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子どもの貧困と生活困窮者自立支援を考える（事前学習） 
６月１４日（日）１４時から社会福祉士の大山典宏さんを講師に迎え、公開セミナー「子どもの貧困

と自立支援」をさいたま共済会館で開催します。多くの会員の皆様の参加をお待ちしています。 

この通信ではセミナーにあたっての基礎知識を提供したいと考えております。 

 

増え続ける子どもの貧困率１６．３％ 

厚生労働省が昨年７月まとめた国民生活基礎

調査で、平均的な所得の半分を下回る世帯で暮ら

す 18歳未満の子供の割合を示す「子供の貧困率」

が、2012 年に 16.3％と過去最悪を更新したこと

が明らかにされています。前回調査の 09 年から

0.6 ポイント悪化しています。同省は「当時はデ

フレ下の経済状況で、子育て世帯の所得が減った

ことが原因」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省は労働環境を守る所管官庁でもあ

ります。短に経済状況を理由にするだけでなく、

もっと非正規労働者や派遣労働の低賃金、長時間

労働の実態、ワーク・ライフバランスなど労働者

目線でこの問題を分析してほしいものです。 

▼貧困率 低所得者の割合を示す指標。経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）の基準を用い、収入から税

金などを差し引いた全世帯の可処分所得「を１人

当たりに換算して低い順に並べ、中央の額の半分

に満たない人の割合を「相対的貧困率」と定義す

る。2012年の場合は所得が 122万円未満の人の割

合を指す。相対的貧困率が高いほど、経済格差が

広がっていることを意味する。18歳未満の子供の

貧困率も同様に算出。一般的に子供に収入はない

ため、親の所得などを用いて割り出す。 

年齢別非正規労働者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府の取り組みは 

政府は２０１４年６月に「子供の将来がその生

まれ育った環境によって左右されることのない

よう、また、貧困が世代を超えて連鎖することの

ないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図

る。全ての子供たちが夢と希望を持って成長して

いける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総

合的に推進すること」を目的・理念とした「子ど
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もの貧困対策大綱」を決定した。これに基づき１

５年度予算の概算要求には次のような項目が盛

り込まれた。 

教育の支援 

◎ 学校を子供の貧困対策のプラットフォーム

として位置付け（スクールソーシャルワーカーの

配置拡充など）学校を対策のプラットフォームと

位置付けて取り組むこととし、教育と福祉をつな

ぐ重要な役割を果たすスクールソーシャルワー

カーの配置を拡充。 

（平成２７年度概算要求：１３．２億円） 

（目標：約１，５００人⇒ 約１万人（５年後）） 

◎ 高校生等奨学給付金の拡充 

低所得世帯の高校生等の教育費負担を軽減す

るため、平成２６年度より創設された高校生等奨

学給付金（奨学のための給付金）制度のさらなる

拡充。（平成２７年度概算要求：１１６億円） 

◎ より柔軟な『所得連動返還型奨学金制度』

の導入に向けた対応の加速 

大学等奨学金事業について、無利子奨学金の拡

充（３万人増（うち新規貸与人員２万人増））を

図るとともに奨学金の返還月額が卒業後の所得

に連動する、より柔軟な「所得連動返還型奨学金

制度」の導入に向けた詳細な制度設計や、システ

ム開発等の対応の加速。（開始時期：平成２９年

度進学者から適用） 

（平成２７年度概算要求無利子奨学金事業

費：３，１９６億円（※）） 

※この他被災世帯学生等分４８億円 

◎ 貧困の連鎖を防止するための学習支援の推

進 

生活困窮世帯等の子供、児童養護施設等の入所

児童、ひとり親家庭の子供たち等に対する多様な

学習支援を推進。 

・生活困窮世帯等の子供の学習支援（年末まで

の予算編成過程で検討） 

・児童養護施設等で暮らす子供の学習支援（平

成２７年度概算要求：６．９億円(※)） 

※児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業（統合補

助金）の概算要求額５０．０億円の内数 

・ひとり親家庭の子供の学習支援（平成２７年

度概算要求：４．９億円(※)） 

※母子家庭等対策総合支援事業（統合補助金）

の概算要求額８１．８億円の内数 

◎ 学習が遅れがちな中学生を対象とした学習

支援 

経済的な理由や家庭の事情により、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

ていない中学生への、地域住民の協力による原則

無償の学習支援を実施。（平成２７年度概算要

求：２．７億円（※）） 

※学校・家庭・地域の連携協力推進事業の概算

要求額５６．６億円の内数 

（目標：７００中学校区（公立全中学校の７％）

⇒ ５，０００中学校区（同５０％）（５年後）） 

保護者への就労の支援 

◎ 保護者の学び直しの支援 

高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含

む）を受け、これを修了した際に受講費用の一部

を支給するとともに、高卒認定試験に合格した場

合にも受講費用の一部を支給する事業を実施。 

（平成２７年度概算要求：２．３億円(※)） 

※母子家庭等対策総合支援事業（統合補助金）

の概算要求額 81.8億円の内数 

この概算要求がその通り予算として決定され

たか確認の時間が足りなかったが、貧困の実態に

即した対策となっているだろうか。 

貧困の形態もいろいろある。当然対策もケース

バイケースにならざるを得ない。今の自治体の状

況できめの細かい対策が可能かどうか、現場職員

の頑張りだけに期待するようなことだけはした

くない。その辺は今度のセミナーで講師が語って

くれるだろう。 

生活困窮者自立支援法が４月施行 

 ４月から施行となった生活困窮者自立支援事

業について厚生労働省のホームページによると

次のように解説されています。 

制度の概要について 

 新制度においては、全国の福祉事務所設置自

治体が実施主体となって、官民協働による地域の

支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保
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給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援

事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生

活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実

施します。また、都道府県知事等は、事業者が、

生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとと

もに、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申

請に基づき一定の基準に該当する事業であるこ

とを認定する仕組みを設けます。 

 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談

に早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。

ここでは、生活困窮者の抱えている課題を適切に

評価・分析（アセスメント）し、その課題を踏ま

えた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行

います。また、関係機関との連絡調整や支援の実

施状況の確認なども行います。 

 なお、自立相談支援事業の実施、住居確保給

付金については、福祉事務所設置自治体が必ず実

施しなければならない必須事業として位置付け

られている一方、その他の事業については、地域

の実情に応じて実施する任意事業とされていま

す。 

具体的７つの事業あなたの自治体では 

また、具体的事業については次の７つの事業が

挙げられていますが、必須事業は自立相談支援事

業の実施、住居確保給付金の支給です。 

自立相談支援事業 

あなただけの支援プランを作ります。 

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、ま

ずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が

相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者

と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄

り添いながら自立に向けた支援を行います。 

住居確保給付金の支給 

家賃相当額を支給します。 

離職などにより住居を失った方、または失うお

それの高い方には、就職に向けた活動をするなど

を条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向け

た支援を行います。 

就労準備支援事業 

社会、就労への第一歩。 

「社会との関わりに不安がある」、「他の人と

コミュニケーションがうまくとれない」など、直

ちに就労が困難な方に６カ月から１年の間、プロ

グラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養

いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を

ます。 

家計相談支援事業 

家計の立て直しをアドバイス。 

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握

し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況

に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へ

のつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、

早期の生活再生を支援します。  

就労訓練事業 

柔軟な働き方による就労の場の提供。 

直ちに一般就労することが難しい方のために、

その方に合った作業機会を提供しながら、個別の

就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた

支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業（い

わゆる「中間的就労」）もあります。  

生活困窮世帯の子どもの学習支援 

子どもの明るい未来をサポート。 

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、

仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に

関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援

等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行いま

す。 

一時生活支援事業 

住居のない方に衣食住を提供します。 

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不

安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所

や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就

労支援などの自立支援も行います。 

 

持ち家があるので生活保護は受けたくないと

年金だけでカツカツの生活をしている。シングル

マザーだけどパート掛け持ちで働いて就学援助

だけで何とか子どもを高校に通わせている。この

ような人々を生活保護に転落させないために、今

自治体のできることを考えます。 
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埼玉県地方自治研究センター公開セミナーのご案内 

テーマ「子どもの貧困と自立支援」 

講師：大山典宏氏 社会福祉士 
生活保護のケースワーカーや児童相談所の児童福祉士などを経て生活保護受
給者の自立支援の担当も経験。著書に『生活保護 VS ワーキングプア』『生活
保護 VS子どもの貧困』『隠された貧困』などがある。 

日 時 2015 年 6 月 14 日（日）14 時から 

場 所 さいたま市 さいたま共済会館６０２ 

資料代 500 円（賛助会員は無料）   
参加希望の方は同封の別紙によりＦＡＸで事前にお申し込みください。友人や知人この課

題に関心のある方をぜひお誘いください。自治体の担当の方もお誘いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員拡大・賛助会費納入のお願い 
４月には統一自治体選挙が行われました。心配なのは投票率です。来年の参議院議員選

挙からは１８歳からの投票権が確実視されています。今ほど政治の大切な時期はないと考

えます。集団的自衛権、労働基準法・派遣労働法改悪そして憲法改悪、原発再稼働、消費

税の再引き上げ。国民主権を発揮すべき時が来ています。 

介護保険も地域医療もそして困窮者自立支援も自治体任せの部分が増え、それは自治体

間格差にも通じていきます。さまざまな人々との交流と学習が欠かせません。 

埼玉自治研センターは自治体職員や自治体議員の期待に応えるよう頑張っていく所存で

す。ぜひ、会員を拡大していきたいと考えております。議員会員の皆様同僚議員をお誘い

ください。自治体職員の皆様は隣の席の仲間をお誘いください。仲間が増えるほど提供で

きる情報も増えていきます。よろしくお願いいたします。 

現会員の皆様には２０１５年度賛助会費の納入をお願いいたします。 

「第１７回埼玉保育集会」開催のお知らせ 

埼玉保育集会実行委員会が例年開催する１７回目の集会です。 

日 時 ２０１５年６月７日（日）９：３０から１５：３０ 

会 場 さいたま共済会館（さいたま市） 

記念講演 「子どもの権利を大切にした保育・関わり」 

       田中文子さん （公益法人子ども情報センター理事） 

参加費  ２，０００円（資料代・弁当代 1000 円含む） 

＊記念講演は午前中あります。午後は５つの分科会でそれぞれ講師を中心に
学習討論が行われます。内容のお問い合わせ０４８－８３８－５５３１ 


