であった。貧困世帯の子どもは、教育達成について明らかに不平等を背負っていることが
改めて分かる。また、低学歴であることが、非正規労働や低所得労働に繋がることも容易
に想像はつく。厚生労働省「平成 25 年若年者雇用実態調査」によれば、在学中を除く若
年労働者（15～34 歳）に占める正社員以外の割合は、中学卒で 62.0％、高校卒で
42.8％、大学卒で 20.4％、大学院修了で 12.3％となっており、中学卒・高校卒の非正規
労働者の割合が高いことがわかる。よって、確かに、「子ども期の貧困⇒低学歴⇒非正規
雇用」という流れがあることがわかる。だが、阿部（2014）によれば、低学歴であること
は、非正規労働にならなくても低所得となるリスクを高めることや、非正規労働にも低所
得にもならなくても生活困窮を引き起こすことすらある。また、子ども期の貧困は、低学
歴とならなくても非正規労働となる可能性を高めることや、学歴や職業・所得に関係な
く、直接的に生活困窮を引き起こすこともある。このように、確かに、貧困の連鎖には、
多様な経路があり、一概に一般化できないだろう。しかし、本稿においては、最も起こっ
ているだろう、「子ども期の貧困⇒低学歴⇒非正規雇用」という流れに着目して問題を考
えることにしたい。
では、こうした「貧困の連鎖」におけるどこの経路を断ち切るべきなのか、子ども期に
おけるどの段階に対してアプローチするべきなのか。まず経路の中で考えると、子ども自
身と関わるものは①子ども期の貧困から低学歴という経路②低学歴から非正規雇用（就
労）という経路がある。（非正規雇用から低所得の経路については子どもの問題と直接的
には結び付かないのでここでは除く。）また、子ども期にも、幼児期・義務教育期・高等
教育期と分けられ、どの段階または段階の繋がりに重点を置くべきなのか、という問題も
でてくる。これらを考える糸口として、貧困の連鎖①子ども期の貧困から低学歴という経
路に着目しながら、現状の課題を考察したい。なぜなら、子ども期（ここでは、義務教育
期の子どもまでを指すこととする）は、心の成長がみられ、人格形成において、大変重要
な時期だと考えるからだ。野口・櫻井（2011）によると、脳の成長のピークは３つあると
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されている。第一ピークは、0～3 歳であり、覚えたものをすべて吸収してしまう模倣の時
期である。第二ピークは、5～6 歳であり、自分で考え、自己を主張し、自主的な行動が始
まり、やる気を起こす神経細胞が配線され、自立の傾向が出てくる時期である。第三のピ
ークは 10 歳前後で、精神的変化が起こり、情操が芽生え、創造の精神を生み出す神経細
胞が配線される時期となる。つまり成人に向かう前の人間としての基礎はだいたい 10 歳
前後に出来上がるのだ。
また、子育てにおいて幼児期の教育が重要になるというデータもある。ジェームズ・
J・ヘックマン（2015）によると、1960 年代アメリカで行われた「ペリー就学前教育計
画」の調査では、アメリカの貧しい地区に生まれたアフリカ系住民の 3 歳から 4 歳の子ど
もたちに、丁寧な幼稚園教育と保育活動を行ったグループと、そうした対応を何もしなか
った子どもたちのグループに分け、その後どのように変化し、成長していったかを追跡調
査した。その結果、ペリー幼稚園に通った子どもたち（幼児教育グループ）は、通わなか
った子どもたちに比べ、、明らかに安定した生活を送っていることがわかったのだ。
このように、心の発達が著しい子ども期の教育に力をいれることが、その後の人生にお
いて、重要だと考える。そこで次節においては、子ども期の貧困から低学歴になる要因に
焦点を当て、考察する。

2.3 貧困の連鎖から見える課題
子どもの貧困が低学歴に結び付く要因は何であるのか。
一つ目として考えられるのは、
「学習をサポートする存在の欠如」である。貧困家庭の
子どもは、1 章で述べたように、ひとり親世帯の子どもであることが多い。親は仕事で忙
しく、夜遅くまで帰ってこないことや、家計のやりくりで精いっぱいになるため、子ども
の学習に対し親身に相談にのれない。子どもも親から注意を受けることもないので、学習
をする習慣や学習をしよう、しなければという意識を持ちづらいと想像できる。また、今
日、学校の授業だけで、学習をするのは不十分であるため、塾に通う子どもたちが増えて
いる。当然、貧困世帯の子どもたちは、経済状況が悪く、塾に通うことができないため、
学習の差はどんどん開いていく。かといって、学校の教師は、何十人もの生徒を相手とす
るため、ひとりひとりの学習まで面倒を見ることは困難である。ゆえに、貧困下の子ども
は、周囲に学習支援をしてくれる存在が欠けるため、学習に積極的に参加できない状況
や、そもそも学習の仕方が分からない、学習に対する意欲が持てないという問題に繋がる
と考えられる。
また、二つ目の要因となるのは、「家庭環境の悪さ」である。貧困世帯の子どもは、家
庭に問題を抱えている場合が多く、
「勉強に目がいかない状況」に直面している。また、
子どもは、家庭の状況に合わせた生活を送ることとなるので、一般の子どもが望まれる学
校生活を送ることができない。つまり、家庭環境の悪さゆえ、学校生活がないがしろにな
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り、学業にも影響を及ぼすと考えられる。林（2016）は、貧困の子どもの家庭生活につい
て、
「被保護世帯の子どもたちは、ひとり親世帯が多いため、経済的に困窮しているのみ
ならず、家庭生活の中で家事などの重要な役割を担っていることが多い。
（省略）また被
保護世帯の子どもたちの母親は就業しているだけでなく、障害や疾病等により無職である
場合も多い。このことを踏まえれば、被保護世帯の子どもたちは少なからず、母親の身体
的、精神的ケアも担っていると推測できる。家庭生活の中では、母親自身のさまざまな困
難や苦悩を子どもも引き受けていると考えられるのである。
」と指摘する。つまり、子ど
もは養育される存在であるばかりでなく、家庭や親の精神面を支える役割をも担わなけれ
ばならない場合があるのだ。また、子どもの成長に影響する一つの有力な説として、
「家
族のストレス説」がある。海外の研究によると、相対的貧困の子どもに対するいちばん大
きな影響は、親や家庭内のストレスがもたらす身体的・心理的影響だという（Duncan＆
Brooks_Gunn 1997）。家庭内の問題が大きいほど、子どもに負担を与え、結果的に、子ど
もの学習環境や意欲が妨げられるのだ。
最後に、要因としてあげるのは、子どもの「教育費用」の問題だ。最近は、小学生でも
塾に通うことが当たり前のようになってきており、受験を迎える中学・高校では、塾の存
在は子どもの学習に欠かせないものだといっても過言ではない。文部科学省「子どもの学
習費調査」によると、公立小学校に通う子どもでは平均で年間 20.7 万円、私立では 58.4
万円、公立中学では 29.3 万円、私立中学では 29.3 万円、私立高等学校では、23.8 万円が
「学校外活動費」に充てられており、塾や習い事など学校外の教育にかかる費用の高さを
うかがえる。また、同調査では、子どもの属する世帯の経済状況によって、その金額に大
きな差があることを示した。この学校外教育費は小学校の時期にすでに差が生じており、
同じ公立の小学校に行く子どもでも、世帯年収が 400 万円未満の世帯では、年間平均 13.0
万円だが、世帯年収が 800 万～999 万円の世帯では 29.3 万円、年収が 1200 万円以上の世
帯になると 48.5 万円となっている。つまり、子どもの属する世帯の所得が低い程、その
子どもが受けられる教育の機会が制限され、教育投資が十分にされないがゆえに、学力に
もその影響がでていると考えられる。
以上、子どもの貧困と低学歴の関係について探ったが、低学歴の要因からみえてくるこ
ととして、ひとつは「子どもが学習に専念できない状況」があることだ。貧困家庭の子ど
もは、厳しい家庭環境を目の当たりにする中で、ストレスをため込みながらも、親の負担
や親の苦痛を、共に背負わなければならない。また、忙しい親以外で頼りにできる存在や
環境もないために、子どもは、学習面において問題を抱えていたとしても、適切な助言を
与えてもらえない。これは学習だけでなく、子どもの様々な悩みや問題に対しても同じこ
とがいえる。
また、どの要因にも絡んでくる問題は、
「親の暮らし向きや経済状況」である。特に、
親の経済力によって、子どもに与えられる教育機会や教育の質が決まってしまう。ひとり
親世帯であるため仕事が忙しく、子どもとの時間が作れない、経済状況も思わしくないと
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いう問題があるのに対し、親への支援金等を手厚くし、親が子どもを育てやすい環境にす
ればよいのではないかという意見もある。しかし、それは別の見方をすれば、子どもの養
育の責任をすべて親になすりつけることにもなりうる。例えば、日本は、家族が負担する
教育費の割合が先進国の中でも最も高い国のひとつである。教育費に占める公的資金の割
合を見ると、日本では、70.2％となっており、OECD 平均の 83.6％よりも大幅に低い
（OECD 2013）。この例からは、国際比較において、日本の親の教育費負担が大きいため、
教育費の負担割合の見直し等、政策側の見直しも求められることが分かる。このように、
子どもの問題を、親任せにし、
「親の子育て論」に終わらせるのではなく、子どもを社会
が育てるにはどうすべきか、という視座が今後より一層求められるべきだ。もちろん、親
が子を育てやすい環境を作り、整えることも大事であるが、その親もまた、家庭のトラブ
ルや、仕事環境、家計の逼迫等様々な危機にさらされており、支援が必要な存在である。
貧困家庭の子ども、そして親を、いかに周辺の人々や日本社会が支え、手を差し伸べられ
るかが課題となりうる。

3. 子どもの貧困問題に関する政策はいかにあるべきか？
3.1 子どもの貧困に関する政策と課題
3.1.1 子どもの貧困に関する政策の概要
2013 年 6 月 19 日、衆議院本会議で、「子どもの貧困対策法（正式名称：子どもの貧困対
策の推進に関する法律）」が可決され、成立した。この法律では、基本理念として、子ど
も等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将
来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを掲げてい
る。しかし、この法律は、あくまでも「こうあるべきだ」という理念を掲げたもので、具
体的な方策については、その後、2014 年に閣議決定された、子どもの貧困対策に関する大
綱」に定められている。よって、本稿では、子どもの貧困対策に関する大綱（以下、大
綱）がどのような施策を掲げているのかを紹介する。
まず、大綱では、子どもの貧困対策に関する基本的な方針として、貧困の世代間連鎖の
解消と積極的な人材育成を目指すことや、第一に子どもに視点を置いて、切れ目のない施
策等に配慮すること等を示している。
また、子どもの貧困に関する指標を設定し、その改善に向けて取り組むことを挙げてい
る。この指標として、生活保護世帯に属する子どもの、高等学校等進学率・高等学校等中
退率・大学等進学率・就職率/児童養護施設の子どもの進学率及び就職率/ひとり親家庭の
子どもの就園率（保育所・幼稚園）/ひとり親家庭の子どもの進学率及び就職率/スクール
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ソーシャルワーカーの配置人数及びスクールカウンセラーの配置率/就学援助制度に関す
る周知状況/日本学生支援機構の奨学金の貸与基準を満たす希望者のうち、奨学金の貸与
を認められた者の割合/ひとり親家庭の親の就業率/子どもの貧困率/子どものいる現役世
帯のうち大人が一人の貧困率、を定めている。
上記の指標の改善に向けた当面の重点施策として、1.教育の支援 2.生活の支援 3.保護
者に対する就労の支援 4.経済的支援を掲げている。1 つ目の教育の支援では、
「学校」を
子どもの貧困対策のプラットホームと位置付けて総合的に対策を推進するとともに、教育
費負担の軽減を図ることを掲げている。学校での少人数指導や放課後補習、地域による学
習支援を挙げているほか、学校を窓口とした福祉関連機関との連携、経済的支援を通じ
て、総合的に対策を推進することを図っている。２つ目の生活の支援では、貧困の状況が
社会的孤立を深刻化させることのないよう配慮して対策を推進するとしている。保護者の
生活支援では、家計相談事業の実施や家庭生活支援員の派遣等、保護者の自立支援や、待
機児童の解消等、保育の確保を掲げる。また、子どもの支援としては、児童養護施設等の
退所児童等の支援、食育の推進、ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに
関する支援等がある。３つ目の保護者の就労支援では、家庭で家族が接する時間を確保す
ることや、保護者が働く姿を子どもに示すことなどの教育的な意義にも配慮するとしてい
る。ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応し、生活支援と就業支援を組み合わせた支援
メニューをワンストップで提供できるよう、就業支援専門員の配置など必要な支援を行
う。就業支援専門員は、ひとり親家庭の雇用形態の改善のため、キャリアアップ・転職支
援も行う。また、児童扶養手当受給者に対し、生活状況や就業への意欲等の状況把握を行
うことを通じ、それぞれの実態に応じた自立支援プログラムを策定することで、就業を軸
とした自立支援を図る。ほかには、親の学び直しの支援や、就労機会の確保として、正規
雇用に移行するためのスキルアップを図るため、在宅就業に関する支援を推進すること等
を掲げてる。４つ目の経済的支援に関する施策は、世帯の生活を下支えするものとして位
置づけて確保するとしている。具体的には、児童扶養手当の公的年金との併給調整に関
し、公的年金を受給した場合でも、その額が児童扶養手当額に満たない場合にはその差額
を支給するよう見直しを行った。また、母子福祉資金貸付金等について、貸付対象を父子
世帯に拡大したところであり、貸付事務等の円滑な履行に努めるとしている。ほかには、
生活保護世帯の子どもが高等学校に進学する際には、入学料、入学考査料等を支給するこ
と等が挙げられている。
また、日本では今まで十分な子どもの貧困に関する調査が行われてこなかったとし、1.
子どもの貧困の実態等を把握・分析するための調査研究 2.子どもの貧困に関する新たな指
標の開発に向けた調査研究 3.子どもの貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供のような
子どもの貧困に関する調査研究等に取り組むこととしている。
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3.1.2 現政策の課題
前節では子どもの貧困対策に関する大綱について、どのような施策が掲げられているか
を把握した。大綱で評価できる点は、子どもに焦点を当てながらも、子どもと保護者の双
方の支援を行おうとしていることである。また、2.3 で挙げた、貧困世帯の子どもが低学
歴になる３つの要因と照らし合わせて考えると、まず、
「学習のサポートをする存在」と
して、学校を貧困対策のプラットホームと位置付けて、個別学習や放課後学習の取り組
み、地域・学生ボランティアの学習支援等を行うことで、親だけでなく様々な大人たちに
学習を教えてもらえる環境づくりを目指していることは評価できる。また、「家庭環境の
問題」については、家庭生活支援員の派遣等、家計や親の就労への支援等を通じて、第三
者が関わることで保護者を支える取り組みは効果的だと思われる。最後の「教育費用の問
題」については、幼児教育の無償化に向けた取り組みが進められることは期待したい。ま
た、義務教育での経済的支援を引き続き行うことや、高校生への奨学金給付、大学生への
無利子奨学金の充実を図ること等を定めており、教育費の負担を軽減しようという姿勢は
みてとれる。
このようにみると、確かに、大綱は子どもの幼少期から就学まで目をむけており、親へ
の支援も組み込まれているため、行き届いているようにみえる。しかし、大綱は、5 年を
目途に見直しが検討されることとなっているので、現段階では、どのような取り組みがど
れほど効果的であるのかは定かではない。政府が公表した 2016 年度の、
「子どもの貧困の
状況と子どもの貧困対策の実施状況」を参考としてみると、子どもの貧困率は、大綱の掲
載時（2014 年）の 16.3％から 13.9％にまで下がった。他の指標を参考にすると、生活保
護世帯に属する子どもについては、高等学校等進学率が、大綱掲載時の 90.8％から
93.3％へ、高等学校等中退率が 5.3%から 4.5％、大学進学率は、32.9％から 33.1％へと回
復した。また、児童養護施設の子どもに関しては、中学卒業後の進学率が 96.6％から
97.5％へ、高等学校卒業後の進学率が 22.6％から 24.0％へと上昇した。一方で、ひとり
親家庭の子供の就園率は 72.3％と掲載時と変わらず、ひとり親家庭の子どもの進学率及び
就職率、ひとり親家庭の親の就業率も掲載時と変わっていない。
これらを踏まえると、生活保護世帯や児童養護施設の子ども等、貧困層の中でも特に厳
しい状況に置かれている子どもたちへの支援が優先的に行われ、その成果が数値に反映さ
れていると考えられる。しかし、ひとり親世帯、特に生活保護を受けていないが、暮らし
は厳しい世帯の子どもたちや親への支援はまだ行き届いていないと推測できる。今後は、
生活保護世帯に限らず、ひとり親の子ども・保護者へのさらなる支援が望まれる。
また、同調査では、スクールソーシャルワーカーの配置人数が、大綱掲載時の 1008 人
から 1399 人、スクールカウンセラーを配置する小学校の割合が 37.6％から 58.5％、スク
ールカウンセラーを配置する中学校の割合が 82.4％から 88.4％と増加していることがわ
かる。また、ひとり親の子どもに対して、
「児童訪問援助事業」や「学習ボランティア事
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業」を実施したことや、保護者の支援として、
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」を実
施したことが記述されている。このように子どもや保護者を支援する福祉員を配置するこ
とは確かに素晴らしいが、彼らが実際にどのような働きをしているのか、どれほどの実効
性があるかという状況まで把握することは現時点ではできない。
引き続き、大綱により実施された様々な支援の経過をみながらも、どのような形の支援
が効果的であるのか、成功事例や実施状況を把握し、さらなる改善に繋げていくことが望
まれる。

3.2 子どもの貧困に関する参考にすべき取り組み例
前節では、子どもの貧困対策に関する大綱について、その内容や今後の課題について述
べた。ここでは、これから子どもの貧困対策を進めていくにあたって、今後参考にすべき
取り組みや事例をいくつか紹介したい。
3.2.1 子ども食堂
「子ども食堂」とは、朝日新聞取材班（2016）によると、地域の大人が子どもに無料や
安価で食事を提供する、民間発の取り組みである。貧困家庭の子どもに食事を提供し、安
心して過ごせる場所として始まった。朝日新聞社の調査によると、2013 年までに開設した
子ども食堂は２１ヶ所だったが、この年に子どもの貧困対策法が成立。6 人に 1 人という
子どもの貧困率が 14 年に発表され、支援の機運が高まった。開設数は 14 年に 13 ヶ所、
15 年に 100 ヶ所、16 年 5 月末までに 185 ヶ所と急増した。
運動が広がっている「子ども食堂」とはどんなものなのか。以下に読売新聞社会部
（2016）が取材した事例を挙げる。
東京・池袋から徒歩 20 分の場所、500 年の歴史を持つ寺院・金剛院では、毎月第 2、
4 木曜日の夕方になると、
「椎名町こども食堂」が開かれる。
受付で名前や住所を書き、子供は無料、大人は 300 円を払う。食堂にはキッチンと大小
７つのテーブルがあり、全て自由席。定員は 30 人であるが、イスが空くと次の親子が
通される。
ある日のメニューは、クリームシチューにサラダ、長い芋のおひたしのほか、ミカン
やイチゴ、ブドウのフルーツ盛り。差し入れのお菓子も配られおり、盛りだくさんだ。
子供たちは 夢中でお箸を動かし、母親たちも世間話に花を咲かせ、笑い声が絶えな
い。
この食堂にやって来た一人の、小学 3 年生の登くん（8）は、母親の清香さんと二人
暮らしだ。清香さんは登くんが生まれた直後に離婚した。区内の会社で午前 9 時半から
8 時間、事務のパートをし、月収は 16 万円。１K のアパートは家賃が約 6 万円で、残り
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で食費などをやり繰りしているが、貯金はほとんどでない。狭い部屋で、ご飯はいつも
2 人。清香さんは時々、息が詰まりそうになるそうだ。
「もし自分が病気で倒れたら」
と、不安に駆られることもあるという。子ども食堂について清香さんは、
「気分転換に
なるし、ほかのお母さんと横のつながりもできる。登も楽しめています」と笑顔で話し
た。
この事例では、ひとり親である清香さんが、仕事で忙しく普段、周囲との交流が持ちづ
らいことが伺える。読売新聞社会部（2016）において、
「椎名町子ども食堂」を始めた
「豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク」の事務局長の天野敬子さんは、食堂の役割につい
て、
「貧しい家庭の子供やその親を孤立させないこと」と強調し、その上で、
「ふだん地域
の人々と交流していれば、困った時に手を差し伸べられると思います」と語った。子ども
食堂は、この事例のように、親子の孤立を防ぐ役割があると考えられる。子ども食堂を通
じて、地域の人が連帯し、支援する。また、地域の子どもや親が気軽に交流できる場にな
る。子ども食堂という場を介して、孤立しがちな子どもを、地域の人々が把握し、見守る
ことができるのだ。
また、子ども食堂の特徴として、支援する側も、される側も、参加する敷居が比較的低
いという利点がある。朝日新聞取材班（2016）によると、子ども食堂が開かれている場所
として、ラーメン店、バー、廃校になった小学校、空き家、医療機関の交流スペース、大
学の学生食堂、寺、公民館等、様々な場所が利用されている。このように地域にある場所
を活用できることや、支援内容が調理をすることや子どもの遊び相手になること等、活動
が身近で参加しやすい。また、参加者の対象が、貧困家庭に絞られておらず、地域の子ど
もも大人も皆参加できるため、足を運びやすい。本当に支援したい貧困家庭の子どもの参
加が少ない、貧困世帯の子どもたちに情報が届かないというような問題はまだまだある
が、地域の草の根の活動から始まった活動が、2016 年までに約 185 ヶ所まで広がったとい
う事実は意義深い。政策だけでなく、身近なコミュニティが貧困家庭を支えるモデルとい
て、今後も活動の展開が期待される。
3.2.2 学習支援事業
学習支援事業は、子どもの貧困に関する大綱においても、重点政策として挙げられてい
る。平成 27 年度には、経済的な理由や家庭事情により、家庭での学習が困難であった
り、学習習慣が十分に身についていなかったりする中学生等を対象に、地域住民等の協力
による原則無料の学習支援（地域未来塾）を新たに実施した。貧困世帯の子どもへの学習
支援への機運は高まりつつあるが、ここでは、加藤（2016：190-192）が取り上げてい
る、市民による自主的な活動を２つ紹介したい。
一つ目は、東京都西東京市で行われている学び塾、
「猫の足あと」の活動だ。元教師
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の方が、自宅を開放して無料の学び塾を開いている。休憩の 30 分は食事時間にあて、
休憩前後 45 分はマンツーマンの学習支援をする。生徒が増えたので、大学生のボラン
ティアにも頼っている。また、この塾で高校に入学した生徒が応援にくることや、保護
者が食材を差し入れることもある。
二つ目は、東京都荒川区にある「子ども村・中高生ホッとステーション」の取り組み
だ。もともとは、子どもたちの居場所づくりを考えていたグループが、学習支援・学習
サポートを始め、社会福祉協議会も協力し、学習支援がスタートした。「友達がいな
い、家で 1 人でいる時間が長い、悩みがある、家族の支援を得られない、勉強でわから
ないことがある、学校の授業についていけない、宿題を自分だけではできない」といっ
た項目に当てはまる、荒川区内の中学生 10 名ほどが参加している。支援者はふたつの
部屋を借りており、談話室では話をしたり、ゲームをしたりする。もう一方の部屋では
勉強をする。午後 6 時から 9 時までであるが、午後 7 時から全員でボランティアによる
手作りの食事を食べる。この事業には、教育委員会、スクールソーシャルワーカー、子
育て支援部、福祉部、社会福祉協議会、地元町内会なども協力してもらっているとい
う。
この二つの例から分かることは、これらの学習支援が単なる勉強を教える場ではないと
いうことだ。どちらも場合も、食事の時間が設けられており、支援者や子どもたちがみん
なで顔を合わせて、食事をとる。「猫の足あと」では、マンツーマンの学習を行う等、な
んでも話せて聞ける人と場所がある。また、「子ども村・中高生ホッとステーション」に
は、談話室が設けられており、子どもたちが会話できる場所を提供している。このように
上記の事例では、勉強だけが目的ではなく、「勉強する場」が子どもたちの「居場所」と
なり得ている。勉強に遅れがでている貧困世帯の子どもたちは、2 章で述べたように、家
庭にトラブルを抱えている場合も少なくないと思われる。そんな子どもたちと「勉強の
場」を通じて、学習だけでなく心の支援にも繋げたい。
また、学習支援を通じて、地域の大学生や保護者、地元町会、スクールソーシャルワー
カー等、地域の様々な人を巻き込んで進められていることも伺える。政府の支援では行き
届かない面や限界がある中で、地域の人々が声を掛け合い、繋がることで支援の輪を広げ
ていくことは重要ではないか。

3.3

子どもの貧困に関する今後の方策の在り方

3 章では、子どもの貧困に関する大綱を軸としながら、政策について考察してきた。子
どもの貧困についての政策は進められている途中であり、生活保護世帯を中心に改善がみ
られている。しかし、ひとり親世帯の貧困は改善されていない面が多く見受けられ、貧困
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の対象が広くなると、政策が未だ行き届かない状況があると考えた。
2011 年の「全国母子世帯等調査」によると、全国でひとり親世帯は、151.1 万世帯いる
ことがわかった。もちろん全てのひとり親世帯が困窮しているわけではないが、こうした
莫大な数の世帯の状況を国が全て把握し、支援するのは困難である。ひとり親世帯の貧困
をカバーするためにも、政府に任せきりではなく、貧困に直面している子どもを、国や地
方公共団体といった行政機関や、学校、福祉員、地域の大人、保護者等が連携して、見守
り、支えることが重要なのではないか。その意味で、3.2 で挙げた、子ども食堂や、学習
支援事業は、参考にすべき事例となる。どちらも地域の人のボランティアから始まった活
動であるが、その支援の輪が大きくなり、地域の学生や町内会、福祉機関の人々等を巻き
込んでいる。そして、孤立しがちな貧困家庭の子どもを、地域の大人や子どもたちに繋
げ、困窮している子どもや悩みを抱える子どもを支援しているからだ。子どもの身近に暮
らす地域の大人だからこそ、気付くことやできる支援があると考える。
また、大綱の政策として、スクールソーシャルワーカーの大幅な増員がみられたこと
を、3.1.2 で述べたが、子どもや親の支援の専門員を増やせば、この問題が解決できると
は限らない。子どもは、家庭環境、学校生活、学習等、それぞれ抱えている問題も違え
ば、性格もそれぞれである。スクールソーシャルワーカーや学校の先生、地域のおじさ
ん・おばさん、学習ボランティアの学生等、様々な大人に子ども自身も出会う中で、自分
の心を開ける存在や頼りにできる存在をみつけることができるのではないか。政府は、福
祉員の増加だけでなく、地域の人々や学生等が、子どもの支援に積極的に参加できるよう
な仕組みづくりや支援を今後より一層力をいれるべきだと考える。3.2 で取り上げた、子
ども食堂や学習支援事業のような、子どもに寄り添い、子どもを地域の大人に繋ぐよう
な、草の根の活動に対し、政府が支援することが望まれる。

４．目指されるべき対策・社会の在り方
4.1 子どもの貧困問題の原因と課題
1 章、2 章で考察してきた子どもの貧困問題の原因と課題について、もう一度整理した
い。まず、日本は今 7 人に 1 人の子どもが貧困にさらされており、貧困家庭で育った子ど
もたちは、幼いころから様々な不利を背負わされていることがわかった。では、なぜこう
した貧困の子どもたちが現在に至っても生まれてしまうのか。それは、子ども期の貧困が
成人の貧困に繋がり、成人した者の子どもも貧困になるという「貧困の連鎖」が生まれて
いるからだ。そして、この貧困の世代間継承を断ち切らなければ、子どもの貧困が解決し
ないことがわかった。
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では、この「貧困の連鎖」はどのようにして起こるのかを探ると、貧困の連鎖が起こる
最も主な経路として、
「子ども期の貧困⇒低学歴⇒非正規労働⇒現在の低所得⇒現在の生
活困窮」という流れがあることがみえた。そしてこの流れの中でも、
「子ども期の貧困⇒
低学歴」の経路が重要だと考え、なぜ貧困家庭の子どもが低学歴になってしまうのか、そ
の要因を探った。
子ども期の貧困が低学歴となる要因として以下の 3 つの要因がみえた。
（1）「子どもの学習をサポートする存在の欠如」
（2）「家庭環境の悪さ」
（3）「子どもの教育費」の問題
そして、以上の要因から考えられることは、「子どもが学習に専念できない状況」がある
ことだ。貧困世帯の子どもは厳しい家庭環境にさらされながらも、親を頼りにできない。
自らを支えてくれる存在や環境がないことがわかる。また、どの要因にも関わる問題とし
て、
「親の暮らし向きや経済状況の悪さ」がある。親の経済力によって、子どもの教育の
機会が制限されてしまうのは見過ごせない問題である。国際比較においても、日本は、親
が負担する教育費の割合が多いことからも、貧困世帯の親もまた厳しい状況にさらされて
いることが分かる。
子どもの貧困問題において、子どもそして、その保護者も様々な問題を抱えていること
を理解した上で、子どもの貧困を、
「親の子育て論」に終わらせるのではなく、社会にも
責任があることを理解しなければならない。そして、「子どもを社会が育てる」方法を考
えることが今後の課題として考えられた。

4.2 子どもの貧困解決に向けて目指される社会の在り方
3 章では、2014 年に策定された子どもの貧困に関する大綱に焦点を当て、子どもの貧困
を解決する政策としてどのようなことが行われているのかを探った。教育の支援、生活の
支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援の４つを重点政策として挙げた大綱は、
2016 年度の子どもの貧困率が 13.9%と下がったことからも、一定の効果があったと考えら
れる。大綱の実施状況の調査によると、生活保護世帯や児童養護施設の子どもの進学率は
確かに上昇している。一方で、ひとり親家庭の子どもの進学率や親の就業率は上がってい
ない。このことから、貧困層の中でも特に厳しい状況に置かれている子どもたちへの支援
が優先的に行われ、ひとり親世帯、特に生活保護を受けていないが、暮らしは厳しい世帯
の子どもたちや親への支援はまだ行き届いていないと推測した。いずれにせよ、2014 年に
採択された大綱は 5 年ごとの見直しであるため、どのような取り組みがどれほど効果をも
たらしたのか、現時点では判断しかねる。ひとり親世帯への支援がまだ十分でないことも
念頭に置きながら、今後の経過をみた上で、さらなる政策の改善が望まれる。
今後より良い支援を目指すために、参考として挙げた、
「子ども食堂」や「学習支援事
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業」では、これらの取り組みが単に、子どもの食事や学習といった必要なものを満たすだ
けでなく、子どもと地域社会を結びつける場となること、そしてこれらの場が子どもの居
場所となることに着目した。確かに、政府が大幅増員をしたソーシャルワーカーといった
福祉専門員も必要である。しかし、今や 151.1 万世帯いるひとり親家庭を、行政や福祉員
だけで支えることは困難である。子どもの身近にいる、地域の人々の協力は、子どもの貧
困の解決に欠かせないといっても過言ではない。地域の人々や学生ボランティア、学校、
福祉員、保護者、そして国、これらの人々が連携して、子どもを見守り、支えることが重
要である。
そして、こうした地域の活動を支えるためにも、政府は、福祉の専門家を増やすだけで
なく、地域の大人や学生が、子どもの貧困問題に対し、積極的に取り組める仕組みづくり
や支援をするべきだと考える。地域で行われている子どもの支援活動が継続できるよう、
国が活動に対し、より一層の資金援助をするのも一つの手である。国として子ども支援政
策を進める一方で、地域は地域で活動を進めるというような形ではなく、国と地域が連携
することで、より円滑な支援が進められるのではないか。
また、地域の活動を活性化させるためには、情報の問題が考えられる。貧困に直面して
いる子どもに対し支援がしたいと思っても、どこでどのような支援をするべきなのか分か
らない、また、そもそも子どもの貧困問題すらよく知らない人々もいるだろう。まずは、
社会の人々に問題を知ってもらうこと、そして身近に参加できる活動があるという情報を
周知させる必要がある。また、情報の問題は、支援する側だけの問題ではない。加藤
（2016）によると、今行われている学習支援は、生活保護世帯には情報を届けることがで
きるが、その他の生活困窮者には、情報すら届いていないという。せっかく素晴らしい支
援があるのにもかかわらず、本当に支援したい人々に支援が届かないのでは意味がない。
支援する側も、支援を受ける側も、しっかりと情報を手に入れられるよう、政府から、地
域や、学校・企業等、様々な団体に対し、情報を発信、浸透させることが望まれる。
最後に、子どもの貧困問題は、家庭内の問題だけでなく、日本の雇用問題や女性の社会
進出の問題、家族の在り方の問題等、社会が変容する中で、様々な問題が複雑に絡み、起
こった社会問題であることを強調したい。生まれた環境を選べない子どもたちは、そうし
た社会の不利を背負わされている。子どもの貧困問題は、単なる家庭環境や親の子育ての
問題ではなく、社会が生み出したものである。だからこそ、子どもを社会が支え、育てる
という意識を持たなければならないのではないか。
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おわりに
本論文の目的は、日本における子どもの貧困問題の「背景・原因を考えること」そし
て、
「同問題の解決のためにできる方策や社会の在り方を考えること」だった。まず、子
どもの貧困問題の背景には、「貧困の連鎖」があり、貧困の世代間継承が起こっているた
め、子どもの貧困が断ち切れないことがわかった。そして、子どもの貧困の原因として、
「子どもをサポートする存在の欠如」「親の暮らし向きや経済状況の悪さ」が大きな要因
として考えられてた。こうした問題に対し、社会の在り方として、子どもの問題を親任せ
にするのではなく、子どもの貧困を社会の問題としてしっかりと認知すること、そして、
子どもを社会が育てるという視座を持つべきであると考えた。そして、政府・地域の
人々・学校・福祉員・保護者等が連携し、子どもを支えていく社会を構築していくことが
重要だと結論づけた。また、その中で政府としては、地域の子ども支援活動が活性化する
よう、より一層支援に力を入れること、そして、子どもの貧困問題や取り組みの情報を発
信・浸透させていくことが望まれると考えた。
最後に、本論文における残された課題として、福祉員の役割や福祉諸事業についての考
察が挙げられる。子どもの貧困に関する大綱において、スクールソーシャルワーカーは、
子どもを学校や地域に繋ぐ存在として位置づけられていた。しかし、実際に彼らが、どの
ような働きをしているのか、またどれほど役割として機能しているのか探ることができな
かった。また、保護者の支援として家計相談支援事業、子どもの学習支援事業として、地
域子ども未来塾等、様々な福祉事業が大綱において挙げられていたが、これらの事業がど
れほど実施されたのか、また具体的な支援内容まで言及できなかった。課題に関しては、
子どもの貧困に関する大綱の見直しが行われる 2019 年までにより具体的な調査情報が掲
示されることを願いながら、福祉員や福祉事業の役割の中で、どのようなものが効果的で
あるのか検討し、取捨選択、成功事例の拡大に繋げていく必要があると考える。
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