提言概要

子どもの未来は日本の未来～自己肯定感を高め、貧困の連鎖を断ち切る～

2019年1月
一般社団法人関西経済同友会
子どもの未来委員会

※ 2017・2018年度で計10回の委員会会合を開催。うち6回は講演会を実施。また、委員会スタッフによる有識者ヒアリングを延べ10回実施

1. はじめに

3. 現状を踏まえた社会の取り組み、課題

～当委員会の思い～

国の法律制定等をきっかけに、施策・支援活動が広がるも道半ば

子どもたちは、日本の未来を創る大切な存在
子どもは日本の未来を創る大切な宝である。子どもが健やかに育つ
ための環境を整備することは、少子高齢化が進む日本の経済社会の
活性化を図る上でも重要な取り組みである。
 しかし、子どもの現状を見ると、貧困問題をはじめ、不登校や引き
こもり、ゲーム依存など様々な解決すべき社会課題がみられる。
 とりわけ「貧困問題」は、機会の平等を失わせることで親から子へ
と世代を超えて連鎖し、格差を固定化しうるという点で深刻。
 当委員会では、未来社会を創る人材となる子どもたちが、自己肯定
感を持ち続け夢を語ることができるような成育環境をつくるため、
「貧困問題」の解消に向けた提言を行うこととした。


2009年に、厚生労働省が、子どもの相対的貧困率を初めて公表したことにより、社会的関心が高まった。
2013年の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」制定を契機に、国・地方自治体における施策が拡充さ
れ、民間の支援活動も広がりを見せている。
 環境問題や社会貢献などに取り組む企業に投資するESG投資やSDGsの考え方が世界的に広まった。社会貢
献度の高い事業は、企業の長期的な利益につながるとの考えが広まり、課題解決に向けた企業の役割にも期
待感が高まる。
 各地で子ども食堂や学習支援の場が普及しつつあるなど、社会全体として機運が高まりつつあるものの、子
どもたちの心の拠りどころ（止まり木）という社会インフラ構築にはまだ道半ばである。



【参考】
子どもの貧困対策により、
貧困の状況にある子どもの進学率、
高校中退率が現状から改善した場合、
生涯所得の合計額が2.9兆円増え、
政府の財政が1.1兆円改善する。
（日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計
レポート」2015年12月）

官民あげて「持続可能」な支援の仕組みを構築する必要がある
制度や仕組みは整いつつあり、今後は子どもたちの孤独感を癒し、拠りどころとなるような居場所を整える
段階
 地域の中で子どもの多様なニーズに応じ切れ目なく支援ができる持続可能な仕組みとして体系化が必要


2. 子どもの貧困問題の現状
日本の子どもの7人に1人は貧困で、ひとり親家庭（特に母子家庭）はさらに深刻


日本の子どもの7人に1人が経済的に厳しい環境。ひとり親家庭の貧困率はさらに高い。（図表1）



母子世帯は、母親の8割が就労しているにもかかわらず、所得平均は父子家庭・一般家庭と比較しても低く、
その所得平均は児童のいる世帯全体平均の約3割にとどまっている。（図表2)
(図表1) 子どもの貧困率の年次推移
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(図表2)ひとり親家庭の就業・所得状況
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出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」

【子どもの貧困問題に取り組むための要点】
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特に深刻な状況にある母子家庭への支援を充実させる



子どもの育ちを支えるセーフティネットを構築・維持することは一義的には行政の役割。行政は引き
続き持続可能で実効性の高い施策（母親支援を含む）の推進を図る



日本の未来に向けた社会全体の課題として、民間（個人、企業、大学、地域コミュニティ）も主体的
に参画し、それぞれの強みを発揮して、地域の特性を生かした「共助」となるようなエコシステムを
構築する

【子どもを取り巻く環境レイヤー別の子どもの自己肯定感を高めるための役割、取り組むべき事項】
子どもを取り巻く
環境のレイヤー

身近にいる家族が温
かく包み込み、愛す
る

家庭

647万円

（出典）厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」「平成29年度労働力調査」
「平成28年国民生活基礎調査」
※「全国平均」の就業率は、15歳以上64歳未満の値を用いた。
※「全国平均」の平均年間就労収入は、児童のいる世帯の稼働所得の値を用いた。
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子どもの貧困は見えにくく、自己肯定感の喪失がさらなる貧困の連鎖を生む


日本の子どもの貧困は、見えにくい。相対的貧困にある子どもも、携帯電話を
所有していたり、ファストファッションでおしゃれをして友人に合わせたり、
周りに悟られないよう隠したりすることで、周囲からは問題が見えにくい。

経済的な理由から「友達皆ができることができない」ことが積み重なること、
また親に心配をかけまいと我慢することが常態化することで諦めにつながり、
子どもたちの自己肯定感の喪失につながる。
 子どもの経済的格差は、教育を受ける機会の格差につながり、進学や就職の選
択肢など将来に影響を及ぼし、それが「貧困の連鎖」として、世代を超えて格
差を固定化させる可能性をもつ。


⇒人材の枯渇から企業の競争力低下につながる

進学・就職
の格差

自己肯定感を
高めるための役割

↓

教育機会
の格差

貧困の連鎖

＜講演会で紹介された子どもの声＞
・お金がないから、部活も修学旅行も諦めた
・みんなで“食卓を囲む”って本当にあるんだ

●：行政主体

□：民間主体

役割を実現するために
必要な具体的な取り組み
 乳幼児期・就学前の早期支援
 親の身近な相談先・支援者の確保

行政への施策提言
ひとり親家庭の
収入確保

 親の就労支援・収入確保



心身の健康づくり

教育費の支援

 子どもの未来の基礎となる学力の習得
 学習環境の基礎となる家庭環境の整備支援


多様な学びの機会の提供（放課後児童クラ
ブ）

学校以外の友達、親以外の大人のかかわり
（「いるだけ」支援）
 地域行事への参加・交流、自然と触れ合う
体験、文化体験の提供
 子どもの居場所、止まり木となる場の提供

学校での「生活」も
含めた総合的支援
機能の強化





社会としてのインフラ・環境整備

多様なニーズに応じた
活動の創出、
「いるだけ」支援

活動創出・継続性を担保
する社会インフラの充実

養育費確保のための
法律と利用者に
配慮した運用規則
就学前教育と
高等教育を受ける
ための経済的支援の
確実な実施

スクールソーシャル
ワーカーの処遇
改善・専門性向上
社会への呼びかけ

テクノロジーも
活用した
エコシステムの構築

（2）社会への呼びかけ ～子どもの貧困問題の認識・取組みを広めよう～

4. 行政・社会への提言
養育費確保のための法律と運用規則を早期制定すべき
 就学前教育と高等教育を受けるための経済的支援を確実に実施すべき
 スクールソーシャルワーカーの専門性向上・処遇改善すべき


（1）行政への施策提言

テクノロジーも活用した課題解決のエコシステムを構築しよう
 2025年の大阪万博で、社会課題の解決に向けて国際連携「子どもの未来
ウィーク」の設定を実現しよう


（2）社会への呼びかけ

テクノロジーも活用した課題解決のエコシステム*構築しよう
2025年の大阪万博で社会課題の解決に向けて国際連携「子どもの未来ウィーク」設定を実現しよう
＊エコシステム：自然界の「生態系」が多様な動植物の食物連鎖により良好な環境を維持しているように、ここ
では行政・個人・企業・大学など多様な主体が相互に連携して安定的かつ持続的な活動環境を
生み出すような仕組み全体を指す。

現行課題

5. 提言（詳細）

厳しい財政状況を考えると、支援を行政だけにゆだねる仕組みには限界がある。
 個人・企業は関心があっても、何をすればよいか、何ができるかが分からない。




活動団体は、立ち上げ期の重点的な支援、自立的に活動を継続できる支援を求めている。

■現在行われている取り組みの一例

（1）行政への施策提言

提言：養育費確保のための法律と運用規則を早期制定すべき


現行課題






提言内容


養育費の取り決めをしていない母子世帯が過半数（55％）である。
取り決めをしても養育費を受けている母子世帯は24％にとどまる。
現行制度では、差し押さえに際して、母親（債権者）が父親（債務者）の口座のある金融機関支
店名まで特定して裁判所に伝える必要があり、手続きにかかる債権者の負担が大きい。

日本司法支援センター（法テラス）や養育費相談支援センターの機能を強化し、海外と同様に、
養育費の取り立ての代行や裁判を支援すべき。【国】

現行課題

我が国の就学前教育に対する経済的支援は不十分

就学後の学用品等の経済的支援である就学援助制度や子どもの居場所の一つである放課後児童ク
ラブは十分活用されていない
 高等教育を受けられないことが就職、キャリア形成の制約になっている

提言内容

提言内容

子どもが自己肯定感を持って成長し、 社会人として経済的にも自立できるよう就学前教育の充
実に対して、最優先で 予算を配分すべき。【国】
 低所得世帯に向けて、学用品等を現物支給すべき。【地方自治体】
小学生が放課後を過ごす居場所としての学童保育（放課後児童クラブ）の利用料負担を軽減す
べき。受け皿の拡充と質の向上を図るべき。【地方自治体】
 大学等については、 一律の無償化ではなく、志と能力が あっても経済的な 困難に直面してい
る入学希望者を対象とした給付型奨学金制度の大幅な拡充により教育機会を担保していくべ
き。【国】

・子ども食堂、こども宅食
・学校外教育バウチャー
・学習支援教室

・職業訓練、マザーズハローワーク
・子どもの居場所づくり支援事業



貧困問題の認識をもっと高めよう。個人・企業それぞれが無理のない範囲でできることから
始めることで「自分ごと」として一歩踏み出し、子どもを受け止める居場所・止まり木を地
域に増やそう。



最先端テクノロジーも活用し、活動団体を応援したい個人・企業と、支援を求める活動団体
をつなぎ社会課題を解決する持続可能なエコシステムを整備しよう。



2025年万博において、社会課題の解決に向けた国際連携「子どもの未来ウィーク」設定を
実現しよう。





・研究活動
・学習支援など学生ボランティア

行政

提言：就学前教育と高等教育を受けるための経済的支援を確実に実施すべき



大学
NPO・ベンチャー
企業等の活動団体

養育費の不払いがあった場合、裁判所が口座情報等を照会・提供し、差し押さえができるよう、
民事執行法を早期に改正するとともに、利用者に配慮した運用規則を検討すべき。【国】

（政府の方針として、消費増税に伴う増収分の使途を教育無償化に決定。 ※昨年度に当委員会は緊急提言を発表）

企業

・会員ポイントの活動団体へ寄付
・従業員のボランティア派遣
・キャリア教育や出前授業
・場所の提供

■テクノロジー等を活用したエコシステムを構成する取り組みの例
（例）子ども食堂・学習支援運営者が、直面している課題を提起し、
スタートアップ・ベンチャー企業が解決のためのアイデアを
提示する。先端技術等を使い社会課題解決に取り組む。



子ども食堂と食材・人材のマッチングアプリ

個人

企業

地域の
活動団体

（例）子ども食堂の、食材・人材のニーズと、応援したい個人・企業
をつなげる。
大学等

クラウドファンディング

提言：スクールソーシャルワーカー*の専門性向上・処遇改善をすべき

地方
自治体

アイデアソン等でのベンチャーの参画

（例）子どもの育ちを支援する団体（子ども食堂、子ども宅食等）の
活動に対して、クラウドファンディングで資金を調達する。

多様な支援マッチングの
プラットフォーム

＊スクールソーシャルワーカー：市町村教育委員会に配置され、必要に応じて学校に派遣されて
子どもの家庭環境の改善等のための福祉的サポートを行う専門家。
スクールソーシャルワーカーを全ての中学校区（全国約1万区）に配置する計画で人数増加す
るも、専門資格（※）や知識を有しない人材が一定割合で存在する。
 非正規雇用でハードワークを強いられるケースが散見される。


現行課題

※主な専門資格の例…社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士など
大学等でスクールソーシャルワーカー養成のための講座や実習等のさらなる充実を図るなど、業
務の重要性、求められる専門性に対応した人材育成・研修の仕組みを整備すべき。【国、地方自
治体】
 正規雇用を原則とし、その専門性と業務内容に見合う処遇改善を行うべき。【地方自治体】


提言内容

おわりに
子どもの貧困の実態は広く社会には知られておらず、社会課題として見過ごされがちで、本委員会も2年
間の活動でようやく貧困問題の解消に向けた出発点に立ったところである。
今後は、この提言をふまえ、われわれ経済人も、「子どもの未来は日本の未来」という視点に立ち、行
政や地域・コミュニティと連携しながら子どもの貧困問題の解決に向けたアクションを起こし、この課題
について継続して考え、社会に発信し続けることが重要である。

