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協議事項

（１）家庭の経済的事情などを背景とした児童生徒の「学びのセーフティネット」
の構築に向けた検討について
（２）その他

経営企画監 ：

それ では ，ただ今か ら「平成 28 年度第４回広島県総合教育会議」を開催いたします。
はじめに， 湯﨑知事 より 御挨拶を申し上げます。
湯 﨑 知 事： 失礼い たします 。平 成 28 年度第４回広島県総合教育会議 の開催に当たりまして ，一
言御挨拶を 申し上 げます 。皆様方におかれましては ，大変御多用のところ ，特に年度末
でいろいろ とお忙 しいと ころと思いますけれど も ，御出席を賜りまして， 誠にありがと
うございま す。ま た，本 日は４名の有識者の方々に御出席をいただいております。先生
方におかれ ては， 公私と も御多用のところ ，御出席を賜りましたことに対して ，改めて
御礼を申し 上げたい と思 います。
さて，本日 のテーマ でございますけれども ， 前回のこの会議で決定いたしましたとお
り，
「家庭の経 済的事情 な どを背景とした児童生徒の『学びのセーフティネット』の構築
に向けた検 討」とし てお ります。次世代を担う 子 供たちが， 生まれ育った環境に左右さ
れることな く，健や かに 育ち，夢や希望，意欲にあふれ自立した人間として成長してい
くことは， 県民全て の願 いであり， 家庭の経済状況等に関わらず，全ての 子供たちが ，
将来，社会 参加や自 立す るために必要な知識・ 能力を身に付けられるようにしていくこ
とが必要で あると考 えて おります。
このため， 本県では ，家庭の経済状況や児童生徒の学力等に応じた支援を行いますと
ともに，ス クールソ ーシ ャルワーカーの配置の拡充や ，多様な学びを提供するフレキシ
ブルスクー ルの整備 によ ります様々な事情や背景を 持った生徒に対する， 教育を受ける
機会の拡充 などに取 り組 んでいるところでございます。こうした取組 に加えまして， 来
年度は，効 果的な子 供の 貧困対策の在り方や ，県 ，市町，支援機関等の連携方策を検討
するために，
「 子供の生 活 に関する実態調査」を実施いたしますとともに ，この結果等も
踏まえまし て，幅広 い分 野の専門家や関係団体等から御意見をお伺いした上で ，教育の
観点からど のような こと ができるのかということについて ， 具体的な施策の方向性を明
らかにして 参りたい と考 えております。
また，本県 では，変 化の激しい社会を生き抜くことのできる 子供の資質・ 能力の育成
を目指して ，知識ベ ース の学びに加え，知識を活用し協働して新たな価値を生み出す こ
とを重視し た主体的 な学 びを促すための教育活動 ，広島版「 学びの変革」 と呼んでおり
ますけれど も，これ を重 点的に進めているところでございます。今回 ，御協議いただき
ます「学び のセーフ ティ ネット」の構築は ， 広島で生まれ育った全ての 子 供たちが， 成
育環境の違 いに関わ らず，健やかに夢を育むことができる ，それを目指しておりまして ，
現在取り組 んでいる 「学 びの変革」 を推し進める上で，必要な取組であると考えている
ところであ ります。
本日の会議 を，今後 ，県として，教育の観点から ，どのようなことができるかについ
て，具体的 な施策の 方向 性を明らかにしていくための ，いわば検討のキックオフとして
参りたいと 考えてお りま す。御出席の皆様方におかれましては ，忌憚のない御意見を賜
りますこと をお願い いた しまして， 開始に当たっての御挨拶にかえさせていただきたい
と思います 。皆様， 本日 はどうぞよろしくお願いいたします。
経 営 企画 監： 続きまして，本 日お招 きしております，有識者の先生方を御紹介させていただきます。
首都大学東 京都市教 養学 部 教授 阿部 彩様でございます。
阿 部 教 授： よろし くお願い いた します。
経営企画監： 広島 大学 大学院教育 学研究科 教 授 坂越 正樹様でございます。
坂 越 教 授： よろし くお願い しま す。
経営企画監 ： 広島 大学 大学院教育 学研究科 教 授 七木田 敦様でございます。
七木田教授： よろ しく お願いしま す。
経営企画監 ： 広島 大学 大学院教育 学研究科 教 授 山﨑 博敏様でございます。
山 﨑 教 授： よろし くお願い しま す。
経営企画監 ： 続き まし て，本日の 日程について御説明いたします。お手元の次第にございますよう
に，初めに ，阿部先 生か ら意見発表をしていただき ，その後 ，有識者の先生方にも御参
加いただき まして，
「家 庭 の経済的事情などを背景とした児童生徒の『学びのセーフティ
ネット』の 構築に向 けた 検討について」をテーマといたしまして ，協議を行っていただ
きたいと考 えており ます 。よろしくお願いいたします。
続きまして ，資料の 確認でございます。資料番号１は ，意見発表をしていただきます
阿部先生の 資料でご ざい ます。資料番号２から４までは ，本日の協議に関連する資料と
しておりま す。この うち ，資料番号２は，来年度 ，本県で実施いたします事業について
の資料でご ざいまし て， 家庭の経済的事情などを背景とした児童生徒の教育課題の克服
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に向けまし て，子供 の生 活実態，学習課題等 ，把握する調査を実施するとともに ，有 識
者や関係団 体からの 意見 聴取を通じまして ， より効果的な支援ができるよう ，新たな施
策の方向性 を具体化 する こととしております。続きまして ， 資料番号３でございます。
これは，来 年度，御 意見 をいただく有識者の一覧でございます。この一覧の先生方をは
じめ，多く の関係の 皆様 から御意見をいただくこととしております。本日御出席いただ
いておりま す４名の 先生 方には ，来年度も引き続き御協力をいただけることとなってお
りますので ，よろ しくお願 いいたします。資料 番号４ は，教育に関する大綱の抜粋など，
参考の資料 です。資 料番 号５は，阿部先生が関わっておられます東京都での 子供の生活
実態調査の 中間まと め， 以上の資料でございます。
それでは， ここから は， 湯﨑知事に進行していただきたいと思いますので ，よろしく
お願いいた します。
湯 﨑 知 事： それで は，よろ しく お願いいたします。本日の会議，先ほども申し上げましたけれど
も，本県に おける 「学び のセーフティネット」の構築に向けたキックオフと したいと 考
えておりま すので， どう ぞよろしくお願いいたします。
それでは， 早速で大 変恐縮でございますけれども ，首都大学東京の阿部先生に御発表
をお願いし たいと思 いま すので ，どうぞよろしくお願いいたします 。
阿 部 教 授： 首都大学 東京の阿 部 彩です。30 分ほど お時間 をお借りして，福祉の視点からの子 供の
現状という のを， お見せ したいと思っております。よろしくお願いいたします。お手元
に配ってお ります 資料と スクリーンのものは全く同じですので ，見やすい方を見ていた
だければと 思います 。
まず，最初 に申し上 げたいのは，私自身は教育の専門家ではございません。今日は ，
そうそうた る教育の 専門 家の先生方 がいらっしゃる中で，教育の「学びのセーフティネ
ット」につ いてお話 する のは非常にお恥ずかしいということがございますけれども ， 私
自身は，所 得分布の 計測 をするのが元々の専門で ，厚生労働省の研究 機関に長年勤めて
おりました 。その中 で， 貧困率というのを計算しており ，その中から分かってきた貧困
の現状，特 に子供に 関わ るところを ，近年は特によくやっております。ですので ，福 祉
の観点から 子供が置 かれ ている現状というのを ， 東京都でついこの間終わったば かりの
調査を御紹 介しなが らお 見せしたいと思います。
まず，私は いつもこ のスライドから始めるの ですけれども， これは， 厚生労働省が発
表している 貧困率で す。 今回の資料の中にも含まれておりますけれども ， 国が発表して
いる貧困率 は，17 歳以下 の 子供では 16.3％ ，６人に１人ということになります。これは ，
ＯＥＣＤ方 式と呼ば れる 計算方式ですけれども， 真ん中，中央値の方々の ，そのまた半
分の所得し かない世 帯に 属するお子さんですとか ，世帯員の割合ということになります。
ですので， お子さん はも ちろん所得がないの ですけれども， 世帯全体の所得ですので ，
お父様やお 母様やお じい さんの年金ですとか ，全て含めて考えた上で ，その世帯の所得
を計算しま す。
実際の数値 で言いま すと ，子供のある世帯は ，大 体平均人数が３人から４人ですけれ
ども，４人世 帯では，可処 分所得が 244 万円というのが，2012 年のときの所得です。244
万円ですが，例えば，子 供 のある世帯全体の平均所得が 600～700 万円ですので，平均に
比べて，３ 分の１程 度し かない，こ この所得に属しているお子さんの割合が６人に１人
ということ です。日 本の 中で ，いかに，所得の分布に大きな格差が開いているかという
ことがお分 かりにな るか と思います。
先ほどの数 値は 17 歳以下と全ての年齢層を全 部一括したもので，厚生労働省が発表し
ているもの ですけれ ども ，それを更に詳しく私の方で計算したものが，この数値になり
ます。男女 別，また ，５ 歳刻みの年齢別に出しております。見ていただきますと分かり
ますように，2012 年の数 値で，今，日本のいわゆるライフコースの中での貧困というの
は，二つの 山があり ，一 つが高齢期の山です。これは昔からある山 です。もう一つが ，
この 20～24 歳をピー クと する山で，若年期の山になります。これが男性ですと ，20～24
歳がピーク で 21.8％とい うことで， ５人に１人といった状況になります。実はこれは ，
所得でしか 見ていな いも のな のです。貯蓄とか財産，持ち家とか，そういったものを全
く考慮しな いで，単 純に入 ってくるフローで見ているものですけれども ，それで見ても，
20～24 歳の貧困 率の方が ，70 歳のおじいさんの貧困率より高いといった状況があります
ので，今， 日本の状 況が いかに若者に対して厳しくなっているのかと いうことが御覧に
なられるか なと思い ます 。
もう一つ， 私が必ず 全てのプレゼンに出すようにしているのが ，この次の四つのグラ
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フです。実 は，この グラ フを 1985 年からずっと書いています 。男性だけになりますが，
濃いブルーが 1985 年の と きのグラフ です。そのときから，2003，2006，2009，2012 年
と書いてお りますけ れど も ，だんだん，若いときの山が上がってきているの が，顕著に
お分かりに なると思 いま す。同時に ，高齢期の山は，男性に限って言えば 下がってきて
います。分か りやすい よう に前と後ろだけを見ますと ，青い方のグラフが 1985 年，緑が
2012 年，最新に なります 。
なぜ私がこ れを出す のかというと ， 私たち大人は ，つい，自分の子供 の頃はどうだっ
たとか，そう いった経 験値 でものを考えがちな のです。けれども，私は 1960 年生まれな
ので，1985 年という と大 人になりかかった時期です が，そんなに昔のような気がしない
のです。し かし，実 は日 本の中はすごく変わっている ということなの です。この 30 年，
40 年間で，所得 分布とい うのがものすごく変わりました。それは ，このグラフが非常に
よく表して いると思 いま す。高齢期の貧困というのは ，公的年金が成熟するにつれてだ
んだん下が ってきて おり ，昔は貧困問題というと福祉の現場では高齢者の問題だったの
ですが，今は もう，高齢 者というよりも若者の問題です。特に ，20～24 歳をピークとす
るような若 い世代， しか も年齢の高い層が， 伸びで見ても非常に大きいということが分
かります 。どの年 代も ，高 齢者以前は貧困率が 上がっているの ですけれども，若い世代，
特にティー ンエイジ ャー 以降 の世代 が，高くなっております。これは ，実は昔は，０ 歳
～４歳から 20～24 歳 まで 書くと，ほとんどフラットだったの です。
このように スティー プ（急勾配）に なってきたというのも， 近年の状況です。これは
なぜかと言 いますと ，例 えば，児童手当の変容というのを見ていただけると ，この間 ，
就学前の児 童手当と いう のは，非常に増額されております。ですけれども ，同時に高齢
の層という のは，全 額で の扶養控除を撤廃されたりということがありまして ，可処分所
得がこの世 代はどん どん 落ちてきている。同時に ，この世代においては進学率が高まっ
たことによ って，かつて は 18 歳になれば，きち んと一人前に稼げた子 供たちがたくさん
いたわけで すけれど も， 今はそれが非常に少なくなってきている。進学率が高まったと
いうことと ，若者の 市場 ，労働市場が崩壊するということです。ですので ，その結果と
して世帯が あり，そ こに とどまり， 親の所得で扶養されて暮らしているということにな
りますので ，そこも 一つ の要因です。
また，もう 一つの要 因として，なかなかこれも知られていないことなので すけれども，
子供を持つ 年齢が， どん どん高くなってきているわけです 。よく，三世代世帯というの
は良いので はないか とい うことを言われて， 例えば三陸の方ですとか ，東北の方では ，
三世代世帯 が多いか ら貧 困率が低いというようなことをよく言われますけれども ，昔 の
三世代世帯は 25 歳 で子供 を産んでいますので ，おじいさんが初孫を持つのが 50 歳で現
役でしたけ れども，今 は，それが 35 歳になっているのも普通になってきています。そう
すると，初 孫が生れ るの は，おじいさんの現役世代ではないのです。 というので，三 世
代世帯とい うのはむ しろ ，リスクが高い時代になってきています。女性 に も同じような
傾向がある というこ とで す。ただ ，女性は高齢期の貧困につながってないです。これは ，
また別問題 として， 別の 場の話になってきます。
今日は，学 びという ことを考える上で ，私が 皆様に御提示できるというのは ，学びを
支える生活 というの が， 今，どれぐらい危機的な状況にあるのかといったところかと思
います。例 えば，住 まい ですとか， 安心ですとか ，時間ということですとか，食事とい
うところで ，この本 当に 基礎的な生活のところが保障された上での学びではないかなと
思いますけ れども， そう いったものが，非常に危機的な状況になっているということで
す。
そこで，今 年度，私 の在籍する大学のセンターの方で受託させていただきまして，東
京都が行い ました，
「 小中 高校生等調 査」というもの を御紹介したいと思います。これは ，
広島県さん でも，今 後調 査なさるとお聞きしておりますけれども ，調査をするとこの よ
うなことが 分かって くる ，といったことの御参考にもなるかと思います。
東京の状態 と広島の 状態というのが同じとは言えないと思いますけれども ，御参考に
はなるので はないか なと 思います。方法としては ，小・中・ 高校の年齢層の方に，住 民
基本台帳か ら抽出し て， 郵送しております。 学校を通しておりません。 こ こは広島県と
やり方が違 うところ かな と思いますけれども ，なぜそうしたのかと言いますと，まず ，
高校生年齢 は学校を 通し てできない というのが一つあります。それと ，高校生年齢は ，
もう学校に 行ってな い， 中退している層なども含まれますので ，特にその層が一番厳し
い状況に置 かれてい ます が ，そういった子供 たちも把握したかったということと ，東 京
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ですと中学 生になる と， かなり私立に抜ける層も出てくる の ですけれども ，そういった
層の子供た ちも含め て， 全体的な比較をするべき ではないかなということで，住民基本
台帳から郵 送調査で やっ ております。
東京都の調 査では， 生活 困難層というのを定義しておりまして，その定義の仕方とい
うのを御説 明したい と思 います。三つの軸を使っています。これ は， 足立区さんがやら
れたものも そうです し， 大田区さんがやられたものも同じ考え方です。両方とも ，私 の
方でも関わ らせてい ただ いた調査ですけれども ， 一つが，昔からある低収入。これは ，
先ほどの厚 労省の国 民生 活基礎調査 も，この 定義を用いています。
ただ，これ だけでは 把握は難しいということがあります。なぜかと 言いますと，厚労
省の先ほど の調査の 場合 では ，調査員がお宅に行って，源泉徴収票を目の前に出させて ，
それを転記 させると いう ことをやっていますけれども，学校 を通すやり方 ですとか， 郵
送調査では ，そんな こと はできない のです。せいぜい，100 万円ぐら いのカテゴリーに
チェックを してくだ さい というような ことしか聞けないのです。所得というのが記憶に
基づいてい ますので ，非 常に曖昧です。そういったこともあり ，今， 欧州連合とか， オ
ーストラリ アとかニ ュー ジーランドとか ，多くの国で使われているのが ， 物質的剥奪と
いうやり方 なのです 。そ れは，実際に家の中にどのようなものがあるのかとか ，どのよ
うな生活が できてい るの かというのを見て ， その生活の水準というのを計ろうというも
のです。
そこで，残 りの二つ の軸は，その剥奪のやり方に 基づいたものです。青い方は ，恐ら
く皆様も直 感的にお 分か りになると思 いますけれども，電話料金とか電気料金，ガス料
金が，金銭 的な理由 で払 うことができなかったということです 。それと， 食料が買えな
かった，衣 服が買え なか ったという ことです。
真ん中が子 供の物質 的剥奪というとこで，子 供自身の生活に関するものを聞いていま
す。全部で 15 項目を使 っ ているのですけれども，三つ以上欠けている場合には ，軸が剥
奪されてい るとして いま す。
これを見て いるとき に，よく新聞記者さんが，
「こ の資料というのは，経済的なもので
はない他の ものも見 てい るのですね 」という 言い方をよくなさるのです。 それは，認 識
としては， 私は間違 って いると思います。ここでは ，やはり経済的な理由でこのような
ことができ ていない ，例 えば，海水浴に行くとか ということができてないお子さんがど
れぐらいい るか，と いう ことを聞いているの です。なぜこれを聞くのかというと ，例 え
ば，じゃあ ，海水浴 に行 かなかったら貧困か と言ったら，そうではないかもしれない。
けれども， 実際にデ ータ を見て，お宅はお子さんを海水浴に連れて行ったことがありま
すかと聞い てみると ，も う圧倒的に ，非常に 困っている世帯の方々が 行っていないの で
す。その他 の御家庭 では ，大抵行っているの です。ほとんど ，九十数 ％行っています。
ですので， 恐らく海 水浴 に行くというのは ， 昔であれば，テレビが貧困のメルクマール
といわれた 時期があ った の です。テレビがないと ，人間的に困っているとか，飢え死に
するわけで はないで すけ れども，ほとんどの家がテレビを買っている中でテレビを持っ
ていないと いうのが ，や はりメルクマールになった。今は， 子供の生活で 言うと，例 え
ば海水浴で すとか， 遊園 地やテーマパークに行くとか ，お小遣いを持たすとか，普通の
御家庭であ れば絶対 にや っていることなの です。それをできていない状況というのは ，
その背景に はかなり 厳し い生活実態があります。そういったこと自体 ，これを使うとい
うことで， これが， 貧困 の指標となるということなの です。これを掛け合わせて，二 つ
以上の要素 に該当し た場 合を ，困窮層。どれか一つに当たった場合は ，一つの周辺層。
その他を一 般層と定 義し ました。
そうしてみ ますと ，大体８ 割のお子さんは一般層なのです。なので ，全然問題がない。
どれにも該 当しない です 。大体，６％ ～７％が困窮層。周辺層が 15％～17％ といったと
ころで，年 齢が高く なる ほど順番に上がって いく という状況になります。
このような 軸で見る と，どんなことになるか。まず ，これは単純集計表ですけれども，
１年間に食 料が買え なか ったことがありますかと言いますと ，９割は ，そんなことはな
いのですけ れども， やは り１割程度が，買えなかったことがときどきあったとか ，ま れ
にあったと いうこと です 。よくあったという御家庭も若干あります。これを困窮度別に
見ますと， 圧倒的に ，困 窮層では買えなかった経験があり ， まれにあった場合を含めま
すと，小学 校５年生 の困 窮層の７割 ，先ほどの６ ％の７割は ，家庭で食料が買えなかっ
たことがあ ったと言 って いるわけです。一般層でこれは ，ほとんどゼロに近いというこ
とを御覧く ださい。 ８割 の一般層で ，これはゼロ に近いのですけれども， 一部の御家庭
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ではすごく 高いとい うこ とです。
食事の回数 ，これ は，16～ 17 歳に聞いておりますけれども，ほぼ毎日２ 食というのは，
例えば，困 窮層で は 21.9％。ほぼ毎日１食と いうのも，0.8％ になります。全体では，
0.7％ぐらい ですね 。次に ，給食以外に「 あなたは週に何日野菜を食べますか 」と中学２
年生に聞い てみます と， 毎日食べる のは 76.9％ですけれども ，１週間に２～３日とか，
１週間に１ 日以下と いう のも合わせますと，大体７ ％～８％。これを困窮層で見ますと，
もう，１割 の御家庭 は，１ 週間に２～３日以下 しか野菜を食べないという状況なの です。
ですので， 食育でい ろい ろ教えているわけですけれども ，実際にその 家庭 で食べられな
いという状 況がある とい うことなの です。
次は，公共 料金の滞 納ですけれども ，これは全体で見ますと ，大体３ ％ぐらいです。
東京ですと ３％ぐら いの 御家庭では ，１年間にこれらの滞納経験があると言っています。
これ，沖縄 でも同じ 調査 をしていまして， 沖 縄の 方が高かったのです けれども，東京で
は大体３％ ぐらいで した 。
この表は， 親のその 御家庭の状況という中で ，例えばガス料金を払うことができない
とか，子供 もどこに も連 れて行くことができないというのは ，かなり ，家庭の中で家計
が厳しい状 況にあり ます 。そうすると，大人の中で見て，所得とうつ というのは，す ご
く相関があ る項目な ので す。ですので，保護者の方々が，うつの状況。これは，Ｋ６ と
呼ばれてい る臨床心 理学 に使われる指標を使っておりますけれども ， ９ポイント以上か
ら危ないと 言われて いる ところな の です。10 ポイント以上もかなり危なくて，それ以上
になると， もう，重 度精 神障害相当になります。
重度で見て いただい ても ，困窮層の御家庭というのは，約５人に１人の親御さんが ，
重度精神障 害相当と 言え るぐらいの うつ状況であるということです。下が 16～17 歳の子
供の状況に なり，子 供に とっても非常に厳しい状況になっています 。
次に，今回 一つポイ ントを置いたのが ，居場所事業について ，いろいろな示唆を得る
ということ だったの で， 平日での午後とか， 週末とかに，どういった 過ごし方をしてい
るのかとい うことを すご く重点的に聞いています。そういう中で ，一つ， 私どもが注目
しているの が，小学 校５ 年生の調査ですが， 母親が日中いないということなのです。こ
れも，私た ちが子供 の頃 とすごく違っているところです。例えば ，早朝にいない。早朝
にいないの で，子供 を学 校に送り出す時間に親，母親がいない状況なのです。というの
も，二人親世帯 の二世代 と いうのが一番多いの です。それでも，東京ですと 4.2％です。
それが，もちろん ，母 子世 帯とかになるとすごく高くなり ，土曜日や日曜日で あっても，
３割ぐらい の御家庭 では ，もう母親は日中いない ，パートなどの仕事をしているといっ
た状況があ ります。
また，母親 だけでは なく ，父親の方の御家庭でも ，雇用の問題というのが非常に出て
きており， これは， 二親 世帯だけを取って出して いますけれども，二親世帯であって ，
お父様，お 母様がそ れぞ れ，正規か非正規か無職かということを見ているの ですが， ブ
ルーが二人 とも正規 。これ が，いわゆるダブルインカムで，一番フルで働いている世帯。
オレンジが ，一人が 正規 でもう一人が非正規 又は 自営業，自由業ということで，いわゆ
るパート就 労してい らっ しゃる 方々。灰色のところは，一人が無職なので ，いわゆる 専
業主婦の御 家庭だと 思わ れます。ピンクが二人とも非正規な のです。なので，自営業 ，
自由業も含 まれます けれ ども，自営業，自由業も ，非常に所得としては平均で見ると低
くなります ので，非 正規 に含めさせていただきました。そうしますと ，やはり１割強 の
御家庭にお いては， 二人 とも正規でない働き方をなさっているということです。
次に，学校 の学びに ついていくつかデータをお示ししたいと思います。これ は，本当
は学力調査 とマッチ ング させたかったのですけれども，ちょっとそちらは無理というこ
とで，今回は 学力を計 るの に，
「あなたは学校の授業がどれぐらい分かっていますか 」と
いう質問で 補わせて いた だきました。そうしますと ，いつも分かるが ブルーなのです。
だから，３ 割ぐらい のお 子さんは， 小学校５年生ではいつも分かっています。オレンジ
が一番多く て，大体 分か っているの です。ですけれども，グレー以降が分からない層に
なってきて ，全体で は 7.6％があまり分からない。 黄色が分からないことが多い ，濃い
ブルーがほ とんど分 から ないになります。これを困窮層別に見ると ， 困窮層の方が非常
に高くて， 困窮層で は， ３割以上は授業が分からない方に入ってくるというようになり
ます。
次に，こ の下の二 つ，分 からない，ほとんど分からない方々に，
「分からなくなった時
期はいつ頃 ですか」 と， 小学校５年生に聞いていますけれども ，サンプル数が少ないの
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で，困窮層と 周辺層を 一 緒にしています 。そうすると，１年生の頃からが 14.2％。２年
生の頃は困 窮層では なぜ か比較的少なくて ，32.1％が３年生。４年生が 33.4％といった
ような状況 になり， かな り，年齢の小さいときから分からない ，一般層の分からない子
に比べても ，困窮層 の分 からない層というのは ， 早い時期に 分からなくなっていると い
うことが分 かります 。
同じものを 中学校２ 年生に聞いておりますけれども ，上のグラフが， 分かりますか，
分からない ですかで ，下 が，いつから分からないですかといった質問ですけれども ， 分
からない子 供の３割 以上 が，小学校の頃から 分からないと言っている状況になります。
ですので， かなり長 い間 ，分からないままでいるということかなと思います。
高校２年生 が次にあ りますけれども ，高校２年生は，学校自体が，学力別でかなり分
けられてし まうので ，中 学生よりもっと悪くなるのかと思ったら ，そうでもなかったと
いうことが あります 。そ れでも大体 ，３割ぐらいは分からないと言っており ，困窮層の
方で分から ないこと がす ごく多く ， 分かるのが半分ぐらいしかいないですね。高校生に
なると，こ のような 状況 です。
次に，勉強 に資する 環境が家で整っているか とい うことで， まず，自宅にインターネ
ットにつな がるパソ コン があるかということを聞いてみました。というのは ，実は， 私
の子供は小 学校６年 生で ，ちょうど昨日卒業式だったのですけれども ，少なくとも， 私
の息子たち が行って いる 公立の小学校では， インターネットで調べる宿題というのが出
ます。です けども， じゃ あインターネットが なかったらどうするのだろうといつも思っ
ていたわけ です。実 際に ，オレンジのところが， 欲しいけれどないと いったことで， グ
レーのとこ ろは，欲 しく ないけれど ないと言っている子供です。特に 子供 は，ないもの
に関しては 欲しくな いと いう傾向がすごくあります。それは ，欲しいと言ってしまうと ，
自分が惨め な気持ち にな ってしまう ということもあるということで す 。こ れは世界的に
も，貧困研 究の中で はよ く言われていることで ， プレファレンシャル・アダプテーショ
ン（preferential adaptation）と言いますけども，欲しくないという子も含めて ，入る
と考えてい いと思い ます 。
そうします と，やは り困窮層の小学校５年生の４割は，パソコンはないということで
す。中学校２ 年生でも，同じぐらい。下が，16～17 歳になりますが ，４割ぐらいはない
といった状 況で，さ らに 困窮層では，欲しいと言っている子が，中学生， 高校生になっ
てくると多 くなって くる というのが分かります。
自分専用の 勉強机が あるのかということですけれども ，これも，小学校， 中学校で見
ていますけ れども， ５年 生の４人に１人は， 自分専用の勉強机がない。中学校２年生で
は 12％。これを 困窮層で 見ると，小学校５年生では４割，中学校２年生では３割という
状況になり ます。机 がな くても ，キ ッチンテーブル等で勉強できればいい ではないかと
いうことで ，自分の お家 で宿題ができる場所があるのかということも 聞いています。全
体的に見る と，約 ３％の子 供は，自宅で勉強する場所がないと答えています。困窮層は ，
１割を超え るといっ た状 況になります。
このような 状況で， 家庭の中でも親がうつ状 態であり，家計のベーシックな支払いが
滞っている ような状 況に あり，更に家庭の中では机とかインターネットとか ，そうい っ
た環境も揃 ってない とい うことになりますと ，恐らく，学力格差というのは，当然のご
とく出てく る。
先ほど，一 番最初の とこ ろで言いましたけれども ，やはり， 食事というのもきちんと
とれていな いという こと があると思います。 学校の現場の先生からは ，朝 ご飯を食べて
きていない といった こと を聞きますが，恐らく， 朝ご飯を食べてきて いない子供の多く
は，夜ご飯 もきちん と食べ てないという ことも あると思われます。福祉の現場などでは ，
ご飯だけで おかずが ない ようなのが 夕ご飯であったりというのをよく散見 しますし， 子
ども食堂と いうのが ，非 常に変わってきてい るというのも， そういった背景があるかな
と思います 。
ただ，私は ，公の場 では ，川上と川下というのを取り違えてはいけないと考えていま
す。例えば ，厚労省 がや っている， 生活困窮者自立支援法の枠組みで ，学習支援事業と
いうのがあ ります。 あれ は元々 ，生活保護の 子供 たちに対する学習支援事業という形で
始まったと 思います けれ ども ，それが生活困窮者自立支援法になって ，生 活保護でない
子供も対象 となるよ うに なりました。それ自体は ，ＮＰＯさんとかが 頑張って素晴らし
い取組をし ていると ころ もありますし ，自治体さんが自らやっていらっしゃるところも
ありますの で，素 晴らしい 取組だと思います。ですけれども ，その学習支援というのは，
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川下政策で す。貧困 にな ってしまって，高校の受験をするときに九九ができないですと
か，アルフ ァベット が最 後まで書けないといった 子供たちの状況だったと 思います。そ
れと，公教 育，小中 学校 の中で，どれくらい 取りこぼれている子供たちをちゃんと救え
ているかと いうのは ，全 く別の話であって， それは川上政策 で，それこそがこの場で話
し合ってい ただきた いこ とかなと ， 私は思っています。
先ほど見ま すと，６ ～７ ％の子供は困窮層ですけれども，これは相当な数の子供たち
が，学校の 勉強が分 から ない，それもかなり早くから分からないとい った 状況がありま
すので，こ れは学校 の中で フォローしなければいけないところかなと思います。同様に ，
例えば食事 に関して も， 子ども食堂というのは， メディア受けもいいですし ，一般人 受
けもする， また，近 所の おばさん力 みたいな形で地域力も発揮できる素晴らしい取組で
はあるので すけれど も，子ども食堂 というのは，月に１回，10 人 の子供にご飯を食べさ
せましたと いうよう な形 のものな の です。それ自体は素晴らしいのですけれども，そ れ
と，きちん と全ての 子供 がご飯を食べられるようにするという川上の 政策 というのを ，
取り違えて はいけな いと 思います。
その一つと してある のが ，例えば， 給食サービス というのがあると思います。次のグ
ラフですけ ども，給 食に 関して，今 ，私が非常にあちこちで言っているの は，やはり 公
立の学校で は，給食 をき ちんと出していただきたい。神奈川県が断トツでトップなの で
すけれども ，これは ，公 立中学校で給食がない児童の割合です。残念です けれども， 広
島県もどち らかとい うと 高いグループの方に入ると言わざるを得ない状況であるか と 思
います。で すので， お腹 がすいてい る状況では， きちんと勉強を覚えよう という気にも
ならないだ ろうなと 。ま ずは ，子供 はお腹がいっぱいになることだと 思います。家で野
菜とか肉と かを食べ る機 会が少ないので，食育の意味でも， そういったものを給食の場
できちんと 食べられ るよ うにすることも非常に重要かと思いますし ， それも貧困対策で
はないかな と，私は 思い ます。ですので，給食ですとか，あとは生活をきちんと支えて
いくために ，例えば ，ス クールソーシャルワーカーというのが ，国の貧困対策としても
出ています けれども ，そ こで見なければいけないのは，家庭の中での 状況はどういった
ことなのか というこ とな のです。家庭の中で ，家賃が払えなくなっている ，電気がもう
止められて しまうか もし れないといった状況がある 。それをキャッチする のを，福祉の
役割をする スクール ソー シャルワーカーが やらなくてはいけない。そこで福祉とつなげ
ていく。大 人として は， 家庭環境が整って， 初めて「さあ勉強しましょうね」と言える
のではない かなと， 私は 思っております。
私の報告は ここまで とさせていただきたいと思います。御静聴 ，どうもありがとうご
ざいました 。
湯 﨑 知 事： 阿部先 生，どう もあ りがとうございました。 子供の貧困につきまして ，問題の概況と
取組の方向 性，大変 コン パクトにお話いただきました。
それでは， ここから は， 有識者の皆様にも御参加いただきまして ，ディスカッション
に入りたい と思いま す。 限られた時間ではございますが ，せっかくの機会でありますの
で，本日お 越しいた だい ております有識者の皆様方から ，一言ずつコメントをいただけ
ればと思い ます。そ れで は恐縮です けれども ，坂 越先生からお願いいたします。
坂 越 教 授： それで は，最初 に失 礼します。 阿部先生 ，本当にありがとうございます。クリアなデ
ータで，更 にそれ をきち んと解釈していただいて ，お話を伺いながら，東京と広島に ど
んな差があ るのか 。共通 の部分もあるだろうと 思いますが， これから調査を予定されて
いるという ことな ので， そこの調査のデザインを 是非，専門家の皆様にお願いしたいと
思います。
特に学力関 係で言う と， 広島の場合は県独自 の学 力調査をやっていて ，部分的には生
活実態の問 いもあっ たり する のですけれども ，その辺りと， 今回のいわゆる福祉系の生
活実態調査 とをうま く重 ねて，補完し合えるような形の調査デザインができればいいの
かなと思い ます。
あと，簡単 にもう１ 点。 どうしても私は，学校教育側からの視点で見てしまうの です
けれども，学校教育 の方向 性としては，
「 チーム学校」ということがすごく言われてい て，
先ほど出ま したスク ール ソ ーシャル ワーカーも当然なのですけれども ，教 員，あるいは
地域の人と ，そうい うカ ウンセラーとか専門家を併せ て，子 供たちの生活と学びをしっ
かり保障し ていこう とい う形が ，これからできつつあるというところ です。それ自体 は
大変結構な ことです けれ ども，一方でこれは ，こういう場ですから正直に申し上げます
けれども， 教員が福 祉の 世界にどこまで関われるのか ，関わっていいのか というのは昔
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からある大 きな問題 で， 目の前にいる子供を何とかしてやりたい。しかし ，今，先生が
御報告され たような ，家 庭の電気が止まっているような 子供 の家庭に教師が関われるか
というと， かなり厳 しい です。そういうときに ， スクールソ ーシャル ワーカーというよ
うな，福祉 系の人た ちと の連携，協力が必要になってくるの だろうと思い ます。
学びは公教 育，学校 でしっかりと保障しなければ いけないと思います 。これからの主
体的な学び ，公営塾 だけ ではなくて ，子供たちが主体的に意欲，関心をもって学べるよ
うな状況は ，学校が しっ かり保障する。そこ から先，家庭福祉，子供 の生活にどう関わ
れるかとい う，ここ の端 境ゾーンを ，今回の会議もそうだと 思います けれども，教育系
の専門家と 福祉系の 専門 家 ，この辺りが知恵を出し合ってどうするのか と いうのが課題
かなと考え ながら， お話 を伺いました。
七木田教授： 前回 に引 き続き，お 呼びいただきありがとうございます。広島大学で ，幼児教育と子
育て支援に ついて研 究し ております 。
阿部先生， お話あり がとうございました。阿部先生の お話で ，小学校５年生からとい
う話ですが ，私はも っと 対象が低くて，０歳から小学校に入る前までの 子 供たちを対象
にしていま す。阿部 先生 のお話を聞いてふと思ったのが ，アメリカで勉強していたとき
に幼稚園に 行ったら ，あ る子供たちは朝ご飯を食べていて， ある子供 たちは食べてい な
かった。そ のことを 先生 に，「なぜこの子たちは食べているのか 」と聞いたら，「ヘッド
スタートの 子供たち だ」 と言われていて，ヘッドスタート計画，まだアメリカでは動い
ていますが ，朝ご飯 とい うのはとても大切で ，食べてこられない子供 たちがいるのだ と
いう，そのと きは，1980 年代の後半でしたけれど も，びっくりした記憶があります。先
生の話から ，今も， 朝ご 飯はとても大切だと いう話を聞いて ，思い出しました。
私の専門は ，幼児 教育 ，子育て支援ですが，貧困で最近思いつく ことを申し上げます。
虐待の死亡 事案を， 県か ら委託を受けて，検証委員会で，厚生労働省の方も来られてヒ
アリングを したとい うこ とがあります。御案内のように ，虐待というのは ，親の世代が
虐待をする と，その 子が 結婚して子 供が生まれるとその子も 虐待するというような， 虐
待の連鎖と いうこと が言 われておりますが ， いろいろな家庭状況とか を検証していくに
当たって， 貧困も非 常に 連鎖していく という状況があって， 虐待状況と貧困の状況がと
ても結びつ いている とい うことがあります。
単純に，子 供が食事 をと れないとか勉強ができないということ以前に ，私も対象が乳
幼児ですの で，命に 関わ るような状況もとても関係している ということがあって，お 話
を聞きまし た。教育 学， 幼児教育でございますが ，子育て支援なんかもやっていると ，
広島県の場 合にも， 子供 ・子育て支援に関わる計画の策定に参画しておりますが ，何 と
なく言い方 が良くな いか もしれませんが，貧困の家庭は，300 万円もなければ結婚でき
ないとか， 何かそう いう 話もあったり ，子供 が生まれてなお ，また貧困になってしまう
という状況 があった りす ると，一方では出生率を上げて子供を増やそうと言いながらも ，
例えば，生 まれた子 供に お金がかか る。若者たちは今，子供 にお金が かか るので子供 は
産みたくな いみたい な風 潮がある よ うに聞いていますが，そ の辺をどうやって解決する
のかなとい う大きい 問題 を思いました。
もう１点で す。この 頃， 幼児教育では，幼児期の非認知的能 力を育て ることが，とて
も重要だと いうこと が言 われております。非認知的能力にはいろいろな考え方がありま
すが，認知 的能力と 言う と，算数とか国語とか言葉とかいろいろなことですが，幼児 教
育で重要な のは，そ れで はないのだと。例えば我慢強さとか ，困難に耐える力というも
のを４歳， ５歳で。 御案 内かと思いますが， 最近 ，レジリエンスという言葉が言われて
きています 。レジリ エン スというのは，困難に対する耐性です。いろいろな研究がある
のですが， 数年前か ら幼 児教育では ，どうも４歳から５歳の辺りに ， そういうレジリエ
ンスとか， そういう もの に対する耐性の芽が育つ時期があるのではないかということが
言われてい ます。例 えば ，御報告があったみたいに，貧困で 言うと， 子供 の責任ではな
くて，その 家庭に生 まれ てくる，と いうのがあるかなと思いますが， 貧困の状況の中に
生まれてく る子供た ちが ，先ほど申し上げたみたいに貧困の連鎖につながっていく と い
う，全ての 家庭はそ うか というと， そうでもなくて，その逆境に耐えうる。それを 跳 ね
返しながら も，何か 前向 きに行ける ような子 供たちというのも恐らく何人かいて ，そ う
いう子供た ちを，例 えば ，今申し上げたレジリエ ンスという話でいけば， 学校教育の中
に生かす可 能性はな いか なと思っています。
学校の研修 会とかに 行くと ，学校の目標で， 自己肯定感の育成ということをよく掲げ
られている 学校があ りま す が，自分のそのような状況に関しても ，もう少しポジティブ
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に，あるい は，それ に打 ち勝つみたいなものを学校教育の中で生かしていく ということ
が，もし何 か方策と かそ ういうことがあれば。それも ，先ほどから申し上げているよう
に，幼児期 からと思 いま す。以上です。
山 﨑 教 授： 本日は ，ありが とう ございます。私は， 広島大学で教育社会学を研究して おりますけ
れども，最 近は教 員の需 要と供給の ほかに ，学級規模と学力 ということに関心を持って
おります。過 去，平成 14 年に広島県の「基礎・基本 」定着状況調査が始まって，質問紙
調査の分析 手法につ いて も話を聞きました 。その後 ，平成 18 年から国の学力調査の検討
委員会，その後の 活用と 分析も含め ，平成 25 年まで務めました。本日は ，阿部先生に非
常に興味深 い研究の 成果 を発表していただきまして ，誠にありがとうございます。
まず，この 生活実態 調査の設計が，非常に素晴らしいと考えております。私たちは，
どうしても ，学校を 対象 とした調査を行っていますけれども，先生の場合は，住民基本
台帳により 対象年齢 層を 抽出したということで，まず，サンプルの取り方が素晴らしい。
それから， 生活困窮 ，生 活困難の定義についても，経済的な所得だけではなくて，物質
的な剥奪と 家計の逼 迫と いう２つの，特に文化的な側面の声ということで，非常にリア
ルに現実を 捉えられ るよ うな分析が可能になる枠組みを，作っておられます。分析の結
果，格差社 会がいか に厳 しいものであるかが出て おりまして，驚いた次第であります。
経済的な状 況のみな らず，子供の食事，勉強，それからなんと言っても，母親の抑う
つなどの状 況が，階 層で こんなに違うのかというのが驚きました。最後に先生が御提案
されておら れます， 給食 の大事さ。朝食を食べない子が，たくさんいると。給食は広島
県もちょっ と少ない です ね。学校で給食を食べさせることが良いのではないかとか，い
ろいろ対策 をなされ てお りま すけれども，給食と いうのは非常に大事。給食未実施の割
合が，広島 がこんな に高 いのかと驚きました。私の住んでいる東広島市は 給食が出てお
りますけれ ども，広 島県 のこういう状態には驚きました。
それから先 生は，川 上と川下を取り違えてはいけないということをおっしゃっており
まして，と ても素晴 らし い切り口だと思います。川上政策の中で，義務教育と給食とい
うのが入っ ておりま した 。これは，非常に重要であります。広島県では小学校５年生と
中学２年生 で，
「 基礎・基 本」定着状況調査というのをやっております。質問紙は毎年変
わっていま すけれど も， やはり，この側面をもう少し入れた質問紙というのを作ってい
く必要があ るのでは ない かと感じました。その状況と学力，学習状況との関係を，広島
県ももう少 し詳しく 分析 しないといけないと思います。
かつて，広 島県の「 基礎・基本」定着状況調査と国のデータをくっつけるということ
で，委託調 査をさせ てい ただきまして，その中で広島県の調査の５年間の，公立小・中
学校の学校 単位の通 過率 ，つまり，正答率の変化を分析しました。そのときに，広島県
の学校の個 別の状況 を知 ることができました。小学校は，この５年間で，相対的な順位
が入れ替わ っている ので す。ところが中学校の場合は，低空飛行の学校と，高空飛行の
学校という のが割と あり まして，その間で，中位の学校の順位が入れ替わってい るとい
う状況であ ります。
多少の土地 勘があり ますから，その学校の名前を参照してみますと，やはり地域の特
性というの がはっき り感 じられました。俗に言う，学力が高い，低いという学校の平均
値は，低学 力の子供 が多 ければ低くなるのです。高い学校というのは，低学力の子供が
少ない学校 でありま す。こ のような学校の状況には，その中学校が置かれた地域の特徴、
本質的には 各家庭を 色濃 く反映しております。学力の根本問題は，今日の阿部先生の川
上政策の中 でも特に ，家 庭の所得とか経済状況、子育ての状況を見ていく必要がありま
す。さらに は、家庭 での 生活の指導など幅広い教育改善を行う必要があります。そうい
う側面まで 伸ばして いく ことが必要なのかと思います。
広島県も最 近，学習 指導だけではなくて，生徒指導とか家庭教育とか ，そういう側面
にも，視野 を広げて おら れます。もっとそれを強くしていただければと思います。そう
いう観点で ，私はこ の前 ，足立区の取組というのをたまたまインターネットで知った の
ですけれど も，よ く調べて みますと ，教育行政と一般行政，社会福祉の行政が連携して ，
福祉の方が ，特に母 親支 援というのを進めておられます。子育て支援もそうです けれど
も，母親そ のものに 対す る支援も やっておられます。いろいろとその方面からも，御 示
唆をいいた だければ 幸い でございます。
湯 﨑 知 事： ありが とうござ いま した。それでは ，全体で意見交換， ディスカッションできればと
思いますの で，御 意見が ある方から ，挙手していただければと思います。いかがでござ
いましょう か。
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細 川 委 員：

阿 部 先 生 ， 今 日 は あ り がとう ござい ました 。 貴重なお 話をお 聞かせ い ただきま した。
私は，ＰＴ Ａ活動 がかな り長くございまして ，今までこういった取組が， 実はなかった
と思ってい るので す。子 育てに関して学校がどう関わるかとか， 貧困家庭とかです。 学
校の役員会 とか， 校長先 生とお話をする中で，先ほど坂越先生がおっしゃったところ で
すね。教育 委員会 がどこ まで関わるのか ， 関わっていいのか ということで ，いつも悩ん
でおりまし た。私 らは保 護者ですから，全部関わっているわけです。地域もあるし， 家
に帰れば隣 同士の 子供だ ったりとか，お母さん， お父さんも一緒だしとか。 そういう中
で，今回， そうい うこと を取り上げていただくというのは ， 私としては非常にありがた
いというか ，とても 大切 なことだと 認識しました。
また，一時 ，民生委 員・ 児童委員をやっておりましたので ， 準要保護のお願いを出さ
れている方 々の調査 をす る機会があったの ですが ，阿部先生にお伺いしたいのが ，本 の
中で，
「福祉文 化説」とい うことを書かれてい ます。働かなくても公的扶 助をもらえばい
いという御 家庭があ ると すれば ，それと，貧困の連鎖とは異なるものだとお書きになっ
ておられる のですが ，そ の辺のところがちょっとよく分から なかった のです。そういう
仕事をやっ ていた関 係も あったの で すけれど も， それを教えていただければということ
を思いまし た。
２点目は， ボランテ ィアでメンターという大人の方が関わられて ，ビッグブラザー，
ビッグシス ターとい う取 組をされて いるところがあるという のですけれど も，学校の中
で，例えば ，上級生 が下 級生にバディーのような形で関わるようなことはどうなのかと
か。そうい う関わり 方を する中で ， 学校では学習面とか生活面とかという支援を ，そ の
方たちが一 緒にする よう なことはできないのかなと。私たちは地域の人間ですから ， 最
後に先生が おっしゃ った の は，結局は親の問題というところにたどり着く。そこを ， 同
じ親同士と して，学 習面 は学校でしっかりやっていただくの ですけれども ，家庭環境と
か，保護者 同士のこ とと かというのは ，地域として，保護者として， 大人として関わっ
ていくとい うのが， 非常 に大事では ないかなということを感じている とこ ろですけれど
も，その辺 のところ で御 教授いただければと思います。
阿 部 教 授： 先生方 ，いろい ろコ メント，ありがとうございます。また ，細川委員 ，御質問ありが
と う ご ざ い ます 。 ま ず ，福 祉の連鎖と貧困 の連鎖は 違 う と いうのは ， 生活保護にかか っ
て い る お 子 さん と い うのは ， 日本全体では子供の数にすると ，１ ％ に なるか ならない か
で す 。 対 し て貧 困 の 子供は ， 16％ いるわけです。なので ， 生活保護にかかっている子 供
が も う 一 回 生活 保 護 にかか るというのと ， 貧困に育っている子供がまた貧困になる と い
うのは，規模的 にも世帯 的 にも全然違う世帯のことを言っているの だと，私は思います。
確かにデー タを見る と， 生活保護の連鎖は， はっきりと日本では見ら れます。でもそ
れは，つい この間と は言 えないかもしれませんけれども，生活保護の子供たちは大学進
学もできな くて，そ の少 し前は高校進学さえできなかったので ，もちろん貧困になるだ
ろうという ，当然の こと があったわけですけれども ，その生活保護， 行政の問題とは別
に，やはり 貧困の子 供た ち，生活保護にかかって いない大部分の貧困の子供たちは ， 本
当に何も政 府からの 支援 を受けてい ないのです。母子世帯の 子供の方が， イコール貧困
の子供みた いに思わ れが ちです けれども，実は母子世帯の子 供というのは ，貧困の子供
の中で３割 程度しか いな いのです。母子世帯の貧困率は高いです けれども ，それは母 数
が少ない。 ですので ，半 分のお子さんは，普通の二親世帯の問題なの です。そこの世帯
のお子さん たちには ，何 の支援がいっていますか というと， 今，児童手当以外は何の支
援もいって いないの です 。唯一あるのが，就学援助費をいただいているかどうかです。
就学援助費 をもらっ てい るから とい って，貧困の連鎖になるとは，私は思いません。そ
れは分から ない，子 供に 見えないところですし， 実際に必要な経費をカバーしていると
いうだけで すので， 本の 中ではそういった意味で ，違うと申し上げています。
もちろん ，貧困の 連鎖もあります。データでもはっきりと分かります。それはむしろ，
例えば，親 が大卒で なけ ればなかなか子供は大卒になれないとか， そういった親の時点
での格差で ，今お見 せし たような， 食事にも格差あり，学力も格差あり， 健康にも格差
ありという 状況があ れば ，当然，貧困は連鎖すると思います。このようなデータを見る
限りは，こ れは何も 驚く ことはないと思いますし ，私は逆に，連鎖しない方がおかしい
と思います 。なので ，貧 困対策は， やはり連鎖を止めるといった視点 が必要ですし， そ
れは福祉依 存とは全 く別 の話だと ， 私は思っています。
また，坂越 先生がお っしゃられた ， 教員がどこまで格差に関わるか ， 今の細川委員の
御質問にも あるかと 思い ますけれども ，私は ，教員自身に福祉の仕事をしろと言ってい
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るわけでは ございま せん 。むしろ ， それは無理だと思います。あえて言えば ，例えば ，
子ども食堂 ですとか ，学 習支援とかをやっている民間の ＮＰＯの方々に， 福祉の仕事を
しろと言っ ているわ けで もないと思います。というのは ，福祉というのは ，素人ができ
る仕事では ないと。 私自 身も社会福祉の分野で教員としておりますけれども ，やはり専
門性やスキ ルが必要 です し，社会福祉士ですとか ，そういった方にやっていただくのが
一番だと思 います。 です ので ，つなげばいいわけです。それをうまくつなげるような体
制を作って いくとい った ところですので ，学校の先生方の中では，福祉職の外の人間 が
入ってくる ことに対 して や，地域の ，例えば児童委員とか民生委員ですとか ，そういっ
たところが 入ってく るの に ，かなり抵抗感がある方もいらっしゃると思いますけれども ，
でも，そこ はもう， そう いうことを言っている時代 ではないのだということを理解して
いただくと いうこと が一 つと，もう一つは， やはり一人一人の教員が ，貧困の現状をし
っかり知っ て動かな いと いけない。だからといって，別に支援をしろ と言ったわけでは
ないですけ れども， 目の 前にいる子供がどういう状況にあるのかという ことを知らない
で言ってい ることで ，子 供が傷ついたりすることが ，すごく多いので す。
先ほど，ビ ッグブラ ザー ，ビッグシスターの話もされましたけれども ，日本のデータ
で見ても， 学校の先 生が 自分をちゃんと見てくれ ている，承認してくれていると思って
いる子供は ，やはり ，レ ジリエンス があるの です。学力とか ，その他の自己肯定感で見
ても，学校 の先生と 良好 な関係に あ る子供は ，小学校以降の子供のお話ですけれども，
同じ貧困状 況であっ ても ，自己肯定 感が高い のです。ですので，恐らく多くの場合， 貧
困の子供と いうのは ，問 題行動を起 こしたり とか ，ちょっと 手にかかる子供ということ
も多いと思 いますけ れど も，そこを 学校の先生が きちんと理解して， 理解者として， 理
解のある大 人になっ てい ただけるかどうか と いうことは，一つ重要かなとは思います。
でも，その 意味で， 上級生がその役割を果たせるかどうかというと ， 私は ，そこは難
しいのでは ないかと 思い ます。上級生として 関わる方の小中 高生の子供たちに，そこま
で理解しろ というの がで きるかどうかというと， 分からないかなと思うところです。で
すので，も ちろん， いろ いろな学年の子が協力し合って，ま た，縦に結びついてとい う
教育それ自 体にいろ いろ な効果があるということは聞いておりますけれども ，貧困対策
としてそれ が有効か どう か というのは，難しいかなと思っています。 それよりも，学 校
の教師が恐 らく，子供にと って一番身近な存在なので，それと，あとは地域の大人の方々
ですね。そ れこそ， 民生 委員・児童委員の方々ですとか，近くのおばさんでも構わない
と思います 。理解を 示す ことができて，その子を承認するように関わってくれるのか，
名前と顔が 分かる関 係を 築いていけるか というのは，非常に ，レジリエンス要因にな る
のではない かなと思 って おります。
中 村 委 員： 阿部先 生，今日 はあ りがとうございました。非常に興味深い御報告で， もっと時間が
あれば，デ ータの 取り方 とか，いろいろ教えていただきたいと 思いますけれども，本 当
にありがと うござい ます 。
いずれにし ても，現 状分析をしないと対策の打ちようがない，方策を 誤るということ
もあるなと いうこと を， 改めて感じました。また ，今日のお 話の中で ，川上政策が重要
ということ ですけれ ども ，公教育， 小中学校での教育が大事ということも ，本当にその
ように思い ます。県が 行っ ています「基礎・基本」定着状況調査で言いますと ，基 礎 的 ・
基本的な内 容の問題 の正 答率が 30％未満の児童生徒の割合，平成 27 年度の調査ですと，
小学校は平均 2.6％，中 学 校は平均 7.2％ の児童生徒 が，30％未満しか正 答できてない。
これを県の 基本方針 では ，５年後の目 標で，小学校は 2.6％を 2.0％。中学校は 7.2％を
4.0％にしよ うという 方針 を立てているわけですけれども ，その目標 はもっとそれ以下に，
是非，して いきたい と思 いますが， そのために， 何をしていくのかというのが ，今回の
テーマとい うことに なっ てくると思います。
教育施策と 福祉施策 と， どちらも必要ということだと思いま すけれども， 我々がやる
べき教育施 策，学校 教育 で言えば， 今の取組の方向で本当に十分なのかどうか。先ほど
の目標数値 で言いま すと，限りなくゼロにしたい。今日の報告にもありましたけれども ，
もう早い段 階からつ いて いけなくなって ，その後 ，何年もずっと分からないまま授業を
聞くことも ゼロにす るた めに ，何が有効かということ。それ から，福祉の方では，ス ク
ールソーシ ャルワー カー がつなげる ，あるいは教員が理解をする。そして ，その後， 福
祉施策で何 をするべ きか ，といったようなこと。これから県でやる調査 ， あるいはこれ
から有識者 の先生方 にお 聞かせいただく御意見を踏まえて ， 今後の施策の方向性を具 体
化できれば と思いま す。 今日はどうもありがとうご ざいました。
11

近 藤 委 員：

先生， 今日はど うも ありがとうございました。２点ほど感想ですけど も，先生の御報
告の中の， 自宅に インタ ーネットに つながるパソコンがあるか，勉強机があるかという
ところで， 欲しい けれど ないという回答と ，そもそも別に欲しくないという回答がある
というのが，少 しショッ ク でした。防御的 なものなのかどうなのか，先生のお話の中で，
欲しいと思 ったら 自分の 立場がという お話も少しあったのですけれども， 子供自身が意
欲とか欲し いとか という 欲求を持てないの が，もし貧困のところに原因があるのであれ
ば，そこの 対策を何 かで きたらいいなというのを ，感想として思いました。
それと，川 上政策と いうところですけれども ，私 ，弁護士の仕事をしていまして ，先
生の御報告 の中で， 学び の前提となる生活の保障ということで ，生活が困窮している と
親御さんの ストレス もあ って ，子供自身が家事や兄弟の世話に時間を取られたりという
ことも，確 かにある なと 思って，お聞きしていました。ときどきお話を聞くのが ，子 供
さんの中に は，学校 にも 行けなくなったりだとか ，家族の中に閉じこもってしまって ，
外 と の 関 わ り を 持 た な く なって しまう よう なとこ ろもあ る と 。「 学び のセ ー フティ ネッ
ト」，学校教育 を川上政 策 ということで ，公教育のところから施策をしていこうと思った
ときに，そ の場から 外れ そうな子供をどうやって学校に引き戻すか と いうところの， 何
か御示唆の ようなも のが あればと思いました。そこを完全に抜け てしまう前に，スクー
ルソーシャ ルワーカ ーと い う役割の方が，そこを担っていくのかなとも 思いますけれど
も，他に何 かあれば ，教 えていただきたいと思い ます。
阿 部 教 授： 高校の 中退対策 とい うのは ，恐らく，山﨑先生の教育社会学の中でもかなり論じられ
ているとこ ろかな と思い ます。様々な取組が始まっ ていて， 中退防止のための専門の人
員を配置す るとか ，そう いったことは聞いております。ですので ， 私から申し上げるの
も少々はば かられ るので ，是非，そういったところの専門の方 のお 話を聞いていただけ
ればと思い ます。
例えば，私 自身デー タを見て思うのは ，まず学校で包摂するのは，すごく重要だと思
います。け れども， 学校 にはとても難しい子もいるわけです。そうした中で ，まずは ，
学校を魅力 的にする 必要 があるというのが一つあって ，それは例えば ，給食であっても
いいし，ク ラブ活動 であ ってもいいし ，文化祭だとかそういうので ， 自分がちょっと光
る場所みた いなもの をい っぱい作るとか ，そういったものでも構わないと思うので ， 必
ずしも学業 だけでは なく て，とにかく自己肯定感を高めるようなもの が必要だと思いま
す。ですの で，そう いっ た意味で学校を魅力的にするということと ， あと ，クラスルー
ムになじめ ない子供 たち がいる場所というのも， きちんと作っていくべきであるかなと
思っていま す。私は ，ま だ小・中学校では， 養護 教諭の役割というのは， 非常に重要か
なと。です ので，養 護教 諭も，これも本当に人によるのですけれども ，そこが居場所に
なる方もい れば，来 たら もうすぐに帰りなさいと追い出して しまうような対応をする養
護教諭の方 もいらっ しゃ って，そこの意識改革というのは非常に重要かなとは思ってい
ます。です ので，最 初は 別に，保健室登校でも構わないかなと思っていて ，とにかく家
の外に出る というの が必 要かなと思うところ です。
三つ目は， 学校以外 の居場所も作るべきだなと思って います。例えば ，基 礎自治体さ
んの中では ，子供の 貧困 の実態調査で居場所事業と いうと， いわゆる学習支援塾みたい
なことを考 えていら っし ゃった自治体がすごく多い のです。けれども ，データで見て ，
貧困の子供 がどこに 行き ますかとい うと，結構図書館だったりするの です。それは，無
料で行ける と。図書 館に 行くけれど も，図書館に長くいたら追い出されただとか ，お じ
いちゃんと かおばあ ちゃ んたちがいっぱいで ，子供が行く場所がないだとか ，結構そう
いった声が ，子供の 自由 記述欄とかに書いてあったりします。公園もですが，公園もど
んどん遊具 が撤廃さ れて いるのです 。なので ，公園がなかったりとか ，子供の居場所自
体も，私た ち大人が 取り 去ってしまっていて ，それを，子供の数が少ないからとも言 う
のですけれ ども，裕 福な 御家庭は， クラブ活動に 行ったり， 塾に行ったり ，習い事に 行
ったりする からいな いの です。けれども，貧困の子供たちはそういった選択肢がない 中
で，行く場 所さえな くな ってしまっているという状況があるので ，やはりおっしゃると
おりに，特 に小学校 では そうなので すが，中学校以降も，学校の後に 家の中に一人でい
るという割 合の子が ，貧 困層ですごく増えてきてい ます。それはやはり， 行く場所が な
いのです。 ゲーム漬 けに なったり， ネットに はまったりもします。ですので，そういっ
た学校の外 での居場 所と いうのも ， 政策として， この貧困対策として ，拡充していただ
きたいなと 思ってお りま す。
志々田委員： 先生 ，あ りがとうご ざいました。私 は社会教育が専門なので，地域の教育力というお
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話で，学校 支援地域 本部 や放課後子ども教室 といった地域の教育力を ，どう子供たちに
提供できる かという こと を，地域の側からずっと考えてきているので ，川上政策と川下
政策のとこ ろがとて も印 象的で した 。というのは ，学校教育となると ，一般層というの
が８割で， 私たちが 今こ こで話そうとしているのは ，残り２割の周辺層と困窮層という
ところを， 誰の仕事 と捉 えるのかと いったときに ，長い間， ８割の一般層は学校教育で
やってきて ，残りの ２割は 福祉にお任せしようと言ってやってきたものが ，この２割を，
何とかその 福祉の分 野だ けではなくて，もっとつなぐというところや ，学校というとこ
ろで意識を して，学 校と ともにこの２割の子供たちの役割を考えていこう ということ で
はないかな と。ただ ，そ うすると， 今度は学校がパンクするという問題があって ，こ の
８割の一般 層の子供 たち のより良い教育や ， 居場所であったりという ことを，もっと地
域であった り，学校 以外 の機関が担っていったり ，それこそ 図書館がもっと子供たちの
支援に積極 的になっ たり ，公民館だったりと いう ，そういうところが ８割の子供たちの
充実にもっ と力を入 れて ，学校の先生方がこの２割の子供たちに何かできることはない
か，何をし なければ なら ないのか に 時間を割いていくような ，そういった取組を考えて
いければい いのかな とい う思いを持ちながら ，お話を聞かせていただきました。
地域側から すると， この２割の貧困層を地域の力で何とか と いうのは ，やはり無理な
のです。も ちろん特 殊な ＮＰＯであるとか， そういったもので頑張っておられる方たち
は別として ，地域の 人た ちも８割のお子さんたちに 良いものを提供することができるの
であって， やはり， この ２割の子供さんたちのために何かと いうのは ，なかなか難しい
と思うので ，公の機 関で ある教育委員会と福祉部 局が，２割の子供たちに同じ仕事の種
類として何 ができる かを 考えていかなくては いけないなということを ，すごく思いまし
た。川下と 川上をつ なぐ 役割が ，これから必要だなということを ，改めて感じたところ
です。あり がとうご ざい ました。
佐 藤 委 員： 今日は ，大変あ りが とうございました。 いろいろなことを知ることができました 。山
﨑先生もお っしゃ ってい ましたけれども， 地域性によっても課題がある と いうことで ，
分かってい る地域 という のは教育委員会も認識しているでしょうし ，今回 御説明いただ
いた内容に ついて も，社 会の課題として皆 で取り組まなければいけないことも理解され
ていて，働 き方改 革だと か，派遣と正社員との差を埋めようとか ， いろいろな施策が 講
じられよう として います 。そういう全体でこれをカバーしな ければ いけないのですけ れ
ども，それ には大 変時間 がかかる。 正に， こうやって分析していただいていることによ
っても，ど こに手 を付け なければいけないかというのも分かってきているはずな ので ，
これから県 で調査 をされ る中で ，ポイントを絞って，ここには重点的にとか，今は教 員
の加配だと か，あ るいは スクールソーシャルワーカーの配置だとか はされていますけ れ
ども，より 一層踏 み込ん だ形で，ターゲットを明確にして対応していく時期に来ている
のだろうと いう気 がいた しました。それは感想でございますが ，今日はありがとうござ
いました。
湯 﨑 知 事： 今日， いろいろ な御 意見が出る中で，一つは調査について，調査設計の重要性という
のは，改め てあっ たと思 います。これについては ，現状，どこにあるのか というのは 分
からないと ころも あるの ですけれど も，今 の，例えば家庭の所得状況とか ，あるいは ，
学力調査と の連動 性とい うか，そういったことがあるといいのかなということだ とは 思
いますが， そうい ったこ とも含めて考えることができればと思いますし ， あとは，様 々
な御意見が あった ところ でありますけれども ，これを踏まえて，今後の議論のベースに
していきた いと思い ます 。
私も，この 川上と川 下というところの重要性というか ，教育ベースで考えていく重要
性が非常に よく分か った のですけれども，一方で ，志々田委員のおっしゃったように ，
どこがどう 担うのか とい うのは非常に難しい問題だなと思 いました。 学校 ，特に学力の
面で学校が もっと果 たす ということになると ，正 に，今度は一般層の子供たちへのしわ
寄せが来る というこ とに もなるわけで す。今は学力別の学級 みたいなこと は作らないと
いうことが 前提にな って もいますので ，よりその ようになると。切り出していくと ， 今
度は川下的 な施策に なる ということに もなる のですね。それをどうするか というのは ，
一つの大き なテーマ では ないかなと 思いましたけれども，そういったことも含めて， 今
後，議論で きればと 感じ たところであります。
いずれにし ましても ，最初に申し上げましたとおり ，今日の会議はキックオフでござ
いますので ，今後ど う取 り組んでいくのかと いうのは，これからしっかりと議論して参
りたいと思 います。４名の 先生方におかれ まし ては，本当に貴重な御意見を賜りまして ，
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ありがとう ございま した 。有益な議論になったと思いますし ，また今後もいろいろと御
助言を賜り たいと思 って おりますので，御礼を申し上げますとともに ，今 後もよろしく
お願いした いと思い ます 。
それでは， 事務局に 進行をお返ししたいと思います。
経営企画監 ： 皆様 ，あ りがとうご ざいました。御出席の皆様におかれましては ，大変熱心に御協議
いただき， 本当にあ りが とうございます。
なお，次回 の総合教 育会議の日程でございますけれども ，今 後，日程 ，またテーマ等
も含めて調 整いたし まし て ，準備等が整いました段階で，改めて御連絡を させていただ
きます。
それでは， 以上をも ちまして，「平成 28 年度第４回広島県総合教育会議」を終了させ
ていただき ます。本 日は ，どうもありがとうございました。
（10:57）
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