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今から20数年前、ある児童養護施設長が「世間は、施設に入

所している子ども（家庭）の貧困問題はなくなったと言うが、今も

変わらず底流に存在する」と語っていたことを思い出す。

あの当時も、そして現在も、「貧困」を直接の理由として入所

する子どもはほとんどいなくなった。しかし、〈総論─今ある「子どもの貧困」とは何か〉で

も示されているように、要保護児童のすべての底流に「貧困」が存在している。そして、阿部

彩氏は「子どもの貧困ピラミッド」によって、親子分離される子どもや生活保護受給世帯の子

どもは氷山の一角であり、水面下にはその十数倍に及ぶ「貧困」問題を抱えている家庭（子ど

も）が存在することを明らかにしている。

あの児童養護施設長は、子どもとの暮らしを通して、子どもから語られる入所前の家庭生活

を把握し、「子どもの貧困」の実態が見えていたことが改めてわかる。

そして今、「子どもの貧困」には物質的な貧困にとどまらず、家族、親せき、地域など「関

係性の貧困」の実態が浮かび上がってきている。

今回の第79号は、「社会的養護と子どもの貧困」をテーマとし、これまでステレオタイプ

に語られ、理解されてきた「子どもの貧困」について、客観的（科学的）なデータに基づいた論

考、日々子どもに寄り添いその思いを受け止めてきた実践者の活動、海外での先駆的な取り組

みの報告などを通して、わが国の子どもの貧困の実態を明らかにし、子どもの貧困の本質に迫

ることを目的に企画されたものである。

しかしながら、今改めて投稿いただいた原稿を拝読すると、想像をはるかに超える現実がそ

こには存在していた。高橋亜美氏の「施設退所者はニートになることも引きこもることもでき

ません。（中略）不安定な雇用状況のもと働き続けることを強いられます」との記述は、その厳

しい現実を改めて浮き彫りにした。さらに、上村泰裕氏の「貧困家庭が必ず社会的養護を要請

するわけではないが、日本の社会的養護の少なさは問題がないことの証拠にはならず、多くの

問題がやり過ごされていることを暗示してはいないか」の指摘には、改めて日本の子ども家庭

福祉の問題の根深さに気づかされた。また、「子どもの貧困」の当事者であった高橋遼平氏の

「『自分は運がよかった』で終わらせず、一つひとつの運が積み重なって必然となる社会の担い手

になりたい」との言葉に、改めて子ども時代のサポートやつながりの重要さを認識させられた。

読者の皆様の日々の実践の一助になれば幸いである。そして、現状の改善に向けたソーシャ

ル・アクションが起こることを期待したい。

編集委員長 大竹　智



1．子どもの貧困問題のスケール

1）貧困ピラミッド

厚生労働省の統計によると、日本の子どもの相対

的貧困率は16.3％である（0-17歳、2012年値）。お

よそ6人に1人の子どもが貧困であることとなる。

人数で言うと、0から17歳人口のうち、約328万人

がこれに相当する。例えば、児童養護施設に入所し

ている児童数は約3万人（2012年値）であるが、そ

れに比べて、人数的にいかにこの問題が日本にとっ

て大きい問題であるかの見当がつく。もちろん、児

童養護施設の入所児童の抱える問題は、328万人の

大多数の子どもの抱える問題に比べて、その深刻度

では桁違いである。しかしながら、この328万人と

いう数値は、児童福祉の現場に現れる子どもの裾野

がいかに広いかを示している。

子どもの貧困の対策を考える際には、その対象者

の母数を頭に入れておかなくてはならない。そうで

ないと、支援すべき子どもを見逃してしまったり、

また、問題の大きさを見間違ったりしてしまうから

である。子どもの貧困に関して言えば、以下の数値

とスケール感が重要である（図1）。

すなわち、児童養護施設の入所児童は、貧困の子

ども全体の1％程度であり、生活保護世帯に属する

子ども数は10％にも満たない。ひとり親世帯の子

どもも、貧困の子どものすべてではない。しかし、

子どもの貧困に関する議論においては、しばしば、

生活保護世帯の子どもたちの状況や母子世帯の子ど

もたちの状況が、「貧困の子ども」の状況と混同さ

れて議論されている。簡単に言えば、「貧困の子ど

も＝生活保護世帯の子ども」「貧困の子ども＝母子

世帯の子ども」「貧困の子ども＝児童養護施設の子

ども」といった形で語られることが非常に多いので

ある。これは、実際の現場において遭遇する各事例

には、生保世帯や母子世帯といった「典型例」が多

く見られ、また、「貧困の子ども」を取材や施策の

対象として「探す」場合には、同じように典型的な

事例が見つけやすいからである。しかし、このよう

な貧困の捉え方は、支援の対象となる子どもの人数

の過少評価となるばかりではなく、問題の所在や対

策のあり方についての認識においても非常に重篤な

ミスとなる危険性がある。

なぜか。

何故なら、図1のピラミッドの上にいけばいくほ

ど貧困世帯の抱える問題は複合的となり、より「貧

困」（すなわち金銭的な資源の欠如による困窮）の

みならず、様々な他の問題、例えば、親および子ど

もの精神疾患や、アルコールやギャンブルなどへの

依存、親および子の障害、自己肯定感の低下、育児

能力の欠如、児童虐待、家庭環境の崩壊などが同時

に発生している可能性がある。このピラミッドの最

上部の世帯が抱える困難の複合性を量的に把握した

研究がある。北海道の児童相談所において虐待相談
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として受理した5、10、14・15歳の事例の悉皆調

査を行った松本（2012）によると、全119ケースのう

ち、59ケースが「社会的孤立」、71ケースが「当該

児童または兄弟姉妹に障害」、47ケースが「養育者

のメンタルヘルス問題」、24ケースが「養育者が知

的障害」、31ケースが「DV」を抱えており、この

うちの多くが複数の問題を抱えていたという。これ

らの問題は、金銭的な資源の欠如に比べて、遥かに

深刻かつ破壊的であるので、このような問題が同時

に発生している事例においては、相対的に、金銭的

な困難が小さな問題に見えてしまう。よって、「貧

困」の事例として、ピラミッドの上のほうの子ども

の状況に着目すると、貧困の子どもが被るさまざま

な不利や悪影響は「金銭的な困難」ではなく、その

他の問題に起因すると捉えられがちである。問題を

さらに複雑にするのは、孤立や虐待、精神疾患、障

害といった問題が、必ずしも経済的に困窮している

世帯のみに起こる問題ではないということである。

例えば、アルコール依存は、経済的に豊かな状況に

ある人も罹る疾患である。子どもの障

害も、裕福な家庭にも起こることであ

る。すると、あたかも、経済的な困窮

が、問題のコアではないように見え、

軽視されることとなる。松本（2012）が

挙げたような複数の問題を複合的に抱

える子どもの状況を見れば、「お金が問

題ではない」「現金給付だけをしても問

題が解決しない」といったコメントが

自然とでてくることとなり、むしろ、

貧困ピラミッドの最先端の事例を扱う

現場から、貧困対策の重要性が訴えら

れないといった状況が起こりうる。

2）貧困対策が必要な理由

しかし、貧困が大きな社会問題とし

て解決されなければいけない理由は、

それが、その他のさまざまな問題が発生するリスク

を増加させるからなのである。例えて言えば、喫煙

は肺がんを始めとする、さまざまな疾病のリスクを

増加させる。しかし、肺がんを患う人はすべて喫煙

者であるわけではなく、また、喫煙者であっても健

康な人もいる。また、肺がんを患っている人に着目

すると、喫煙していること自体が彼の最も大きな

「問題」であるわけでもない。喫煙という行為自体

よりも、健康悪化の問題がより深刻であるからであ

る。しかし、このことは、喫煙が問題ではないとい

うことにはならない。さらに、喫煙は、さまざまな

病気のリスクを増加させるという理由だけで問題で

あるわけではない。喫煙の行為自体が生活面におけ

る支障をもたらすことも考えられるからである（例

えば、タバコを購入するための生活費の圧迫や、タ

バコを吸わない家族や友人の不快感、タバコを吸う

ための時間のロスや、場所の制約、ニコチンの依存

性など）。すなわち、健康を害さなくても、喫煙自

体が喫煙者の生活を悪化させると言えよう。
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貧困も、同じように考えることができる。貧困、

すなわち経済的困窮は、それイコール学力の低下や

児童虐待、家庭環境の崩壊であるわけではないが、

これら、様々な問題のリスク要因であり、また、た

とえ、それらの問題を併発していなくとも、経済的

困窮それ自体が該当者のウェル・ビーイングを悪化

させる。

貧困を、このように理解した時、相対的貧困層と

いう図1のピラミッドの中で一番大きな△、すな

わち子ども数でいえば328万人に該当する問題を、

その他のより深刻な問題（小さな△）とは切り離し
て、社会が軽減しなくてはならない問題と捉えるこ

とができる。また、同時に、「子どもの貧困対策」

が、決して、児童養護の現場における対策や、生活

保護の受給世帯の子どもたちに対する対策と、同一

視されてはならないことがわかる。喫煙を抑制する

対策と、肺がん治療とが異なるのと同じである。こ

の二つの対策は両方必要なのである。

2． 経済的困窮とその他の不利の重なり

次に考えなくてはならないことは、大きな△（相
対的貧困層）において、そのほかの問題が発生する

確率が、どれくらいの大きさであるのかということ

である。たとえリスク要因とわかっていても、その

リスクが小さいものであるのであれば、そのリスク

要因を抑制する政策の重要性はそれほど高くないか

らである。先ほどのタバコの例で言えば、タバコが

肺がんのリスク要因であっても、タバコを吸う人の

うち肺がんを発症するのが100万人に1人であるの

であれば、そのリスクを減少させるためにどれほど

公的な資源をつぎ込むべきかということには疑義が

つくであろう。しかし、喫煙が相当の確率で肺がん

を起こすのであれば、それは大量の資源を投入して

でも抑制すべきである。

それでは、貧困であることは、どれくらいの確率

で他の問題を併発するのであろうか。労働政策研

究・研修機構（2013）は、末子が18歳未満のふたり

親世帯2000、ひとり親世帯2000を対象として調査

を行っており、児童虐待の恐れやDV、親の精神状

況などを聞いている。本調査は、保護者が記入する

形式であるため、保護者が児童虐待であることや、

精神状況が悪化している自意識がない場合には、過

小報告される恐れがあるが、それでも、大規模なサ

ンプル数の子育て世帯を対象としている調査で、こ

のようなセンシティブな内容に踏み込んでいる貴重

な調査である。表1は、この調査の個票から、筆者

が計算したものである。

ここから、いくつかの事実を確かめることができ
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ひとり親世帯 ふたり親世帯

貧困 非貧困 貧困 非貧困

（元）配偶者から暴力をふるわれた 25.0% 18.7% ＊ 22.6% 5.1% ＊＊＊

子どもに行き過ぎた体罰を与えた 11.7% 8.6% 6.5% 7.1%

育児放棄になった時期がある 3.9% 4.5% 12.9% 1.5% ＊＊＊

出産や育児で鬱病になった時期がある 12.3% 7.1% ＊ 14.5% 7.3% ＊＊

わが子を虐待していると思い悩んだ 15.6% 12.7% 17.7% 11.5%

自殺を考えたことがある 23.4% 17.5% 32.3% 12.5% ＊＊＊

親がその親から暴力をふるわれたことがある 7.14% 10.82% 8.1% 6.2%

〈表1〉問題発生率（世帯タイプ別、貧困・非貧困別）

※カイ二乗検定により＊10％有意、＊＊5％有意、＊＊＊1％有意
出所：JILPT「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2012」を用いて筆者推計



る。一つは、いくつかの問題は、貧困（低所得）と

いう事象と重なったときに、かなり高い確率で発生

しているであろうということである。表1から見れ

ば、「（元）配偶者から暴力をふるわれた」という問

題の発生率は、貧困世帯では、25.0％（ひとり親世

帯）、22.6％（ふたり親世帯）という高さであり、約

4分の1の確率で発生している。また、「自殺を考え

たことがある」も、ひとり親の貧困世帯では23.4％、

ふたり親の貧困世帯では32.3％となっている。また、

ひとり親の貧困世帯の15.6％、ふたり親の貧困世帯

の17.7％が「わが子を虐待していると思い悩んだ」

と回答をしている。この確率の高さは、当然のこと

ながら、これらの問題を複数抱える世帯が多いこと

も意味する。

二つ目の事実は、児童虐待やDVなどは貧困世帯

のみに発生しているわけではないものの、多くの場

合において貧困層における発生率は非貧困層の倍か

ら数倍になることである。表1では、ひとり親世帯

のサンプル数が少ないため統計的に有意でない場合

もあるが、それでもDVや鬱において大きな差が見

られる。ふたり親世帯においては、その差はより顕

著であり、「育児放棄になった時期がある」におい

ては、非貧困世帯での発生率は1.5％であるのに対

し、貧困世帯では12.9％と10倍近い数値となって

いる。「自殺」においても、3倍近く、「DV」につ

いては４倍以上となっている。

3． 子どもの貧困対策に向けて

実のところ、児童虐待やDV、鬱、自殺念慮とい

った問題は、複雑な要因が絡まり合った結果として

現れるものであり、タバコと肺がんといったような

医学的に証明されている因果関係があるわけではな

い。しかし、貧困層において、これらの問題が非貧

困層に比べて顕著に発生しているという事実は、貧

困が問題視すべきリスク要因であるという可能性を

高めている。そして、これを突き詰めれば、貧困対

策の対象をより広い裾野を含めて検討する必要があ

るということとなる。その際には、経済的に困窮は

しているものの、一見、それほど問題がないような

世帯も対策の対象者として考えなくてはならない。

禁煙キャンペーンをする時に、ヘビースモーカーだ

けを対象とすることはできないからである。
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キーワード：相対的貧困

貧困には、絶対的貧困と相対的貧困という考え方がある。

絶対的貧困は、いつの時代も、どのような社会においても変

わらない定義による貧困であり、そのような観点から考える

と絶対的貧困は肉体的にサバイバルが可能な最低限の生活以

下と捉えられる。イメージ的には、飢えたアフリカの子ども

や、戦後日本の食べ物も配給に頼っていたころの「貧困」の

イメージである。しかし、いま、先進諸国において用いられ

る貧困の定義は「相対的貧困」といわれるものである。

「相対的貧困」とは、その時代の社会において、一般市民

が「当たり前」と思っているような生活をおくれないことを

指す。例えば、日本では、通常、子どもは高校まで学校に行

き、家ではカレーライスや焼きそばを食べ、学校で指定され

た体操着やリコーダーなどを持っており、友達と公園で遊ん

だり、スポーツをするといった生活をしている。このような、

当たり前の生活さえおくれない状態が相対的貧困である。相

対的貧困では、飢え死にしたり、野宿したりすることはない

が、夕食はカップラーメン１つだけ、スパイクが買えないの

で好きなサッカーをあきらめる、家の生活費を稼ぐために高

校を中退するといったようなことは、日常的に起こる。最新

のデータによると、このような「社会の当たり前」の生活が

できない確率が高まるのが、年間手取り所得で見ると 244

万円（4 人世帯）以下の世帯であり、これが貧困基準として

用いられる。

この基準によると、日本の全子どもの 16.3 ％が基準以

下の所得の世帯で暮らしている。先進諸国においてはフィン

ランド 3 ％、デンマーク 4 ％など、子どもの貧困率が低い

国も多く、ドイツ 8 ％、イギリス 10 ％、フランス 11 ％

となっている。
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『季刊社会保障研究』Vol.48（1）, p.74-84.



1．はじめに

近年、相対的貧困率が政府により公表されるよう

になったことを契機として、日本におけるひとり親

世帯の深刻な貧困状況が注目されている。「大人が

一人」の世帯の相対的貧困率はOECD平均では

31.1％であるのに対し、日本は54.3％と5割を超え

ており、貧困率が高い方から 2 番目に位置する

（OECD Family Database：2008年データ）。日本の

ひとり親世帯の約85％は母子世帯であることから、

母子世帯の実態が大きく反映された数値と捉えられ

る。日本の母子世帯の特徴は、国際比較でみても極

めて高い就労率（8割強）であるにもかかわらず、貧

困率が高い点にある。雇用の非正規化の進行、賃金

の男女間格差の温存、税制や所得保障制度による所

得再分配の機能不全などが影響していると考えられ

る。このような母子世帯の厳しい現況はかねてより

存在していたにもかかわらず、これまで社会問題化

してこなかったという事実こそが問われねばならな

いだろう。そこには、離婚を個人責任とみなす社会

意識や、女性の経済的自立を軽視し、女性を被扶養

の立場にとどめおく社会の圧力があったのではない

だろうか。

このような現状を踏まえ、本稿では、社会的養護

において母子世帯がどの程度存在するのかを確認

し、そのうえで母子生活支援施設入所世帯をとりあ

げ、施設入所を必要とした背景を検討する。特に、

暴力と貧困に焦点をあて、女性（母親）の生活困難

の実相を把握していきたい。子どもの貧困が社会問

題として認知されてきたものの、ドメスティック・

バイオレンス（以下、DV）等の暴力被害とは切り離

されて論じられる傾向にある。そこで、本稿の検討

を通して、社会的養護においても、女性の困難状況

を可視化する際、貧困と暴力の関連性に焦点を当て

る必要性を提起していきたい。

母子世帯に関して検討するに際して、留意すべき

点をはじめに確認しておこう。第一に、母子世帯は

子どもの貧困問題の代表的世帯類型ではない、とい

う点である。貧困率算出基準である貧困線に満たな

い所得にある有子世帯は、実数ではふたり親世帯の

方が圧倒的に多い。しかしながら、ふたり親世帯に

おいて、経済的貧困が深いほど夫婦間葛藤の発生や

家族解体に結びつくリスクは高いといえ、その延長

線上にひとり親の出現を捉える視座が必要である。

第二に、母子世帯は女性の貧困問題の代表的世帯

類型ではない、という点にも留意が必要である。日

本における離婚率の上昇が指摘されているものの、

先進諸国と比較すると母子世帯の出現率は低いほう

に位置づく。そこには、女性労働が劣位におかれて

いるがゆえに離婚を選択できないという女性の現実

が横たわっている。母子世帯の現況を女性の社会経

済的地位との連関から検討する視座が求められる。

第三に、母子世帯の内部構成にも着目する必要が
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ある。母子世帯の社会経済階層は一枚岩では捉えら

れず、いかに階層分化しているかを捉える視座が必

要である。

2．社会的養護における母子世帯の現況

「平成24年度児童養護施設入所児童等調査」（厚

生労働省）によれば、社会的養護関連施設の入所児

童の家族構成では、乳児院を除き、いずれの施設に

おいても「実母と子ども」からなる世帯が最も多い。

母子生活支援施設は、母子世帯を対象としているの

で最も多いことはいうまでもないが、ついで、里親

委託児のうち「保護者が実母のみ」の割合は59.0％、

「ファミリーホーム」50.0％、「児童自立支援施設」

46.7％、「児童養護施設」45.4％、「情緒障害児短期

治療施設」42.3％、「乳児院」43.0％、「自立援助ホ

ーム」34.2％である。「実親と養父母」からなるふ

たり親の場合にも、子どもはなんらかの実親との離

別を経験していることから、社会的養護における子

どもの「ひとり親経験」の比重の高さは明白である。

ちなみに、「平成25年国民生活基礎調査」（厚生労

働省）によると、「児童のいる世帯数」は12,085千

世帯、そのうち「ひとり親と未婚の子のみ」の世帯

は912千世帯であり、7.5％に過ぎない。社会的養

護におけるひとり親世帯の多さは、ひとり親世帯に

おいて生活困窮のリスクが高いこと、そのなかでも

親子が共に暮らすことができない家族状況に追い込

まれる層が存在することを示している。また、施設

入所に至る家庭のなかには、家族構成の変動が複数

以上ある場合も少なくない点もおさえておく必要が

あろう。

そこで、施設入所に至る家庭の生活実態や保護者

の状況を把握することが重要になるが、政府統計に

は調査設計上の問題があるために、十分に把握する

ことができないという課題がある。「児童養護施設

入所児童等調査」（厚生労働省）では、「被虐待経験

の有無と虐待の種類」が設問にあるため、虐待経験

のある子どもが各施設種別で3割から7割の幅で存

在することは把握できる。しかしながら、虐待の背

後にいかなる家族状況があるのか、保護者の学歴階

層やDVとの重複などを把握するような調査設計に

はなっていない。唯一、「養護問題発生理由」から

類推できそうだが、これは26項目から1項目のみ

を選択する方式であるために、実状が明瞭に把握で

きない欠点がある。虐待の発現と貧困との関連が各

種研究から指摘されているが、同調査では「破産等

の経済的理由」という項目があるものの、「虐待」

があれば「虐待」のみに〇がつけられるために、経

済的困窮は不可視にされてしまう。このような統計

上の問題も一因して、社会的養護と貧困問題の関連

性や、貧困と暴力の関連性などには、十分な社会的

関心が向けられてこなかったと思われる。

3．母子生活支援施設からみた母子世帯の現況

そこで、ここでは、全国母子生活支援施設協議会

が実施した「社会的養護体系における母子生活支援

施設の現代的役割とケアのあり方に関する調査研

究」報告書（財団法人こども未来財団、2009年：以

下、全母協調査）の再分析をもとに、母子生活支援

施設入所に至る母子世帯の現況を把握していく。特

に、暴力と貧困に焦点をあて、母親（以下、女性）

自身の子ども期も射程にして、どのような生活経験

をもった女性が施設入所に至っているのかをみてい

きたい。全母協調査は、施設職員を対象としたアン

ケート調査と、施設利用者である女性を対象とした

アンケート調査の2種類からなり、後者では当事者

による回答を参照できる点に特徴がある註）。施設調

査は全国の272施設に配布し265施設より回収（回

収率97.4％）、このうち入所世帯について尋ねる世

帯表があり3,899世帯分が有効回収数である。利用

者調査は協力の得られた55施設に調査票を配布し、

対象者数 1,196 人のうち 646 人より回収（回収率

54.0％）。このうち、日本国籍の者が609人、外国
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にルーツをもつ者が37人であった。本稿では、お

もに日本国籍の女性票をもとに分析する。

（1）女性の学歴と収入

全母協調査により、学歴が把握できた日本国籍の

女性546人の内訳をみると、「中学校卒（中卒後専門

学校を含む）」が171人（31.3％）、「高校卒」が292

人（53.5％）であり、「中学校卒」「高校卒」を合わせ

ると84.8％に及ぶ。「高等専門学校・短大卒」は63

人（11.5％）、「大学・大学院卒」は20人（3.7％）と

わずかである。厚生労働省「平成23年度全国母子

世帯等調査」（以下、厚労調査）を参照すると、「中

学校卒」13.3％、「高校卒」48.0％、「高等専門学校

卒・短大卒」16.3 ％、「大学・大学院卒」6.9 ％、

「専修学校・各種学校卒」14.0％である。調査年次

や年齢構成の相違から単純比較はできないものの、

母子生活支援施設の女性における「中学校卒」の割

合は厚労調査より 2倍以上高い一方、「高専・短

大・大学・大学院卒」の割合は低い。学歴階層に関

わりなく離別は生じるものの、低位な学歴階層ほど

家族が解体に結びつくリスクが高く、施設利用が必

要となる傾向も高いことが類推される。

女性の年間就労収入（税込）をみると、全母協調

査では平均112.5万円である。厚労調査では社会保

障費も含めた女性自身の年間所得は223万円、平均

年間就労収入は181万円と低位水準であるものの、

母子生活支援施設の女性はさらに低位な水準である

ことがわかる。

学歴階層別にみると、「中学校卒層」の平均就労

収入は97.8万円、「高卒層」114.7万円、「高卒以上

層」127.4万円であり、いかに子育てを遂行する経

済基盤が脆弱であるかがわかる。

（2）暴力被害経験

暴力被害を把握するにあたっては、入所理由の直

接的契機となった暴力ばかりでなく、それ以外の暴

力被害経験にも着目することが必要である。そこで、

全母協調査では、母子世帯になる前の時期に家庭で

どのような問題があったかを複数回答で尋ねてい

る。夫（元夫）等による「暴言･暴力」があったとい

う女性が65.4％、「過度な干渉や束縛」30.0％、「生

活費を入れない」32.8％など、身体的暴力のみなら

ず、精神的暴力や経済的暴力などが出現しており、

DVと貧困の関連が読み取れる。さらに、夫（元夫）

等の「ギャンブル・浪費」39.7％、「失業・不就労」

27.8％などにより、家計が逼迫される状況が把握さ

れている。

（3）女性自身の子ども期：経済困窮と親との離別経験

全母協調査では、女性自身が、成育家族において

成人までに経験したことを13項目から尋ねている。

まず、経済的側面をみると、「生活保護を受給した

経験」がある者は10.0％、「生活保護の受給はない

が経済的に苦しかった経験」は33.3％であり約3人

に1人を占める。経済的困窮の背後に親との離別経

験が推察されるため、その経験率を把握すると、何

らかの母親または父親との死別・生別の経験がある

女性は609人中248人であり、40.7％に及ぶ。子ど

も期にひとり親世帯となる経験をし、自らもひとり

親世帯を形成した女性が約4割と高い。また、子ど

も期に施設入所経験がある者も6.6％存在している。

（4）女性自身の子ども期：虐待／暴力被害経験

次に、女性自身の子ども期の虐待／暴力被害経験

をみると、「虐待を受けた経験」がある者は20.5％

（不明を除くと23.8％）、「親の暴力を目撃した経験」

がある者は34.5％（不明を除くと39.4％）である。

虐待か親の暴力の目撃のいずれかを経験した実人数

は609人中211人となり、全体の34.6％に及ぶ。ま

た、「虐待を受けた経験」がある者のうち、「親の暴

力の目撃経験」もある者は84.6％おり、子ども虐待

とDVが交錯した状況を経験している比率が高い。

経験した時期に着目すると、「虐待を経験した」者
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のうち乳幼児期に経験している者は

16.6％、「親の暴力の目撃を経験した」

者のうち乳幼児期経験者は27.1％お

り、人生の早い時期からの経験者が

一定程度いることも明らかになった。

自由記述のなかには、「酒乱の父が毎

日暴力をふるい一日も早く家を出た

かった。」「毎日父や兄の家庭内暴力

から逃れたいため学校は休まなかっ

たが、腫れあがった顔で行く時は辛

かった」といった女性自身の子ども

期の様相が綴られている。

図表１は、子ども期の被虐待・DV

目撃経験と現在の女性の就労状況の

関連をみたものである。これによると、いずれも経

験していない者の就労率は80.3％と平均よりも高

く、「虐待とDV目撃の双方を体験している」者の

就労率は65.7％と14.6ポイント低くなっている。就

労していない直接的要因には、婚姻中の夫等による

暴力被害によって、精神保健上の影響や追跡の危険

などが発現していることが多い。しかしながら、子

ども期からの被害経験により精神保健上の問題が持

続している側面にも留意する必要があろう。

なお、施設職員に対する調査でも、同様に、施設

利用世帯の女性について、成人するまでの虐待や暴

力の目撃の経験者数を尋ねており、12.0％が該当す

るという結果であった。これは、当事者調査の

34.6％という結果の約3分の１程度である。このよ

うな結果からは、女性が職員には語っていない、あ

るいは語りえない虐待／暴力経験があることを示唆

している。

（5）女性自身の子ども期の思い：教育機会の制約

最後に、女性たちの声から、子ども期の経験をみ

ておこう。全母協調査では、義務教育期以降の進路

について、女性自身がどう感じていたかを尋ねてい

る。「中学校卒」の女性の自由記述をみると、「普通

の家庭に生まれていれば普通の高校生になれてい

た。夢は国家公務員だった」「高校へ行きたかった

が、仕事をして欲しいと言われた」「私はもっと勉

強したかったです」「大学に行きたかった」など、

高校・大学等への進学の思いが多々綴られている。

また、「母子家庭だったので早く働いて母親に負担

をかけないようにしました」「受験費用すらなく、

高校進学は諦めるしかありませんでした」「母親が

亡くなり、父も病気で、幼い弟たちがいたため」な

ど、経済的事情に関する記述が散見された。さらに、

「親がいなくなり兄と自分だけの生活をしていた」

「母親の行方がわからなくなり、経済的に行ける状

態ではなかった」など、子どものみの暮らしを余儀

なくされていたケースもある。

「高校卒」の女性の自由記述では、「本当は専門

学校へ行きたかったが、資金がないので就職したが、

今までの人生すべてが本意でなかった」「行きたい

大学もあったのですが、すべてあきらめて家を出る

ことに決めました。それから私の人生はずっと後悔

の連続です」「親に迷惑をかけたくなく就職した」

など、高卒後の進路に関する思いが綴られている。
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成育期の体験
現在の就労状況

就労 不就労 不詳 合計

被虐待・ 65 33 1 99
DV目撃あり 65.7% 33.3% 1.0% 100.0%

被虐待のみあり
20 6 0 26

76.9% 23.1% 0.0% 100.0%

DV目撃のみあり
75 33 3 111

67.6% 29.7% 2.7% 100.0%

なし
248 60 1 309

80.3% 19.4% 0.3% 100.0%

不詳
52 9 3 64

81.3% 14.1% 4.7% 100.0%

合計
460 141 8 609

75.5% 23.2% 1.3% 100.0%

〈図表1〉子ども期の被虐待・DV目撃経験と現在の女性の就労状況（n=609）

※小数第2位を四捨五入のため、合計が100.0％にならない場合がある。
※「社会的養護体系における母子生活支援施設の現代的役割とケアのあり方に関する

調査研究」データより湯澤作成
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（DV）

DV は直訳すると「家庭内暴力」であるが、「親密な関係

にある男性から女性への暴力」という含意で使われるように

なった。人類の歴史のなかで、DVは長い間、社会問題とは

認識されなかった。アメリカでは 1970 年代中頃から夫や

パートナー等から暴力を受けた女性たちによる運動が取り組

まれ、そのなかで暴力のベクトルを明確にする言葉として女

性たちはＤＶという言葉を選択したといわれている。「親密

な関係」の範疇は、配偶者である夫に限定せず、元夫・交際

相手・元交際相手・婚約者など幅広い関係が含まれる。

女性が経済的劣位に置かれていることが DV の背景要因

にあると同時に、DV被害を受けることが女性をさらに経済

的劣位に追い込んでいく。それゆえ、貧困問題の解決におい

て、暴力の根絶の視点は欠かせない。

なかには、「親が高校進学を反対していたので、自

分が土下座をして頼んで行かせてもらった」「兄弟

がいたので重なった」「父親が癌で入退院の繰り返

しだったから就職した」など経済的事情によるもの

のほか、「とにかく家（父親）から離れたかった」な

ど、暴力等の存在が進学よりも離家を選択させてい

る様相もうかがえた。また、男兄弟がいることによ

って進路を諦めるなど、教育達成におけるジェンダ

ー問題も垣間見られている。

4．社会的養護における母子世帯支援

本稿では、母子生活支援施設に入所する母子世帯

をとりあげ、「虐待・暴力」「貧困」がいかに女性の

生活困難に介在しているのか、その子ども期も射程

に概観した。

女性の現況をみると、中学校卒の女性が約3割、

高校卒が5割強と低位な学歴階層にあり、就労収入

も極めて低い。母子生活支援施設以外の社会的養護

関係の施設においても母子世帯は広範に存在してお

り、より生活困難度が高いことが類推される。母子

世帯のなかでも底辺層の女性たちが辿り着いている

社会的養護の現場が、いかに母／女性と子どもの砦

になりうるのかは、重要な検討課題である。

近年、「子どもの貧困」が注目されるようになっ

たものの、女性特有の困難を捉える視座に欠け、と

もすると、母子世帯には就労支援と子どもの学習支

援や居場所、児童扶養手当による給付を実施すれば

よい、という論調に陥りがちである。また、施設入

所に至る母子世帯をめぐっては、精神疾患／障害や

養育能力の問題など、個人的側面が強調される傾向

もある。そこで、貧困に至るプロセス・貧困の現れ

方・貧困からの脱却方法には、性別による差異があ

ること、つまりジェンダーの視点を介在させて考え

る必要があることを踏まえる必要がある（申：

2015）。とりわけ、女性への暴力が社会的不利の累

積の契機となることを鑑み、子ども期の脆弱な生活

基盤に埋め込まれた暴力とその影響を可視化するこ

とが重要であろう。

全母協調査では、当事者である女性自身が回答し

ていることから、施設職員が把握しているよりも多

くの女性が、子ども期に虐待／暴力被害を経験して

いることが把握されている。虐待／暴力と貧困が、

女性の生活過程にどう重層的に介在し現在の暮らし

に影響しているのか、「語られない被害体験」を考

慮した支援が求められている。

※本稿は、拙著「女性の貧困・女性への暴力と母子生

活支援施設」『再構：児童福祉』筒井書房（2014年）

をもとに再構成している。

註）利用者調査に回答した女性の年齢は、30歳代が48.1％と

最も多く、40歳代22.6％、20歳代20.1％と続き、50歳

以上・20歳未満も僅かながら存在する。
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1．はじめに

世の中にはさまざまな不幸がある。人は、たまた

ま生まれ落ちた条件によっては、その不幸を背負っ

て生きていかなくてはならない。子どもは誰も幸せ

に生まれ育ってほしいと人は願うけれど、それは実

際にはかなわない夢である。さらに皮肉なことに、

戦後の厳しい社会環境を乗り越えた人々が日本の経

済成長を支えたように、虐待を受けてかろうじて育

った子どもが、将来、虐待予防の旗手になることが

あるように、不幸と言われる境遇に生まれついた子

どもがその不幸を乗り越えようとすることが、社会

を動かすエネルギーになることもある。

筆者は臨床心理士として、裕福な家庭の子どもた

ちが実は必ずしも幸せではないことを実感してき

た。裕福であっても温かさがなく、金銭的にだけ満

たされている家の子どもが死ぬほどに辛い思いをし

ている。また、この先進国と言われる日本の数知れ

ないほどの不登校や引きこもりの子どもたち、いじ

めを受けている子どもたちのしんどさは、貧富に関

係なくあまねく広がっている。大学教員としては、

学業や生きることに意義を見出せずにいる学生たち

をアジアの貧しい村にワークキャンプに送り出し、

彼らが息を吹き返して歩み出す姿を見てきた。幼い

ころの苦労は買ってでもさせよというのはどういう

ことか。貧困家庭でも、懸命に働く親とともに一心

同体となって家を支えてきた子どもは強く豊かな心

を持っている。そういう人の育ちの複雑さを考えた

とき、我々の求める経済的豊かさはどこまで人にと

って必要な豊かさであるのか、貧困の何が子どもを

回復不能なまでに傷つけ、何が子どもを育てるのか、

慎重に検討する必要があるだろう。それらを根本か

ら考えることが、単純一律に金銭的支援をしようと

いう発想を超えた、本当に今の子どもたちに必要な

支援を拡げることになるのではないだろうか。

私たちは、子どもたちに最低限度どのような環境

が必要なのか、改めて考えなくてはならない。貧困

の苦しみとそこから抜け出すことの困難さを痛みと

して感じ、対策を立てつつ、貧困が子どもたちにも

たらすもののさまざまな意味を考え、本質的な意味

で子どもたちの育ちに必要な条件を考えなくてはな

らない。貧しいということは子どもを不幸にする条

件を多く生み出すが、その条件を上書きして深みの

ある人生に向かわせる条件は何なのだろう。貧しい

中でどのような体験をすれば、子どもはレジリエン

スを身につけて育つことができるのか。逆にどのよ

うな体験をすると、立ち上がる気力をなくし、ある

いは社会を恨み人を傷つけるような不満分子となり、

反社会的行動をとるようになるのか。子どもたちの

どのような不安を取り去り、どのような危険を与え

ないことが必要なのか。本稿では、これらについて

いくつかの観点から議論し、問題提起していきたい。

最初に、幼少期から学童前期の子どもの発達を支

武蔵大学人文学部 教授 武田
た け だ

信子
の ぶ こ

貧困と幸せを考える貧困と幸せを考える

Ⅰ総 論―今ある「子どもの貧困」とは何か
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えることは何か、貧困家庭に育つという条件が発達

をどのように脅かすのか、それに対して我々がどの

ような発想で対応すればよいかについて記述する。

次に、そうして発達していく貧困層の子どもたち

に、就学前後から先に予測される傷つき体験を記述

し、それらに対して我々がどのような予防ができる

のか、回避と対応の方策を記述する。

さらに、学校教育を経て就業に至るまでの間の課

題と展望について記述し、最後に、全体を通して、

貧困という環境を不幸につなげないために、周囲の

大人や社会が考えるべきことをまとめたい。

2．子どもの発達を支えるもの

最初に、幼少期の子どもの発達を支えるために必

要なことを挙げ、貧困はそれをどのように脅かすの

か、それに対してどのような発想で対応すればよい

か順に考えていく。

1）自分が生まれてきたことを、条件づけなしに祝

福されること。

子育てにお金がかかる社会では、子どもが生まれ

ることそのものが、貧困家庭にとって負担であり、

忌避すべきこととなる。少子化の中で、一人一人に

お金をかけて育てることがあたりまえになっている

ため、よりその負担感は大きい。さまざまな社会保

障、給付金が工夫されているが、必要な親がその情

報を事前に正確に得られていないこともある。ある

いは、その仕組み自体が未整備で使えない場合もあ

る。虐待にもつながるリスクがここにある。

生まれてくる命をどう救い祝福するかは、日本社

会の懐の深さが問われる問題、つまり、いかなる命

であっても社会の宝として育てるという覚悟が問わ

れる問題である。病院出産、里帰り出産、養子縁組、

乳児院への措置など、どのような形であっても、あ

そこに赤ちゃんが来たよ、ということを祝福できる

地域社会、人間関係が必要だし、胎児期も含め、最

初期の親子関係を皆が支援する地縁がほしい。

また、子育てにかかるお金にしても、おむつを川

で洗濯していた時代に戻ることはないにせよ、便利

さを標榜してむしろ発達を阻害するようなグッズに

出費が必要な現在の状況を顧みることが必要だろう

し、将来、社会を支える子どもたちに社会がどのよ

うに投資するか、という視点で考えれば、発達の基

礎ができる最初期に公的な投資をしておくことが、

個々の家庭に任せて少子化を招いたり、反社会的な、

あるいは発達に課題を有する人を増やしたりする結

果を招くより経済効率的によいことは自明であろう。

2）周囲の人と温かいかかわりの中で生きられること。

ぎりぎりのところで生きている親には、温かい家

庭の雰囲気を保つ余裕は持てない。親に余裕がなけ

れば、子どもは不安定になり、親子関係に悪循環が

生じる。各家庭が少人数の家族のみに閉じ、助けを

求められない断絶した社会においては、貧困は、人

の心身、ひいては命にかかわる問題となる。

しかし、家庭の単位が小さくなく、多くの人たち

のいるところで育てば、親個人の不安定さや不在は

直接的に子どもに問題として降りかからない。貧困

家庭が社会から切り離されないようにすること、家

庭が子どもを養育できない状況、つまり養育の第一

義的責任を負えない状況であれば、それを国家、地

方自治体、そして、地域社会の人々が責任を持って

補うことが必要である。

発展途上国のコミュニティなどでは、貧しさの中

でも子育てができる互助の関係が成立している。コ

ミュニティペアレントの発想である。子どもたちは

すべてのコミュニティ成員によって育てられ、親子

関係は必ずしも責任関係とならない。親が子育てを

担えない場合には、親の自立を促す以前に、コミュ

ニティが子どもを育てるイメージで子育てをとら

え、貧困による緊張を一家族の抱える問題としない

で、温かなコミュニティに子どもが所属できるよう

にするというあり方が求められるだろう。社会から
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孤立している親の子どもこそ、社会が受け入れなけ

ればならない。

3）日常の何気ないが豊かな生活体験や生活に根差

した文化体験を持つこと。

家事、育児などの手伝いは、子どもの判断力、

段取りをつける力、タイムマネジメント、責任感

などをはじめとして、脳を育て生活体験を増やす

よい機会であるが、現在の貧困層の子どもたちは、

もし家事、育児を担わされるとしても、インスタ

ント食品をレンジで温めるというような単純化さ

れたものであり、良い塩梅を身につけるといった

高度な技能を得ることが困難である。また、誰か

年長者が家にいてさまざまなことを語るのを聞く、

するのを見るということもモデリングに有効だが、

単身家庭の親が長時間労働に携わっていると、そ

のような機会がほとんど持てない。子の言語能力

は、親のことばかけの量や質によるという研究結

果（Weisleder & Fernald、2013）1）があるように、

日々の生活は就学前の脳の発達に深く関係してい

る。短絡的でなく深く思考する力は、彼らに語りか

ける大人によって育くまれるし、手先の器用さも忍

耐強く物事に取り組む力も、大人の姿を見ることに

よって学ばれる。しかし、貧困家庭で育つ子どもに

は、これらの働きかけが不足する。経済的貧困は体

験の貧困をもたらす可能性が高い。

もし貧困家庭に育つ彼らに、より適切な生活体験

や文化体験を与えることができるとしたら、それは

家族以外の周囲の大人たちであろう。近所の家、友

達の家にあげてもらって、新聞や本を読む大人を見

たり、寝食を共にしてマナーを覚える機会を得たり、

近隣で真摯に働く大人の姿を見ていたりすること

が、彼らにとって社会を知り、生活体験、文化体験

を知ることになるだろう。もちろん、旅行やキャン

プ、観劇などの特別な体験が与えられるのであれば、

それは幸いなことである。家族の金銭的貧困が、子

どもの享受する文化の貧困につながらないようにす

ること、それは社会の責任であろう。

4）自分が成長している、成長できるという実感が

あること。

赤ちゃんは、はう姿勢から立つ姿勢に移行すると

視界が変わる。この自分の成長に意味を見出し、赤

ちゃんはさらに歩いてより多くのものを自分で見分

しようとする。あるいは、大人の従う社会のルール

がわかり大人の期待に応えられたとき、彼らは自分

を誇りに思う。このように子どもは日々発達の喜び

を感じながら生きているが、それは発達を承認し見

守ってくれる大人によって強化される。

ところが、貧困世帯の親は、自分自身が否定的な

言葉かけで育ってきてそのことを自覚していない可

能性が高い。子どもの発達に何が必要であるか知ら

ない場合や親が自らを否定する言動に慣れているよ

うな場合、子どもの発達は肯定的に認められない。

しかし、もしたとえ貧困の状態であったとしても、

親をはじめとしてそういう承認、強化を与えてくれ

る身近な人がいれば、貧困は必ずしも不幸にはつな

がらない。貧しさを笑い飛ばし、人の助けを得、工

夫を凝らして子どもの成長を喜ぶ明るい生活の中で

は、子どもはそれなりに幸せに生きることができる

のである。子を育てる大人の余裕をどう作っていく

か。それは親本人の資質や努力もあるがまた、その

大人を支える周辺環境の問題でもある。子どもたち

の成長発達を見守り強化するのは、それができる彼

らの周囲の大人なのである。

5）自律の感覚、つまり、自分の人生の主人公として

責任を持つことができること。

発達の過程で、子どもは自分の行動を選択するこ

とを覚えていく。しかしその選択肢が極端に制限さ

れている場合、子どもは自律の感覚を獲得すること

ができない。貧困家庭においては、親の不規則な生



活や理不尽な指示などに沿って生活せざるを得なか

ったり、突然の決定に翻弄されたりすることが起き

がちである。成長に伴って自律の力をつけ、徐々に

責任を持つべき範囲が広がるはずのところで、むし

ろ制限を感じる体験を積み重ねていくうちに、子ど

もたちは学習性無力感を得てしまう。自己肯定感や

自己効力感も育たないのである。さらに追い打ちを

かけるように、学校教育の中で「ついていけない」

体験を積み重ねてしまい、どうでもいい、関係ない

という投げやりでふてくされた態度を見せるように

なる。それは学校教員からすると性格であるかのよ

うに見え、叱責の対象となってさらにその傾向が増

幅する、といった悪循環を生むだろう。

幼少期から彼らの得意なところを伸ばし、自信が

持てるような機会を提供し、その成果を認めるよう

な働きかけを意図的にすることが必要だろう。社会

の理不尽さをなくすことは困難であるが、それを超

える自己効力感や具体的な力を、部分的にでも持て

るようにしていくことが有効に働くに違いない。

6）自分の力を試す場があり、かつ失敗してもやり

直せる機会があること。

この機会を持つことが最も容易なのは、大人の管

理を離れた自由な遊びの世界である。遊びの世界で

は、繰り返し試行錯誤しながら、自分の力をつけて

いくことができる。脳の発達が最も盛んな乳幼児期

にどれほど自由に遊ぶ時間、空間、仲間を与えられ

るかは、子どものその後の学習能力に影響を与える。

しかし、貧困層の子どもたちは豊かな遊びの世界を

持つことが難しい。一日中つけっぱなしのテレビを

見ていたり、貧困であってもゲーム機だけはどこか

から手に入れることのできる昨今の社会の中で、ず

っと他者によってプログラミングされたゲームをして

いたりする。しかし、それらの受動的な遊びを外部

から適切にコントロールする大人はおらず、公園に連

れ出してもらったり、遠出をしたりするような機会も

ない。かつての貧困層の子どもたちは、外で工夫し

て遊ぶということが可能であったが、今の貧困層の

子どもたちは、そのような遊びを通して脳の発達を

促すことができない状況に置かれているのである。

またさらに問題となるのは、彼らの支援において、

しばしば学習が生活や遊びに優先されることであ

る。教科学習は、生活の中の家事手伝いや遊びを通

して学んだ文化の上にこそ成り立つが、その文化的

基盤のない中で、生活のリアリティのない、学ぶこ

とに意味の見出せない勉強が強制されると、それは

無駄なばかりか、その結果達成されないことへの傷

つき、自己否定を誘発しかねない。

児童館や冒険遊び場は、そういう子どもたちに対

して、自由な遊びを支える場となるだろう。そこに

は子どもの発達プロセスを知るプレイワーカーや世

話役の人たちがいるとよい。彼らの育ちのプロセス

を見守り、家庭での傷つき、哀しみを癒し、怒りを

認め、行動化する彼らを適切に叱り、受け止めるよ

うな第三者の大人がいることで、彼らが自暴自棄に

なる危険も回避することができる。このような場を、

ぜひ公的に保障してほしいものである。

3．貧困層の子どもに予測される傷つき体験のリスク

さて、貧困状態であるということは、子どもたち

が傷つけられるリスクが高いことを意味する。そこ

で前項に引き続き、貧困層の子どもたちが就学前後

からしばしば受ける、トラウマとなりやすい体験を

挙げ、それらの予防、回避と対策について考えたい。

1）比較してさげすまれたり、みじめな思いをさせ

られたりすること。

子どもたちが社会の標準を学ぶのは周囲の言動か

らである。比較の対象がなければ、彼らは自分の置

かれた環境が貧しいものであると気づくことはな

い。しかしある時、大人の言動や、大人の価値観を

受けた子どもの言動から、あるいはメディアの流す

情報から、自分たちの置かれた境遇に否応なく気が
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つかされる。しかも、それがさげすみによるもので

あるとき、彼らの傷つきは大きい。自分の埒外で何

かが起きていて、自分の心構えや努力ではどうしよ

うもなく届かない世界を知るのである。

この体験は不可避である。しかしそれに気づいた

ときに、一言誰かがそれが彼らのせいではないこと

を指摘し、彼らの価値と尊厳を守り、彼らを励まし、

安請け合いではない希望と可能性が彼らの未知の世

界にあることを告げることが必要である。そして同

時に、彼らをさげすんだりみじめな思いをさせたり

した人たちに、彼を取り巻く状況を理解させ、継続

的にそのようなことが起きない対処が求められる。

このためには、社会的弱者に対する理解が社会に広

がるような教育が必要であり、人権に対するセンシ

ティブな感性を人々が持つようにする地道で確実な

試みが求められるだろう。

2）かわいそうな子どもと扱われて、自尊心を傷つ

けられること。

時に人は、自分よりも弱い立場にある存在に対し、

上から目線になったり自分が支援者になって守って

あげようとしたりする尊大な心を持つ。これはその

対象者からすればとんでもなく屈辱的なことであ

る。人には自尊心があることを忘れてはならない。

貧困層の子どもたちをかわいそうと思い、施しの対

象とすることは戒められなければならない。もし支

援するのであるならば、彼らが自分自身の力でその

境遇を乗り越えられるようになるための支援が望ま

れる。当事者の考え方や意見を尊重しアドボケイト

しつつ、その意をかなえる場やシステムを作り、彼

ら自身が自分の境遇を変えていくための補佐的な役

割を果たすことが、支援者にできることであろう2）。

そういう意味では、子どもに接する職業の専門家は、

子どもの参画の促し方について学ぶ必要があるだろ

う3）。

3）身近な人から裏切られること。

親がたとえ精一杯に生きていても限界が来る場合

がある。子どもの信頼に応えたくても応えられない

状況に対して、親も余裕が持てずに、あるいは共感

の力が足りないために、子どもに説明なく動いてし

まう。あるいは親が苦しさから刹那的な享楽を求め

たり、子を見捨てる行為に走ったりする。それらは

子どもの側からすれば裏切りであるが、子どもは親

に頼って生きざるを得ず、また、親を信じたい気持

ちでかろうじて関係をつなぐかもしれない。しかし、

このような場合、その場はしのげたとしても、時間

の経過とともに親子関係は崩れていく。

この状況を防ぐためには、親の周囲に子どもの気

持ちの代弁をする人がいること、子どもの周囲に親

の立場を適切に代弁・解説することのできる人がい

ること、あるいは、親子のやりきれなさにとことん

つきあえる人が必要である。それがプロフェッショ

ナルなカウンセラー、ソーシャルワーカー、アドボ

キット、オンブズマンのいずれであれ、優しい隣人

であれ、親子の関係を調整する第三者が必要な時に

そこに現れることが求められるだろう。そしてもし

プロフェッショナルな人であるならば、その支援は

無償提供されるべきである。

4） 過度な要求をされること。

ある年齢で当然求められることが、彼らにはでき

ない場合がある。しかし近年の貧困は可視化されな

いことも多く、一見普通の子どもに見える彼らは、特

別な配慮を受けることができない。教室では同じ進

度で学習が進み、同じように行動することが求めら

れるが、そもそも彼らには先生の言葉がわからない

ことも少なくない。わからないと文句を言ってもそ

れが考慮されることは少ないだろう。常に自分の実

力以上のことを要求され、彼らは他の子どものノート

を盗み見て、はぐらかし、ごまかし、やり過ごすしか

ないが、それが無用になる日はあっという間に来る。



大人は、子どもの学力や生活力が低いことを子ど

も本人の資質とみる以前に、何らかの養育環境の影

響であると疑ってみる必要があるだろう。そして、

現在の力に対して、彼らに求められていることが理

不尽な要求ではないかまず自らを振り返り、彼らの

力を査定して、それにふさわしい課題を与え、対応

をしていかなくてはならない。とりわけ保育者、教

育者のような集団対応をする立場の専門家は、これ

らの発達上の課題についてよく学び、彼らにスモー

ルステップの個別対応を用意する必要があることを

理解していなければならない。

5）自分の存在が家庭や社会の中でネガティブなも

のであると思わされること。

学力も生活力もなく、気働きを学習しておらず、

粗暴であるような子どもは、自分の存在によって、

自分の所属する集団に「厄介が増えた」というメッ

セージが日々の生活の中で伝えられる可能性があ

る。現代の生活や心の余裕のなさがそれを増幅する。

自己の存在に対して無条件の肯定的関心を与えられ

たとき、人は安心して生きることができ、実力を発

揮できるようになるが、彼らにはその機会が乏しい

ばかりか、その存在を繰り返し否定されるのである。

そのような彼らには、成長する時間を与えて待つ

ことができる場が必要である。また、彼らを理解す

る大人を計画的に増やす必要がある。貧困家庭の子

どもたちの再生産をとどめるためには、彼らの集ま

る場が、反社会的集団の居場所でなく、公的な場で

あるようにすることが必要だろう。家庭に居場所が

ない子どもたちにこそ、コンビニエンスストアやゲ

ームセンターではなく非行少年や暴力団のたまり場

でもなく、正当に彼らが過ごせる公共施設が必要で

ある。それは彼らを痛めつけてきた「教育」の場で

はなく、彼らの真のニーズに基づくものである必要

がある。そこで顔見知りのユースワーカーやプレイ

ワーカー、チャイルドファミリーワーカーなどが活

動していればいいし、彼らの活動に必要なものが備

え付けられているといい。彼らを社会の発展に対し

て潜在的な力を持つ人たちとみて、そのストレング

スを育て活かす発想と力が大人側に必要なのである。

4．学校教育を経て就業に至るまでの間の課題と展望

さて、さらに今度は、学校教育から就業に至るま

での課題と展望である。この間の支援は、貧困対策

支援法にあるように学習支援が中心となっている。

貧困から抜け出し自由を獲得するために教育が必

要である、ということは真である。しかしその場合

の教育とはどんな教育だろうか。彼らが将来食べて

いけるようにするためにはどのような教育が必要な

のか。それは受験に対応する技術なのか。実は今、

日本で大卒で就職した場合、生涯年収積算が高卒に

追いつくまでに25年かかるという試算がある（百合

田、2015）4）。それでもなお、大学入学が生活の安

定に意味を持つと多くの国民が信じており、そこに

向けて生活に結びつかない受験勉強を続けている若

者たちの中に貧困層の若者たちを送りこむことに、

実際のところどれだけの意義があるのだろうか。

また、子どものウェルビーイングが世界一 5）と

いわれるオランダにおいて、小学生は塾に通わずと

も日本と同じような学力を獲得している6）。塾で放

課後まで勉強させることが子どもたちにとって本当に

必要なことなのか。公的教育機関のみで子どもたち

が学力をつけられない現状を変えることの方が先では

ないか。あるいはまた、オランダでは学習についてい

かれなければ留年するのは普通に見られることで、皆

と一緒に進学してわからないままになるよりも、勉強

がわかる状態で学校に通うことの方が意味があると

皆考えているから、留年は恥ずべきことととらえられ

ない。こうして一から考えてみると、「塾に行くため

の経済的支援」よりもむしろ「学校教育の中でのフ

ォロー」の方が重要と考えられるし、置いてきぼりの

疎外感を味わわせない「学習に対する価値観」を住
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民が持つことの方がさらに大事なのである。

さらにさかのぼれば、これまで見てきたように、

貧困層の子どもたちの最大の問題は生活力の不足や

人間関係の傷つきである。それらによって学習から

阻害されている状況において、たとえ本人が「みん

なと一緒に勉強ができるようになりたい」と希望し

ていたとしても、「中卒で終わらせないような受験

指導」が必要だとしても、その基盤を作らずに年齢

相応の「個別指導の家庭教師」をつけたところで、

付け焼刃となってしまう。受験には合格するかもし

れないが、その子どもがこれからの厳しい社会で生

きていくための根本的な力をつけることを意識した

指導でない限り、効果が一時的で終わってしまうし、

またさらに子どもたちを追い立て、不足を自覚させ、

競争の中で苦しめる結果にならないとも限らない。

また、人間関係の課題を抱えた子どもたちには、そ

れぞれの課題に対し適切なフォローをしながら、そ

れぞれの身につけている関係形成の力に合わせた指

導が必要になってくる。

したがって、彼らに対しては、職業に就くという

こと、食べていくということ、家庭を持つというこ

とはどういうことか、それと勉強や受験と就職の関

係、進学する場合としない場合の違い、専門学校で

技術を身につけることと学問を身につけることの違

いなどをエビデンスを基に実感させ、独り立ちする

までにどのような力をつけておくかをしっかり相談

して、貧困の再生産が起きないような手立てを打つ

ことが必要である。皆平等に進学、という目標を立

て、結局気づいたら退学ということでは意味がない。

進学先の先生とも情報交換しつつ、彼らをどう育て

ていくか考えることも「学習支援」の中には含まれ

る必要があるだろう。支援のスタッフにはそのよう

な状況をしっかりと伝え、何のために学習支援する

のか、を考えさせていかなければ、単に「勉強を頑

張れ」「競争社会に打ち勝て」という叱咤激励をし、

子どもがそれに応えようと無理をするという図式に

なりかねないことに十分な留意が必要だろう。

5．貧困という環境を不幸につなげないために、周

囲の大人や社会が考えるべきこと

～子どもに本当に必要なサービスと豊かさについて

ここまで見てきたように、貧困と不幸の間には多

数の変数がある。たとえ、貧困を解消するために経

済的支援や学習支援をしたとしても、その変数を変

えていかない限り、子どもたちの不幸は解消されな

い。子どもの貧困の解決には、社会システムの変革

が必要である。単親家庭への支援、障害や困難を抱

えた親への支援、マイノリティへの支援は喫緊の課

題である。しかし、ブータンの幸福度が、経済的な

豊かさによってもたらされているのではないことを

我々は知っている。ただ、私たちは自分がすでに享

受してしまった経済的豊かさを捨てることができず、

その基準で物事を考え、そこから離れることが不幸

をもたらすと信じこんで動けなくなっているのだ。

貧困の中でも、自分はこの社会から見捨てられて

いるわけではない祝福された存在である、自分には

未来があり希望がある、と思うには、日常生活の中

で何が必要だろうか。

よい支援をしている人たちが、子どもの頃のエピ

ソードとしてしばしば語るのは、幼い頃、自分の家

に来た「乞食」「おもらいさん」「おごぜさん」たち

に、食べ物や寝床を与え、温かく手を差し伸べてい

た大人の記憶である。あるいは、自分が困難な際に

誰かに支えてもらえた記憶である。そういった記憶

が、彼らを本当に必要な支援に向かわせる。

学習支援はそれが「受験戦争に打ち勝ち、就職で

きる力をつけるために」という目的よりも、家庭で

のケアが不十分なために学校教育で見捨てられがち

な子どもたちが、誰かに丁寧にフォローを受けると

いう事象であるからこそ、子どもたちの支えになる。

子ども食堂のような生活支援も、子どもたちの食生

活を支えると同時に、温かい人間関係と居場所を提



供するから意味があるのである。お金を与えてコン

ビニで何か買ってきなさいという支援と異なるの

は、そこに継続的な人の輪があることだろう。

たまたま自分の生まれ落ちた環境は、不幸にも衣

食住にすら事欠く状況で、両親も世間でいうような

ケアをしてくれる条件にないが、そのような不安定

な場に生まれてきた自分にもかかわらず、社会には

見守ってくれている人たちがいて、自分はここに生

きていてもいいのだ、という確信を持てること。不

安を打ち消してくれるほどの温かな感情が生起する

場があること。悲しいとき辛いときにわかってくれる

人がそばにいること。そのような体験が持てた子ど

もたちは、たとえ一時的に自分の境遇や社会を恨む

ことがあったとしても、のちの社会で自分が安定し

た生活を得られたとき、人を助ける人になるだろう。

貧困の支援をする際に最も重要なのはこういった

「レジリエンス」の視点である。得てして支援者は、

現実の矛盾した社会を肯定したまま、貧困状態の子

どもたちを他の子どもたちと同じような環境に置い

てあげないと比較されてかわいそうだ、同じである

ことが大切であるというふうに思考する。支援され

る側も経済的支援が必要だと訴えるから、政治は現

金給付を提供するという方向に流れがちである。

しかし、貧しい生活をしていても目がキラキラと

希望に輝いている子どもたちと、豊かな生活をして

いてもうつろな目をした子どもたちがいる。子ども

の目の輝きは、経済的豊かさではないものに大きく

左右されるのである。これを理解することの困難さ

は、日本に住む者の価値観がすでに経済的豊かさを

基準にしていることに起因するだろう。

今、根本的に必要なのは、どんな子どもでも、自

然に生活体験を重ねる中で心身を育て、感情や思考

や行動や言語を身につけ、たとえ苦難があったとし

ても幸せをつかむことができるような条件を整えて

いくことである。それは政治の仕組みや法律の整備、

行政の対応とともに、その時、そこにいる周囲の人

ができることをする、その積み重ねによって達成さ

れる。貧困対策はその基本をよく考慮して行われな

ければならない。

キーワード：レジリエンス（resilience）

レジリエンスとは「個人、家族、コミュニティ、国家や地

域が、ストレスやショックに立ち向かい、順応し、迅速に回

復する能力」であり、「その概念は 2つの局面からなる。す

なわち、個人、家族、コミュニティ、あるいはより大きな組

織構造において、その存在の持つ固有の強みがストレスやシ

ョックに対してよりうまく抵抗するという局面と、その能力

がそれらの強い衝撃からの急速な復元を可能にするという局

面である」（EC 2012 武田訳）。個人のレジリエンスは社

会環境によって高められるため、社会環境の整備が当然必要

である。が、それは貧困の場合、金銭的不足の状態が解消さ

れれば済むというほど単純な問題ではない。貧困等によって

生じるさまざまな子どもの発達の阻害要因を分析、解消し、

レジリエンスを高めなければならない。

European Commission Press Release,“EU puts resilience at
the heart of its work on f ighting hunger and poverty.”
Brussels, 3 October 2012
（http://europa.eu/rapid/press-release_jp-12-1052_en.htm?locale=en
2015.7.12.確認）
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はじめに

表題とは異なる語り起こしとなるが、児童相談所

で働いていた時の話から始めさせていただきたい。

彼と出会ったのは、児童相談所の一時保護所、私は

児童指導員として彼を担当した。

彼は、路上生活者だった。年齢は17歳10か月、

原則として18歳までを支援対象とする児童相談所

では稀なケースである。家を出て、似た境遇の友人

と二人で万引きを繰り返して生活していた。

あるとき、相棒がスーパーの定員に現場を押えら

れ、店の奥に連れて行かれてしまった。一人きりに

なった彼は、万策尽きて警察に助けを求めた。おそ

らく警察も困惑したのだろう、児童相談所に彼を連

れてきた。児童相談所も、父親に虐待されていたと

いう彼を自宅に帰すこともできず、やむなく一時保

護と相成った。

初対面の人とは会話をすることをしない彼は、し

かし、常識をわきまえ、頭がよかった。落ち着きの

ない低年齢の子どもたちが走り回る保護所の片隅

で、他人と関わらず、ずっと一人文庫本を読んでい

た。他の子どもたちは決して手に取ることはない、

翻訳ミステリーだったと記憶している。

それでも、休憩時間に始めた将棋がきっかけとな

り、ポツリポツリと今までのことを話すようになっ

ていった。夜勤の時には、他の子どもたちが寝静ま

った後に水飲み場のソファに座り、将来の夢や好き

な作品などについて語り合った。彼の生活歴を読め

ば誰でも重苦しい気分になるだろうが、一人の人間

として話せば、どこにでもいる普通の18歳の本好

きの少年であった。

しかし、彼に残された選択肢は多くはない。自宅

に帰る以外の選択肢として児童福祉司から提案され

たのは、住込みで働ける職場を探すことだった。ハ

ローワークに行き面接の約束を取り付けるものの、

初対面の者とは満足に会話もできない彼を雇う会社

は見つからなかった。徐々にいらだちを隠せなくな

り、他の子どもたちに当たる機会も増えていった。

私は彼を相談室に招き、話を聞いた。そこで彼は、

こんな話をした。

路上生活をしている時に、日雇いの派遣会社で働

いたことがある。そこの社長の奥さんから言われた

言葉が忘れられない、という。

「すべてはあんたの自己責任だよ」

彼自身は父子家庭で、父親から暴力を受けて、家

を飛び出して路上生活をしていたのだが、そうやっ

て親とけんかして飛び出したのも、ホームレスにな

ったのも、「危険・汚い・給料が安い」日雇い派遣

のような条件の悪い仕事しかできないのも、あなた

の責任だよと言われた、という。

社長夫人は彼の奮起を促したかったのだろう。し

かし、彼の受け取りは違っていた。彼は「俺は何も

言い返せなかった」と泣いた。

社会福祉士 大山
お お や ま

典宏
の り ひ ろ

「「子どもの貧困子どもの貧困」」に向き合うに向き合う
―生活保護ケースワーカーの現場から

Ⅱ 「子どもの貧困」に向き合う
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「でも･･･」、彼は続けてこう言った。

今のこの状況でどうしろというんだ。お金もない。

助けてくれる親も大人もいない。住むところも自由

にはならない。着るものも一時保護所で借りた服を

着ている。こんな状態で今から何とかしろと言った

って、どうにもならない。たしかに俺にも悪いとこ

ろがある。努力が足りなかった部分もある。でも、

これって全部、俺が悪いのかな。もう、全部取り返

しがつかなくても、仕方がないのかな、と。私がど

う応答したのかは、よく覚えていない。ただ、彼が

望むような答えを示すことはできなかったことだけ

は間違いない。

―実は、解決策は私の頭の中にあった。生活保

護制度である。法律上、18歳の子どもが一人でア

パートを借りて生活保護を利用することはできる。

彼のように、親族からの援助が見込めない場合には、

敷金や礼金といった初期費用も支給の対象となりう

る。そのことを私は知っていた。しかし、私はその

ことを彼に伝えなかった。

法律上は、確かにできる。だが、現実の運用はど

うだろうか。児童相談所の一時保護所で生活保護を

申請し、敷金等の支給を受けてアパートを借りて一

人暮らしを始める。そうした事例は、聞いたことが

なかった。制度上はできるが、現実にはできない。

少なくとも、当時の私はそう考えた。だから、彼に

そのことを言わなかった。結局、彼は児童福祉司に

説得され、父親のところに帰った。

しばらくして、児童福祉司に彼のことを聞くと、

「家はすぐに飛び出してしまい再び路上生活者にな

った。万引きを繰り返して警察に捕まり、今度は鑑

別所に送られた」という。この一件が、今でもずっ

と心に残っている。

相反する二つの視点

社会全体に貧困が広がり、生活保護世帯の増加が

史上最高値を更新し続ける中（図）で、最後のセー

フティネットである生活保護制度に注目が集まって

いる。その語られ方は、大きく二つに分かれる。

「税金で運営される制度である以上、保護費の使

途は適正に管理運営されなければならず、利用者に

〈図〉被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移

出所：厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議（平成27年3月9日開催）」資料
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ある程度の制限がかかるのはやむを得ない」と、不

正受給や怠惰な利用者、法の隙間をぬって社会の常

識から外れた脱法的な利用をするケースを問題視す

るもの。私はこうした考えを「適正化モデル」と呼

ぶ。

一方、利用者の人権保護を重視し、「国はもっと

責任を持って困窮者の生活を保障すべきである」と

主張する人々もいる。これを、「人権モデル」と呼

ぶ。

適正化モデルでは、貧困の原因は個人にあるとす

る。不必要な給付や不正受給、利用者の怠惰などを

問題視し、自らの課題を解決することができない者

には管理監督が必要であり、一定程度の権利制限や

尊厳の剥奪はやむを得ないとする。これに対して、

人権モデルでは、貧困の原因は社会構造にあるとす

る。問題視するのは、公的支援を必要とする人が救

済の網から漏れることや、行政職員が困窮者に差別

的な対応をすること。現状の困窮者支援は不十分と

し、施策の充実を求める。近年の生活保護、あるい

は貧困対策は、どちらのモデルが世論の支持を受け

るかによって大きく振れてきた。

思い出して欲しい。2009年のリーマン・ショッ

クが起きた際、工場で働いていた期間工や派遣社員

が一斉に雇い止めや解雇にあい、住んでいる寮を追

い出された。職と同時に住まいまで奪われ、路上で

の生活を余儀なくされる者さえ出てきた。いわゆる

「派遣切り」である。この対応として、民間支援団

体や労働組合などで結成されたメンバーが、年末年

始にかけて東京日比谷公園に「年越し派遣村」を開

設した。同村には連日、報道関係者や国会議員が押

しかけ、お茶の間には暖を取る困窮者の姿が溢れた。

厚生労働省も異例の対応を決め、本省の講堂を開放

した。派遣村を利用した困窮者の多くは、その後、

生活保護を利用することになる。

政府も、生活保護の手前の支援を充実する「第二

のセーフティネット」構想や生活保護の弾力的運用

など、困窮者の救済に向けた対策が矢継ぎ早に打た

れた。記者から「あの頃は派遣村を批判する記事な

ど書けなかった」と聞いたこともある。まさに、人

権モデルが我が世を謳歌した時代である。

それから、わずか数年。2012年に起きた有名芸

能人の母親が生活保護を利用していた事件を発端

に、生活保護利用者やその親族に対するモラルの低

下を問題視する報道が相次いだ。「生活保護費10％

引き下げ」を公約に掲げた自民党が政権に返り咲き、

公約どおり生活扶助基準が引き下げされた。約60

年ぶりに見直された生活保護法の改正では、利用者

の責務や不正受給への罰則が強化された。2017年

からは、家賃や暖房費に相当する基準の追加引き下

げに加え、生活保護利用者の就労支援や子どもたち

の学習支援に関する国の補助金も軒並みカットされ

た。適正化モデルの主張が政策に反映され、人権モ

デルは力を失っていった。しかし、適正化モデルが

今後も力を持ち続けていくのかは、わからない。

「資本を持っている人はどんどん金持ちになり、

持っていない人との差は絶望的になる」（r（資本収

益率）＞g（経済成長率））と主張するトマ・ピケティの

『21世紀の資本』がベストセラーとなり、経済誌や

ビジネス誌がこぞって格差・貧困の特集を組むよう

になった。学習支援や子ども食堂など「子どもの貧

困」を扱う新聞記事や、川崎市の簡易宿泊所火災で

明らかとなった「住まいの貧困」、あるいは、高齢

犯罪者の増加と社会的孤立や貧困を結びつけるテレ

ビ特集など、2009年当初にあった「貧困ブーム」

ともいうべき状況が再燃しつつあるからだ。

対立を超えて

冒頭の彼のような、「働くことができる健康で丈

夫な身体をもち、しかしコミュニケーションの問題

からなかなか職場に適応できない生活困窮者」は、

それぞれのモデルで都合よく書き分けられる。

2006年に放送されたNHKスペシャル『ワーキン
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グプア』では、どんなに働いても生活保護以下の収

入しか得られない人々を描き出した。続編では、地

方から上京したものの職を失い、ホームレスとなり

ながらも必死に仕事を探す若者が登場した。人権モ

デルを基調としたこの番組では、「社会はこうした

若者に手を差し伸べるべきだ」と主張する。

一方で、2011年に放映されたNHKスペシャル

『生活保護3兆円の衝撃』では、漫然と生活保護を

利用し、ケースワーカーとの約束もすっぽかす若者

を取り上げた。適正化モデルで染め上げられた番組

の最後で、ナレーターは「この状態を放置すれば社

会保障制度は崩壊する」と危機感をあおった。

まるで裁判のようだ、と思う。原告、被告に分か

れた法廷の中で、双方が自説に有利な証拠を示し、

主張を戦わせる。より説得的で、合理性に富み、裁

判官の支持を得た方が勝利を収める。彼を擁護する

原告は、彼が父から虐待を受け、やむを得ず罪を犯

した背景を語る。生活保護をはじめとする社会保障

制度の不備を語り、自己責任論を否定し、彼を救わ

ない社会にこそ問題があると熱弁を振るう。一方で、

被告席に座る検察は、父が止めるのも聞かずに高校

を中退し、働きもせず自宅に引きこもり、やがて干

渉を嫌い、自宅を飛び出した彼を糾弾する。児童相

談所という公的機関からの支援を受けたにも関わら

ず、父との関係改善に努力もせず、十分な求職活動

もしないまま放埒な日々を過ごし、再び罪を重ねた

彼に情状酌量の余地はないとする。

そして、私を見て言うのだ。「おまえは、どちら

の主張を支持するのか」と。

私は、ずっと、この問いかけに答えることができ

なかった。どちらの主張も、一理ある。そう思えて

ならないのである。原告、被告はそれぞれ、彼の一

面の真理を描いている。彼を救うには脆弱すぎる社

会保障制度に欠陥があるのは事実だろう。でも、彼

にまったく責任はなかったかといえば、それも嘘だ

と感じるのである。どちらにも決めかね、優柔不断

に右往左往する時間を、ずいぶん長く過ごしてきた

と思う。今、私はこの問いかけに、こう答えている。

「私はどちらのモデルも支持しない。人権モデル、

適正化モデルともに、一面の真理があるものの、限

界もある。双方のモデルの支持者が合意できる部分

を探り、多くの人が納得し、支持する新たなモデル

の構築を目指すべきである」と。私は、これを「統

合モデル」と呼ぶ。

統合モデルで社会を変える

彼に対する支援を訴えるとき、人権モデルの存在

を考慮する必要はほとんどない。人権モデルにとっ

て必要性は明らかであり、議論の余地はないからで

ある。説得の対象とするのは、適正化モデルを支持

する人たちである。「彼の行動に何の介入もしない

のは社会全体にとってマイナスであり」「介入によ

り一時的な歳出は増えても、長期的な視点で見れば

歳出を抑え、歳入を増やすことになる」ことを、具

体的な数値を上げて説明していく。たとえば、日本

では受刑者一人あたりの収容費用は年間300万円で

ある。他方、生活保護利用者への年間支出額はおよ

そ180万である。この数字をみる限り、刑務所に収

容するよりも生活保護の助けを借りて社会で生活す

る方が社会の負担は少ない。さらに望ましいのは、

就労を通じて経済的に自立した生活を送るよう支援

することであり、経年を考慮した治安維持あるいは

社会保障の支出と、税収の増加を考慮すれば費用対

効果は極めて高いものになる、といった具合である。

他方、彼に対する支援の実践過程においては、数

値的な成果を追い求める適正化モデルは早晩行き詰

まる。アメとムチによるマニュアル化された支援方

法は、簡単に当事者に見透かされる。人は感情を持

たないモノではない。一人の人間としてその存在を

認められることで、初めて相手を信頼し、支援を求

めようという気持ちになる。自分を愛し、必要とし

てくれる家族や友人をもち、一人の人間として権利
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を保障され、役割を果たすことで認めてくれる仲間

がいるからこそ、頑張ろうと思うのである。

支援の現場は、規則や取り決めよりもむしろ、親

身に話を聞いてくれた、一緒に悩んでくれた、苦し

いときにそばにいてくれたといったエモーショナル

な部分で動き出すことが多い。こうした、当事者に

学ぶ謙虚な姿勢は、人権モデルのエッセンスを学ぶ

ことではじめて会得することができる。

一時保護所における生活保護の取扱いのルール

化、審査請求の認容例を集めた裁決例集の編さん、

教育・就労・住宅を組み合わせた総合支援事業の立

ち上げ。統合モデルの理念をもとに、県本庁で生活

保護利用者の権利擁護や自立支援の取組みを進める

ための施策に関わってきた。そして、今、社会的養

護を必要とする子どもたちが18歳で社会に出るた

めに必要となる諸条件を整備するために、いくつか

の事業を立ち上げ、軌道に乗せるために走り回って

いる。彼と出会い、苦い別れをしてから10年、振

り返れば、少しずつではあるが、彼のような少年少

女を支える仕組みは整いつつある。だが、あの時の

彼にどんな言葉をかければよかったのか。まだ、答

えは見えない。これからも、現場に身を置き、自分

に何ができるかを考え続けていきたい。
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キーワード：生活保護制度

十分な収入や資産がなく、家族の援助も望めない人に「健

康で文化的な最低限度の生活」（憲法 25 条）を保障する制

度。県や市などが設置する福祉事務所が申請窓口となり、生

活費などを支給する。賃貸住宅で一人暮らしの場合、月 9

万～ 13 万円程度（居住地によって異なる）が公費で支給さ

れる。医療や介護の本人負担もない。6月現在の利用者数は

約 217 万人で、過去最多を更新した。国の予算額は平成

26年度時点で 3兆 8千億円となっている。



アフターケア相談所ゆずりはは、児童養護施設･

自立援助ホーム・養育家庭等社会的養護の施設を就

労・就学で退所した方の相談所として、2011年に

東京都小金井市で開所しました。児童養護施設と自

立援助ホームを運営する社会福祉法人子供の家が運

営母体となっています。2013年度からは東京都の

地域生活支援事業（ふらっとホーム事業）も受託し

ています。相談所が開所し5年目を迎えていますが、

東京都の委託費のみでは十分な運営資金とはなら

ず、法人からの支えと助成金や寄付金を活用させて

いただきながらなんとか運営しております。経済的

には非常に不安定な状況のなかで、相談件数は年間

1万件を越え、日々、退所者の方々からの深刻な相

談を受け、活動しております。

社会的養護のアフターケアの現状

児童福祉法第41条では、『児童養護施設は、保護

者のない児童、虐待されている児童その他環境上養

護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわ

せて退所した者に対する相談その他の自立のための

援助を行うことを目的とする施設とする』と定めら

れています。法律に定められているように、社会的

養護が子どもたちに対して担う役割には、在籍中の

養育の保障のみならず、施設退所者が安心で安全な

生活を送ることができるよう支援するという役割が

責務としてありますが、社会的養護のアフターケア

は十分に行き届いていない現状があり、施設退所者

のアフターケアは長年問題視されながらも適切に扱

われてこなかった課題でもありました。

近年の東京都福祉保健局における「児童養護施設

等退所者へのアンケート調査」等からも、アフター

ケアの必要性は現場の支援での喫緊の課題であるこ

とは明らかとなっています。東京都では2012年度

より東京都内の全ての児童養護施設に、子どもたち

のリービングケアとアフターケアを担う自立支援コ

ーディネーターの常勤配置化をしました。

また2013年度からは自立援助ホームに入所して

いる児童の自立を支援するため、都内の自立援助ホ

ーム6カ所に児童福祉の実務経験者をジョブトレー

ナーとして配置しています。東京を中心に、社会的

養護におけるアフターケアの必要性はひろく訴えら

れ始めていますが、課題は山積しており、取り組み

は始まったばかりであると感じます。

施設退所者が抱える見えないハンディ

今や社会的養護の支援にたどりつく多くの子ども

たちが児童虐待の被害者、不適切な養育環境で生き

てこなければならなかったと言っても過言ではあり

ません。深刻な虐待環境を生き抜いてきた子どもた

ちが抱えた傷つきは深く、時間とともに消えてなく

なるものではなく、また簡単に他者が対峙できるも

のでもありません。
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アフターケア相談所ゆずりは 所長 高橋
た か は し

亜美
あ み

施設退所者の貧困を考える施設退所者の貧困を考える
―アフターケア相談所ゆずりはの
活動を通じて

Ⅱ 「子どもの貧困」に向き合う



施設退所者は、虐待で受けたトラウマを抱え、親

や家族を一切頼ることができず、低学歴･無資格と

いう幾重にも重なるハンディを背負い社会に出ま

す。さらには社会生活のなかで、立ち止まったり失

敗する機会を決して持つことはできません。仕事を

休むことはすぐに給与が減ることに繋がり、たちま

ち家賃が払えなくなるからです。とにもかくにも働

き続け収入を確保しないと生活はすぐに破綻しま

す。施設退所者はニートになることも引きこもるこ

ともできません。安定した雇用に就くためにスキル

アップする機会もお金ももちろんなく、不安定な雇

用状況のもと働き続けることを強いられます。常に

緊張した状態のなか、ぎりぎりの生活を維持し続け

た結果、体を壊したり、糸がプツンと切れ何もかも

を放り出し住居をなくす退所者も少なくありません。

退所した子どもたちの多くが、過酷な労働環境の

もとでの生活を余儀なくされています。一般家庭で

育った方のなかでも「就職してからは親を頼ってい

ない」という人も多いと思います。けれど、知って

ほしいのは、社会に出てから実際に親や家族を頼る

か頼らないかではなく、「何かあったときにすぐに

相談できる親や家族がいる」こと自体が目に見えな

い大きなセーフティネットとして機能しているとい

うことです。社会的養護のもとを巣立った子どもた

ちは、自分たちの就労状況が破綻すればたちまちホ

ームレス状態となります。家庭が安心して生きる場

所でなかった子どもたちは、施設を退所した後もそ

の状況は続きます。支援を通じて、日本社会におけ

る「人が生きていくための最大のセーフティネット」

は、親･家族、地縁･血縁者の存在であることを痛感

します。

施設退所後に性産業をえらぶ退所者たち

家賃の滞納で住居の維持が危ぶまれるとき、緊急

にどうしてもお金が必要となったとき、今よりもも

っといいお給料をもらいたいと望んだとき、施設を

退所した女性にとって「性産業で働く」ということ

は、より身近な選択肢となります。性産業を選択し

た女性たちに、そこに至る理由や様々な背景はあっ

たにせよ、性産業を仕事として選択したことは自ら

選んだことではないかと言う人もいます。実際に性

産業に従事している施設退所者のなかには「自分で

選んで決めた仕事」「プライドをもって風俗の仕事

をやっている」と言う方もいます。ただ彼女らの生

い立ちから性産業に至るまでの経緯を聞かせてもら

うとき、私が出会ってきた性産業に従事する施設退

所者の多くは、安心で安全な安定した子ども時代を

過ごせてはおらず、性産業を「すすんで選んだ」と

いうよりは、「選ばざるを得なかった」「他の職業を

選ぶ選択肢が極めて少なかった」という状況のなか、

性産業で働くことを選択してきました。

例えば、今日住む場所がないという状況に陥って

しまった女性退所者で、親や家族親戚はもちろん頼

れず、相談できる友達もいない、どんな相談支援機

関にいっていいかもわからず、とりあえず住む場所

を、となったとき、手持ちのお金はなくても、連帯

保証人もなしで住居を提供し、働く場を与えてくれ

るのは性産業しかありません。いま、性産業が福祉

制度以上のセーフティネットになっていると言われ

ていますが、それを決して否定できない現状があり

ます。

施設でのインケアとリービングケア

施設退所者が退所後の生活で破綻しないためのイ

ンケアをより充実させることももちろん重要である

と思います。…虐待のトラウマの治療、家庭の後ろ

盾を持たない社会的養護の子どもたちにこそ進学や

資格取得に適切に費用が投じられること、障害など

ある子にはその認識や対応方法･障がい者手帳の取

得など、ソーシャルスキルの獲得、…あげればきり

がありませんね。

ですが、退所するすべての子どもたちが、退所後
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に何のトラブルにも巻き込まれず、問題を抱えない

ことを前提とする支援こそ現実的ではないと思いま

す。施設を退所した子どもたちがたったひとりで自

立して生活していくことが、どれほど過酷で大変か

ということを施設職員が十分に理解していることを

前提とした支援体制を整えることも必要です。

退所した施設に相談ができなかった方の多くが、

施設との関係性が悪く相談できなかったのではな

く、“施設に迷惑をかけたくない”という思いから

出身施設に相談できなかったというケースが非常に

多いのも、ゆずりはの支援を通じて知ることができ

ました。「退所後、生活の場は離れてしまうけれど、

支援を必要なときはいつでも施設に相談にきて大丈

夫」ということを、入所中からしつこいくらいに伝

え、退所者を送り出す施設にも支援者にも“失敗し

て当然”“問題が起きて当然”というおおらかな心

がまえで退所後もずっと見守り続けてほしいです。

そして、「退所後の支援」を施設の文化として定着

させてほしいです。

ゆずりはの役割と支援

ゆずりはは今まで手つかずのままでいたアフター

ケアをサポートし、施設を退所した方々が個々に抱

えてきた“ひとりではとても解決できない困難や苦

しみ”をひとりきりで抱え込まず、安心して“助け

て”と発せられる場所をつくりたいという強い思い

で開所に至りました。「退所者をホームレスにしな

い・犯罪者にしない・自殺させない」という支援理

念を基軸にしてきました。本当に支援を必要として

いる退所者たちが生きていくための、有効な支援と

資源を提供できるシステムを確立していくことが、

ゆずりはの役割とも考えています。退所者の方に安

心して相談してもらうことで、退所者が直面する困

難、問題や課題が可視化されていきます。本当に必

要とされる社会的養護のアフターケアの仕組みをつ

くっていくには、退所者の方たちが発してくれる

「声」なしには成立しません。

ゆずりはでは、退所者がひとりではとても解決で

きない問題を私たちが一緒になって解決していくこ

とを主たる支援として行っています。

具体的にいうと「今日住むところがない」「精神

的に辛くて働くことができない」「パートナーから

暴力をふるわれている」「借金の処理をどうしてい

いかわからない」「妊娠した」…等の相談を実際に

受け支援をしてきました。

私たちが提供する支援は、退所者が在籍していた

施設や弁護士・精神科医・警察・役所等の専門機関

との連携と、既存の支援システムをフル活用すると

いうことであります。つまりは、ゆずりはが退所者

の全ての支援を担うのではなく、様々な機関・人と

の連携をとることで退所者に具体的で有益な支援を

提供しています。退所者の相談は多岐にわたること

と、深刻なケースも少なくないため、支援者が個々

で抱え込む支援ではなく、支援者同士の支え合いや

連携を意識していくことがより柔軟で迅速な支援に

繋がると考えます。また相談してくれた退所者への

敬意は常に忘れずにいたいです。見ず知らずの私た

ちのところに勇気をもって相談してきてくれたこと

への感謝と共に、「ここに相談してよかった」と第

一印象で安心してもらえるような支援を心がけてい

ます。

相談者の方から学ぶこと

ゆずりはを開所して間もない頃、夫からのDV被

害が耐えられなくなり家出をしてネットカフェを

転々としているという20代の養護施設退所者の女

性から電話相談がありました。

「相談にのってほしいので、いまからゆずりはに

行っていいでしょうか」と切羽詰まった声が電話口

から聞こえてきました。私は「今日は夜までこちら

におりますので、ご都合のよい時間にいらしてくだ

さい」と、少しでも安心して相談にきてもらえるよ
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うにという思いで精一杯の対応をしました。

女性は「必ず今日中にお伺いします」と言い電話

をきりました。電話をきってから数時間がたっても、

女性は現れません。何か事故でも起きたのか、また

は気持ちが変わってしまったのか心配していると、

自転車を必死にこいで走ってくる女性が目に入りま

した。まだ春先の肌寒いなか女性は汗だくになって

自転車をこいでいました。目の前で自転車が止まり

ました。「ゆずりはさんですか？　遅くなってしま

ってすみません。さきほど電話をしたYです」と。

私は来てくださったことへのお礼をまずは伝え、

「どちらから自転車で来られたのですか？」とおそ

るおそる聞くと、Yさんは恥ずかしそうに「K市で

す」と小さな声で言いました。K市はゆずりはのあ

る場所から車や電車をつかっても１時間半はかかる

場所です。Yさんは5時間の時間を費やして自転車

でゆずりはまで来てくれたのでした。

Yさんは夫から経済的なDVも受けていてほぼ無

一文の状態でした。ゆずりはまでの交通費はもちろ

んなく、勇気をふりしぼってかけた電話口で、「交

通費がない」ということまで伝えることはできませ

んでした。それでも一刻もはやく相談をしたいとい

う思いで、自転車を走らせて来てくれたのでした。

支援を必要とし相談をくださる多くの方が、経済

的な困難を抱えています。支援をすすめていくうえ

で、相談に伴う交通費や相談料等に関しての不安を

取り除き、相談ごとに集中してもらうための配慮は、

私がすべき当然のことでした。私は、Yさんに遠い

道のりを自転車で来させてしまったことを深くお詫

びしました。このYさんの相談以来、ゆずりはの支

援は、“待つ･来てもらう支援”ではなく、“こちら

から積極的に出向く支援”とし、可能な限りアウト

リーチするスタイルに変わりました。相談者の方が

話をするのに都合のよい地域までお伺いし、最寄り

の駅の喫茶店などで相談内容を聞かせてもらいま

す。また、相談をいただいた際の最初の段階で、

「相談料は一切かからない」ということをこちらか

ら明瞭にお伝えしています。

このように、相談者の方とのやりとりのなかで、

「相談者の方にとって利用しやすい支援のあり方」

を学び気付かせてもらいながら、ゆずりはの支援ス

タイルを築いていく毎日です。

最後に

虐待や不適切な養育環境により抱えさせられた困

難や障害は大人になれば、「自己責任」の一言で一

掃されてしまうのが現状です。ゆずりはの相談者の

方すべてが子ども時代に虐待や貧困環境のなかで生

きてきました。

「守られなかった子ども時代」「子ども期を子ど

もとして生きられなかった」かつて子どもだった方

たちは、生きづらさや苦しみをいまも抱えて生きて

います。

日々の支援を通じて、「社会で、子どもたち・親

たちを支え見守る支援」がもっともっと必要だと感

じてなりません。社会の支え合いが十分に機能し、

問題･困難を抱えた親･家族、子どもへの理解が、児

童虐待や子どもの貧困の連鎖を断ち切っていくため

には不可欠です。

「家庭には恵まれなかったけれど、この社会に生

まれてよかった」と子どもたちが思えることこそが、

私たちが身を置く社会がもっと豊かに成熟していく

こと、私たち自身の幸せにも繋がることなのではな

いでしょうか。
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キーワード：アフターケア

社会的養護を経験した者は、その出身家庭からの支援に乏

しく、児童福祉法の適用から離れると、孤立しがちになり、

社会への適応が困難な状態になりやすい。そのため、社会的

養護においてはアフターケアも重要な役割であり、国庫補助

事業のアフターケア事業など、各地で様々な取り組みがなさ

れ始めているが、退所者が安心して社会で生きていくための

支援機能は未だ十分ではない。退所者が置かれている状況の

把握と、それに応じた適切な支援機能の構築が今後さらに求

められていくことは間違いない。



■はじめに

子どもの貧困は、見ようとしなければ見えない社

会課題である。貧困課題を抱えた家庭で育つ子ども

は、家庭の貧困によって自分自身の成長にハンディ

キャップを背負っていることに、ある程度の年齢に

なるまで気がつかず、自分とまわりとの違い（特に

自分のできなさ）を全て自分のせいであると感じや

すい。その結果、自己肯定感を下げやすい状況が生

まれてきている。

特に子ども時代の多くを過ごす学校生活におい

て、その傾向は顕著にあらわれている。私立と公立、

地域性など学校間で多少の家庭の経済格差はあるも

のの、校内のクラスを親の所得で分けることなどは

しないため、クラスの中には様々な経済状態の子ど

もが混在する。もちろん学校の先生は所得に応じて

子どもへの教育、関わり方を変えることはない。そ

れどころか先生たちは「平等に子どもや家庭に接す

る」ことを強く意識している。

そのため、貧困課題を抱えた子どもたちは家庭の

みならず学校生活でも生きにくさを抱えることにな

る。まずは学校から見えてくる子どもの貧困の実態

を説明した後に、「子どもの貧困対策大綱」＊1 など

でも大きく期待されている教育現場で働く福祉の専

門家「スクールソーシャルワーカー」について紹介

し、今後スクールソーシャルワーカー拡大期を迎え

るにあたっての課題を整理する。最後にソーシャル

ワーカーの機能「ささえる」「つなぐ」にとどまら

ず「つくる」に取り組んでいる実践を報告する。

1．学校から見えてくる子どもの貧困

●子どもの貧困と学力

教育に関わる大人の中には、「努力をすれば学力

は伸びる」、「学力が伸びないのは子ども自身の努力

不足」という考えが根強い。子どもの貧困について

の啓発イベントで子どもの貧困と低学力の関連につ

いての話をした後、会場からの質疑で年輩の方から

「国が教科書を無償で配布しているのに、それでも

勉強しないのは子どもが怠けているからではない

か。今の子どもは甘えている」という厳しい意見が

出されたことがある。では学校に通って教科書さえ

あれば、家庭の経済力がどうであっても学力に関係

がないのだろうか。これについては数値ではっきり

とした答えが出ており、統計調査で子どもの学力と

家計の相関関係が示されている（グラフ1）＊2。同じ

教科書を使って、同じ学校に通っているのに、家庭

の経済力の差がそのまま学力差になっている理由は

なぜなのか。その答えは現代の子どもたちの学習シ

ステムにある。

今の小中学校で全く家庭学習（宿題等）が出され

ないということはありえない。子どもたちの多くは

学校で習ったことを宿題によって復習する、また事

前に予習をして学校での学習に向かうという「学校
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→家庭→学校→家庭」を繰り返しながら反復学習を

重ねて学力をつけていく。逆をいえば学校だけの学

習では反復する機会が圧倒的に少なく、子どもの学

力定着に大きく差が出る。子どもが小さいうちは親

が家庭学習を行い、ある程度の年齢になると塾や家

庭教師、通信教材などの商業サービスによって家庭

学習を補うのが一般的な家庭学習の現状である。

ところが夜間就労などによって親の帰りが遅い子

どもたちは、家で親から学習を見てもらえない。も

ちろん「宿題をやった？」という声もかけてもらえ

ない。親が障がいや精神疾患を抱えて子どもの家庭

学習を支えることができないこともある。経済力に

よる家庭の物質的環境差も大きい。子ども部屋（多

くは個室）がある家庭に対して、部屋数が少なく騒

がしいリビングで生活している子ども。暑い夏や寒

い冬にエアコンや暖房を使えない家庭、電気やガス

が頻繁に止まって夜は真っ暗になる家庭。さらに精

神的に安定しない家庭環境で生活している子どもも

いる。夫婦間のいざこざが絶えず、部屋数が少ない

ため夫婦喧嘩が筒抜けの環境下で生活する子ども、

借金の返済督促の電話や訪問が絶えず、常に不安を

抱えて生きている子ども。

このように今の教育システムに必要な家庭教育の

機会が貧困のために保証されていない子どもたちは

結果として、学校での学力に大きな差がつく。まわ

りのみんなが先生の質問に次々と手をあげて発表し、

テストでいい成績をとって褒めてもらえる中、自分

だけ答えがわからず手をあげられない。テストでは

悲惨な成績しかとれず、「もっと勉強をがんばりなさ

い」と先生から叱責される。この繰り返しの中で、

貧困を抱える家庭の子どもは、自分は才能のない馬

鹿な子だと自己肯定感を下げていくこととなる。

●子どもの貧困と不登校

このように学力が低い、まわりの子どもたちの成

長についていけない子どもたちは、学校で授業を聞

いていても自己肯定感が下がるだけで学校生活がお

もしろくない。それでも友人関係に恵まれている子

は学力が低くても何とか学校でやっていけるが、子

どもの貧困はさらに友人関係にも大きな影響を与え

ていく。

子どもたちにも子どもたちなりの社会やつきあい

が存在する。乳幼児期や小学校低学年までは子ども

の集団もあまり固定化せず、その日その日で友だ
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ちや集団も変わる。ところが小学校中学年あたり

からある程度遊び仲間が固定化し、思春期になっ

てくると趣味や気が合う少数の仲間とのつながり

が大事になっていく。その仲間といかに時間を共

有するか、共に好きなことを楽しめるかが関係性

を強めるポイントになっていく。しかし貧困は子

どもたちからこの機会を奪っている。ある子ども

は保護者の夜間就労や精神疾患のため、親に代わ

って学校が終わったら保育園にきょうだいを迎え

に行き、帰宅後に家の洗濯や掃除をし、乳幼児の

ご飯を食べさせてお風呂に入れて寝かしつけるこ

とを毎日しないといけない。宿題などの家庭学習

の機会喪失はもちろんのこと、友達と一緒に遊ぶ

機会も奪われていることの意味は大きい。ある程

度の年齢になってきたら、子どもたちは友達にこの

ような家庭の事情を知られたくないので、友達が放

課後や休日に遊びに誘ってもいつも断ることしかで

きない。そのうち友達も「つきあいの悪いやつ」と

して集団から排除していく。また、まわりと同じ文

化環境と違うことも子どもの友達関係に大きな影響

を与える。休日に仲良しグループで自転車に乗って

遠出しようと言われても、自転車を持っていないと

参加できない。携帯ゲーム機やスマホがなければ一

緒に遊んだりグループにも入れない。中高生になれ

ば友達同士で遊びに行くのにお金がかかる場所へ行

くこともある。映画、カラオケ、ショッピング、フ

ァーストフード…友達から誘われても「お金がない

からやめておく」とは言えず「ごめん、家の予定が

あるし」とごまかすことしかできない。やがてそれ

を繰り返すうちにまわりから声もかけられなくなっ

てしまう。さらに中高生にとっては学級以外の友人

関係や成長機会を得るはずの部活動も、家庭の経済

力によって自由選択で選べないという現実がある。

貧困のためにお金がかかる部活、時間がとられる部

活（休日練習、練習試合、遠征、合宿が多い厳しい

部活など）はやりたくても選択すらできないという

ことも決して少なくはない。

こうして学力のみならず友人関係も失っていく子

どもたちは学校に行く意味を見い出すことができ

ず、必然的に不登校に追い込まれていく（図1）。
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〈図1〉
不登校やいじめにつながることも…。
漫画に描かれた子どもの貧困と学校生活＊3・4

愛本みずほ（2014）『ひまわり!!  それから
のだいすき!! 』5巻　講談社

さいきまこ（2015）『神様の背中　貧困の中の子どもたち』
秋田書店　　　　　　　　　　 ©さいきまこ／フォアミセス



●子どもの貧困といじめ・非行

学力、不登校と貧困のために学校を中心とする子

どもたちの社会から排除される経過について触れて

きたが、大きな人権侵害につながるいじめ、非行問

題と子どもの貧困との関係も見過ごすことができな

い。

いじめの中で一番多いとされるのが無視やばい菌

あつかいをして排除するタイプのいじめである。貧

困課題が大きい家庭の中には、家がゴミだらけ、ま

ともに風呂に入っていない、服がきちんと洗濯でき

ていなくて汚れている、散髪もほとんど行けずに頭

髪がボサボサの子、歯磨きの習慣がなく歯が虫歯だ

らけや口臭のある子など、見た目や臭いが気になる

子どもたちも多くいる。このような子どもたちは学

校生活において「身だしなみがきちんとできていな

い子」として一番まわりから排除されやすく、いじ

めの対象になりやすい。しかし学校の先生もいじめ

の原因に気がついても、クラスの子どもたちに身だ

しなみがきちんとできないその子の家庭の経済事情

を説明するわけにもいかず、いじめへの指導もあい

まいになる中でいじめは加速していく。逆に学校の

先生がまわりの子にいじめ行為そのものを厳しく指

導しただけだと、「先生に怒られるから、あいつに

関わるのはやめよう」と、結局まわりの子どもたち

が、よりその子どもに関わることを避けるようにな

り、子どもの孤立をさらに強めてしまうこともよく

ある。

そして貧困課題を抱える子どもたちは、思春期に

入るあたりから、学校で「いじめ」られていること、

「学力の低さ」を隠すために大人や同級生に反抗的

な態度、威嚇する身なりや行動をしてくることも多

い。まさにハリネズミのように近づいてこられない

よう攻撃性をわざと見せる行為、その一つの形が非

行などの反社会的行動である。また貧困という家庭

の現実を離れ、わかりあってくれる同じ境遇の仲間

と集団をつくり、家庭や学校と違うたまり場という

居場所をつくることによって、非行行為を繰り返す

タイプの子どもたちもいる。その結果、貧困を抱え

る子どもの家庭の背景を見ない大人や子ども社会か

らは、非行行為やその見た目から「集団生活、社会

生活のできないだらしない子ども」としてさらに距

離をとられるという悪循環のスパイラルにはまるこ

とになる。＊5

2．スクールソーシャルワーカーへの期待と課題

このように貧困を抱えた子どもたちは学校生活で

様々なSOSを出している。しかしこのような状態

の子どもに先生たちが教育的に関わったり、スクー

ルカウンセラーがカウンセリングなど心のケアをし

ても、結局子どもの家庭生活が安定しないと課題は

改善しない。家庭が多様化し格差社会が広がる中、

2008年度より文科省はスクールソーシャルワーカ

ー活用事業を始めた。社会福祉士などを教育委員会

が雇用し学校現場にスクールソーシャルワーカーと

して派遣、配置する。事業開始前は全国で100人程

度しかいなかったスクールソーシャルワーカーは

2015年度には約2,000人の規模に膨れ上がった。し

かしながら導入からまだ歴史が浅いため自治体間の

差が大きく、雇用形態、ソーシャルワークの有資格

者の割合、任される業務内容に違いがあり、学校現

場の期待と実際の動きに大きな差があることから、

まだまだ学校現場に定着しているとは言い難い。

ここではある自治体のスクールソーシャルワーカ

ーの動きを紹介する。この自治体では県教育委員会

から各市町村に1名スクールソーシャルワーカーが

派遣され決められた拠点校（モデル校）に週2回（1

回6時間）勤務する。拠点校では授業時間中は、関

わっているケース（だいたい10～20ケース）の子ど

もの授業、休み時間などの様子を観察したり関わっ

たり、本人・保護者面談、家庭訪問しながら、担任

の先生や生徒指導、教育相談、管理職などの先生た

ちと共に子どもの背景についてアセスメント（社会
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調査、行動診断など）を行い、担任や生徒指導関係

の教員を中心に学校内でこの福祉的課題を抱えた子

どもをどう支援していくのかプランを立てていく。

また関係機関（福祉、医療、警察など）とつながり

が必要なケースがあれば先生たちと共に関係機関と

情報交換やケース会議などを開催して子どもやその

家庭と関わっていく。現在、スクールソーシャルワ

ーカーが市町村に1名なので拠点校以外の学校から

派遣依頼が来た場合はスポットで気になる子どもの

支援に入ったり、巡回訪問で対応している（図2）。

このようにしてスクールソーシャルワーカーが福

祉の視点で低学力、不登校、いじめ、非行などの学

校課題に関わると驚くほど多くの貧困を抱えた家庭

に出会うこととなる。一つひとつのケースにしっか

り時間をかけて学校の教職員と共にクラスや先生と

の関わり、友人との関わりなど環境改善を行う「さ

さえる」ことで、学校生活での安全と安心を確保す

る。そして貧困課題など家庭環境については学校外

の関係機関と「つながる」ことで、家庭生活での安

全と安心を確保することが必要となる。しかし現在

のスクールソーシャルワーカーの多くが単年度雇用

の非常勤職であるために学校の中から子どもの貧困

課題による生きにくさを発見しながらも対応するた

めの時間や学校や地域で組織・ネットワークづくり

を行うことが難しいのが現状である。また自治体の

中にはスクールソーシャルワーカーの業務を教員へ

の助言（コンサルテーション）に特化しているもの

もあり、これからのスクールソーシャルワーカーの

業務、雇用体制のあり方が問われている。

3．「ささえる」「つなぐ」から「つくる」へ

限られた時間と役割の中でスクールソーシャルワ

ーカーとして出会った子どもたちにとって最善の利

益を考え、「ささえる」「つなぐ」を繰り返しながら

支援を行っているが、学校としての支援には限界が

ある。特に学校から帰った後の夕方から夜の時間と

土・日、夏休みなどの休日は、学校の先生が子ども

に直接関わることは難しい。またせっかく関係機関
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に「つなぐ」ことをしても貧困を抱える家庭への直

接支援のための社会資源（サービス）が福祉の中に

は少なく、結局は関係機関による情報共有、ネット

ワークづくりと何かあった時のための見守り支援で

終わってしまうことが多い。

ソーシャルワーカーは「ささえる」「つなぐ」支

援だけではなく、実はソーシャルアクションと呼ば

れる、社会資源や制度がなければ「つくる」ことも

できる。本論のまとめとして、スクールソーシャル

ワーカーが学校で見えてきた子どもの貧困課題に対

して、地域の力を活用して社会資源や制度をつくっ

ている実践を報告する。

京都で活動する特定非営利活動法人山科醍醐こど

ものひろばが商店街の空き店舗を活用し、地域ボラ

ンティアが子どもの夜の生活を支える「トワイライ

トステイ」（図3）を始めたのはスクールソーシャル

ワーカーをしている社会福祉士が理事長になった翌

年、2010年夏である。週に1回であるが夜間就労、

保護者の障がいや精神疾患など夜の時間帯に保護者

が家庭で関われない子どもたちに、大学生などの地

域ボランティアがマンツーマンで子どもと関わり、

学習、夕食、遊び、おしゃべり、入浴を共にする。

この活動を利用した子どもの多くが不登校、いじめ、

非行、発達や心理的課題を持っていたが、地域での

安心できる場と安心できる大人の存在によって子ど

もたちは自己肯定感を高めていった。山科醍醐地域

のこの取り組みはやがて学校と連携して行う通学合

宿（ナイトステイ）、放課後や土・日の教室で行う

学習支援や文化体験活動などアウトリーチ事業と事

業内容を拡大している。＊7

この取り組みは、全国のNPOから注目され多く

の地域に広がっている。さらに、滋賀県大津市で

は2014年から山科醍醐こどものひろばの取り組み

をモデルに生活困窮者自立支援法の子どもの学習

支援の枠組みで、大津市社会福祉協議会が子ども

に関わる団体や専門家をつなげてネットワークを

つくる形でトワイライトステイに取り組んだ。社

会福祉協議会を巻き込むことでこの活動は全国各

地に広げることのできるモデルとなり、全国の社

会福祉協議会から注目されている。＊8この取り組み

をさらに改善したものが滋賀の縁創造実践センター

による老人ホームを活用したトワイライトステイで

ある。トワイライトステイは老人ホームで行われて

いる高齢者向けデイサービスが終わる時間から始ま

ることで、空間の有効活用につながっている。また

老人ホームは生活支援の場であるため、夕食提供や

入浴活動が容易に行える。さらに夜に家庭への送迎

が難しい子どもたちには施設の送迎車を活用できる

というメリットもあり、新たな仕組みとして注目を

浴びている。＊9

このように滋賀県では地域での子どもの貧困対策

が進められる中で、滋賀県教育委員会のスクールソ

ーシャルワーカーの業務の中に「子どもの貧困対策

に関わる特別派遣」枠が新設され、スクールソーシ

ャルワーカーが学校とこのような地域活動に子ども
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引用：山科醍醐こどものひろば

〈図 3〉山科醍醐こどものひろばのトワイライトステイ



をつなげ、連携していく取り組みも始まっている。

■おわりに

子どもの貧困は外から見えにくい課題である。そ

して子どもが自分の力だけで脱することができない

課題である。だからこそ子どもに関わる大人たちが、

貧困を抱えることで子どもたちが毎日の暮らしや将

来の夢に不利益を被っていることを自覚して、まず

はそのことに気がつくことがスタートである。気が

つくことができたなら、子どもの生活の場である学

校、また暮らしている地域でそれぞれできることは

必ずある。「貧困」とは「経済的な貧しさ」と「孤

立による困難」が合わさっている言葉である。「貧

しさ」を学校や地域が解消することは正直なところ

難しい。これは社会や制度で手を入れていかないと

いけない。しかし「困っている」ことは学校や地域

の力で解決することが可能である。

子どもの貧困の頂点には、家庭を離れて施設や里

親の元に暮らす「社会的養護」の支援を受ける子ど

もたちがいる。社会的養護による支援は、基本的に

は年齢制限がある児童福祉の制度内支援となること

で、やがて大人になっていく段階で出口の自立支援

の壁にぶつかる。その壁はあまりに高く貧困の世帯

間連鎖を抜け出ることは非常に難しい。

ある日突然、彼らや彼女たちの家庭生活が崩壊状

態になることは希である。学校でも地域でも誰にも

気がついてもらえず長く苦しんだ後に社会的養護の

道へ入っていく。そういう、家庭のみならず学校や

地域からも支えてもらう経験のなかった子どもと、

学校や地域に支えられながら最終的にやむを得ず施

設や里親の元で暮らすことになる子どもとでは、施

設や里親の元での生活に大きな違いが出るはずであ

る。やがて施設を出たり里親の元を離れる時が来て、

貧困の連鎖による社会の厳しさにぶつかった時に、

頼る家がなくても、困った時に地域や学校で関わっ

ている大人に出会った経験をしていれば乗り越えら

れる確率は格段とあがる。

子どもの貧困は格差社会が生んだ新しい現象では

なく、児童福祉や困難さを抱える地域では戦後から

当たり前のように続いていた課題である。今回、法

制度化や社会啓発が進む中で、やっと児童福祉や困

難校だけの問題ではなく、どの学校のどの地域でも

ありえる課題として社会が関心をもつことになっ

た。しかし、この課題に関心をもった社会や地域に

は対応するためのノウハウや経験が少ない。学校や

地域で子どもの貧困を支援する時に、今まで社会的

養護の中で培ってきたノウハウや経験をうまく活か

していくことが、これからの子どもの貧困対策では

期待される。

34 世界の児童と母性 VOL.79

［特集］社会的養護と子どもの貧困

キーワード：スクールソーシャルワーカー

2008 年度から文科省が開始した「スクールソーシャル

ワーカー活用事業」によって全国で展開され、教育現場に配

置されることとなった。子どもたちの環境（学校、家庭、地

域など）に視点を置き、生徒指導や心のケアで本人を変化さ

せるのではなく、子どもをとりまく環境を調整することで安

全で安心な生活を作り出し、子ども本人が本来持っている力

を使って変化を生み出していくように支援する福祉相談専門

職である。特に学校現場で対応の難しいとされる貧困、虐待、

いじめ、非行など福祉課題への支援において、学校や社会か

ら期待されている。
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1．はじめに

私は、北海道・帯広市の出身です。大学進学を機

に上京し、日本学生支援機構とあしなが育英会（以

後、育英会とします）から月11万円の奨学金を借り

ながら、育英会の朝夕食込みで月1万円の学生寮で

暮らし、中央大学に通っています。大学に進学した

あと、育英会での街頭募金などの活動をきっかけに、

「子どもの貧困対策法」（以後、法律とします）の成

立を求める活動に関わるようになりました。そして、

子どもの貧困の当事者として政府に対策を求める集

会や内閣府の検討会などで自分の体験を話してきま

した。私の先輩である、育英会から奨学金を借りて

いた大学生たちが2009年に法律の制定を政府に求

める「第21回遺児と母親の全国大会」を行ってか

ら、育英会の大学生たちは、当事者の立場で法律制

定を訴える運動に関わってきました。私には対策へ

の専門知識やノウハウもありませんが、私の先輩た

ちの運動の経緯と、私が一昨年から本格的に活動へ

関わり始めて現在にいたるまでの法律の動きについ

て、当事者の大学生視点で言葉にしていきたいと思

い、本稿を書かせていただきました。

2．父の自殺・母の自己破産

育英会は、遺児家庭と障害者家庭の子どもを対象

に奨学金など物心両面で支援を行っています。その

育英会から私が奨学金を借りるきっかけは、2005

年9月、中学1年のときに父親を自殺でなくしたこ

とでした。父と母は二人三脚で零細な建設会社を経

営していました。毎日、作業着で仕事に出かけてい

く父の大きな背中に頼もしさを感じていました。し

かし、事業が立ち行かなくなり、父は会社の負債を

自分の生命保険金で弁済しようとして自ら命を絶ち

ました。最初は、急性心筋梗塞が死因だと説明を受

けました。あとになって私が父の遺書を見つけ、母

に差し出すと、隠しきれないと思ったのか、本当の

死因は自殺だと教えてくれました。近しい親族以外

には隠された事実でした。

しかし、自殺の免責期間中で保険金がおりないこ

とがわかり、母は自己破産と相続放棄の手続きを進

めました。手続きで外出するとき以外は、母は寝室

に閉じこもるようになりました。「家が差し押さえ

られ、年内には出て行かなければならないかもしれ

ない」。「競売が始まったら、祖母の家に移るから転

校になる」。「お金がないから学習塾を辞めて」。母

との会話は、何かがなくなる、という内容が多くな

りました。抵抗のできない激流に押し流されていき、

いつか自分も父のように追い込まれて死ぬのではな

いか、と心も身体も張り詰めた状態が続きました。

幸いだったことは、私の家族は孤立していなかっ

たことでした。「いつでも頼って」と手助けしてく

れる祖母や叔母たち。奨学金などを紹介してくれた

先生や遊びに行っては夕食をごちそうしてくれた友

高橋
た か は し

遼平
りょうへい

““STOP! STOP! 子どもの貧困子どもの貧困””
に向けてに向けて

Ⅱ 「子どもの貧困」に向き合う

「STOP! 子どもの貧困東京ユースミーティング」実行委員長
「子どもの貧困対策センター・一般財団法人あすのば」理事、中央大学４年



人の家族。特に祖母や叔母たちは、か

わるがわる母親を訪ね、心の支えにな

ってくれました。母が立ち直り、仕事

を探す際にも祖母から経済的な下支え

を受けました。働く上で必需品であっ

た車の代金をいったん祖母に肩代わり

してもらったこともあります。また、

父が厳しい中でも年金の支払いを続け

てくれたおかげで、遺族年金がもらえ

たことも大きかったです。挙げるとキ

リがないほど多くの支えを受けて、私

が高校に入学したころには、生活は安

定を取り戻しました。私は、社会から

見捨てられませんでした。だから生き

て、可能性を追求できています。どう

言葉にすればいいかわかりませんが、「社会に恩を

返さなければならない」と思っています。

3．「子どもの貧困対策法」と

あしなが育英会の大学生たち

次に、2013年6月に子どもの貧困対策法が衆参両

院の全会一致で成立するまでのあゆみを、育英会か

ら奨学金を借りていた大学生の視点から外観してい

きます。冒頭に記述したように2009年12月から育

英会の大学生は法律の制定を訴え始めました。直接

のきっかけは、その年の10月に民主党政権が初め

て日本の相対的貧困率を公表したことでした。その

当時の最新の調査で「子どもの貧困率」は14.2％で

した。また、ひとり親家庭の子どもの貧困率は、

54.3％でした。私の先輩たちは、その数値の高さに

衝撃を受けました。そして、育英会の支援対象は遺

児家庭と障害者家庭の子どもだけでしたので、生別

のひとり親家庭の子どもなどすべての経済的な困難

を抱える子どもたちに必要な制度を整えるために

は、法律をつくるしかないと考えました。しかし、

法律の原案づくりが進み始めたころに、東日本大震

災が起こりました。それから、政府も育英会も被災

者への支援に手一杯となり、法律の動きも止まって

しまいました。法律が制定に向け、再び進展し始め

たのは、2013年でした。

その年に大きく法律の成立を後押しした集会が２

回ありました。育英会と「なくそう！子どもの貧困」

全国ネットワークが主催したもので、1回目が3月

に、2回目が5月に行われました。私は2回目の集

会から本格的に関わるようになりました。集会では、

各党の窓口となる国会議員が出席し、実効性のある

法律の制定に理解を示しました。集会づくりでは、

育英会の先輩たちが汗を流していました。活動の中

心となっていた先輩は、風邪をひき、熱を出しなが

らも踏ん張っていました。6月19日、法案が参議院

でも通過し、成立した瞬間には、抱き合いながら涙

を流していた先輩たちの姿を見ました。この成果を

無駄にしてはならないと思いました。

12月には、育英会の大学生が法律の制定を初め

て訴えた「遺児と母親の全国大会」で、私が第25

回目の学生の責任者となり、先輩から運動のバトン

を受け取りました。その集会では、法律の早期施行
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〈私たちのあゆみ〉
―法律制定／“STOP! 子どもの貧困”に向けて―

2009年10月 民主党政権下で相対的貧困率の公表
12月 育英会の大学生が「子どもの貧困対策基本法」制定を訴える

2011年 3月 東日本大震災
2013年 3月 法律制定を訴える緊急院内集会の開催

（育英会、「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク主催）
5月 法律制定を訴え東京・代々木公園に500人が集まり

市民集会・デモ行進
6月 「子どもの貧困対策を推進する法律」成立

12月 育英会の大学生が法律の早期施行と実効性の高い大綱案を
政府に要望

2014年 1月 法律施行
4月 「第1回子どもの貧困対策に関する検討会」開催
5月 全国12団体の学生を中心に学生版大綱案を政府へ訴える
8月 「子どもの貧困対策会議」（会長：安倍総理大臣）にて大綱策定

9月～ 対策計画策定を求める学生集会が名古屋を皮切りに全国で開催
2015年 6月 「子どもの貧困対策センター・一般財団法人あすのば」設立
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と実効性の高い「子どもの貧困対策に関する大綱」

（以下、大綱とします）の策定など7項目を政府に要

望しました。無事に翌年（2014年）1月に法律が施行

されると、子どもの貧困指標の削減目標の設定など

策定される大綱の実効性をいかに高めるかが課題に

なりました。

4．STOP！子どもの貧困東京ユースミーティング

大綱の内容の充実のために、私を含む育英会の大

学生たちは、学生版の大綱案を政府に提出する

「STOP！子どもの貧困東京ユースミーティング」

を昨年5月に企画しました。前述した「遺児と母親

の全国大会」のように育英会の大学生による集会で

は、遺児家庭の要望が主なものでした。しかし、遺

児家庭は母子世帯の7％ほどに過ぎず、説得力のあ

る大綱案を提案するためには、経済的に厳しい状況

にある子どもたち全体の声を反映したものでなけれ

ばならないと考えていました。そこで企画されたも

のが東京ユースミーティングでした。そして、東京

ユースミーティングを実行していく中で、他の誰か

への優しさが、同じ優しさを持つ次の世代の誰かに、

同じあきらめを強いてしまっている状況があるので

はないか、と私は感じていました。

いま、経済的に厳しい家庭の子どもたちの進学は、

家族の誰かの自己犠牲で成り立っているのではない

かと思っています。心も身体もすり減らして、子ど

ものために働くお母さん、お父さん。妹や弟のため

に、進学をあきらめて、自分の夢をあきらめて、就

職の道を選ぶお姉さん、お兄さん。逆に、兄姉の進

学を考えて、大学や専門学校に行きたいとは言い出

せない妹さん、弟さん。家族の誰かが無理をして、

我慢をして、家族の他の誰かの可能性を引き出すた

めに何かをあきらめています。私の父もそうでした。

自分の命と引き換えに、家族を守ろうとしました。

しかし、自分が問題を抱え込んで、我慢してしまっ

ては、社会は問題の存在に気づけません。結果的に、

社会は変わることなく同じ制度などが残り続け、同

じような環境の誰かが同じように他の誰かのために

自分を犠牲にしてしまいます。この悲しい我慢の連

鎖を断ち切りたいという思いでした。

また、現「子どもの貧困対策センター・一般財団

法人あすのば」の代表理事で、当時育英会の子ども

の貧困対策担当の職員だった小河光治さんとともに

全国の支援者や研究者の方にお話を聞きに遠征をし

ました。そこで、児童養護施設の子どもたちが18

歳で施設を出ざるを得ず、頼るあてもなく生き疲れ

ていく、また、施設につながることさえもできなか

った子どもたちの過酷な実情などを聞きました。昨

年4月末でした。内閣府「子どもの貧困対策に関す

る検討会」の第1回目が終わってすぐの時期でした。

私は当事者として検討会に参加させていただいてお

りましたが、とても背負いきれぬ重みを感じました。

精一杯生きてきたつもりだった私の人生は、比較的

に恵まれたものだと自覚せざるをえませんでした。

どうして、こんなにもみんなつらい思いをしなけれ

ばならないのでしょうか。大阪から鳥取に向かう駅

のホームで、夕食を買いに行ってくれた小河さんを

ベンチで待ちながら、涙が溢れてきました。私の命

をあげるから、対策を進めてほしい。自己犠牲の美

徳を否定しておきながら、そう思ってしまいました。

そして、その遠征や検討会でお話をうかがった子

どもの貧困対策に関わる全国の12団体の方からご

指導をいただきながら、学生版の大綱案を取りまと

めました。この大綱案は、〈最重点要望〉〈重点要望〉

〈要望〉という形式で実現可能性や必要性などを踏

まえて強弱がつけられていました。〈最重点要望〉

は、子どもの貧困の実態把握と削減目標の設定、当

事者も入った恒久的な審議会の設置、そして、内閣

府に「子どもの貧困対策室」を設置してもらうとい

う3項目でした。いずれも対策を進めていくために

は、不可欠なステップだと思います。貧困率はもち

ろん、剥奪経験や都道府県別の調査など効果的な対



策を練るために必要な実態把握は、しっかりとなさ

れれば国民の対策への理解も深まり、ひいては対策

への予算措置の合意につながるはずです。また、第

一線の研究者や支援者はもちろん、子どもの声が直

接的に対策へ反映される仕組みや、対策の進捗や成

果を検証できる場づくりも必要不可欠です。さらに、

省庁横断の対策を進め、対策が継続的に動いていく

ためには、調整役の内閣府に対策を担当する組織的

な基盤がなければなりません。このように〈最重点

要望〉は、対策を進める上での前提となる基盤づく

りを求めるものでした。また、〈重点要望〉には、

高校生への奨学給付金制度の拡充など文科省の管轄

の要望を、〈要望〉には、児童扶養手当の拡充など

厚労省の管轄の要望を入れました。それは、両省の

あいだで対策への温度差を感じていたからでした。

腰の重い厚労省の要望を前面に出しすぎて、結局す

べての要望を拒否されてはたまらないという懸念か

らでした。

そして、昨年8月29日に、安倍総理大臣が会長を

務める「子どもの貧困対策会議」が開かれ、大綱が

策定されました。文科省の管轄では、スクールソー

シャルワーカーの配置拡充など進展が見られ、推進

体制においても審議会という形式ではないですが、

関係者からの意見を聴き対策検討の仕組みを設ける

など学生版大綱案が盛り込まれた部分もありました。

また、削減目標どころか改善指標の中にすら貧困率

が明記されない懸念がありましたが、子どもの貧困

率・ひとり親世帯の貧困率については少なくとも改

善を目指す位置づけになりました。対策室の設置に

ついては、内閣府に省庁横断のための「室」が集中

している状況では実現が難しかったようです。私た

ち学生が落胆したのは、児童扶養手当の拡充につい

て全く記載がなかったことでした。せめて「検討」

という形だけでも明記してもらいたかったです。

5．「STOP！子どもの貧困」掲げた

全国でのユースミーティング

大綱には盛り込まれなかった要望も多くありまし

たが、それでも私たちにできることはまだ残されて

いました。法律には、都道府県が「子どもの貧困対

策計画」（以下、計画とします）を策定することが

努力義務として規定されていました。大綱で合意さ

れた中身を全国で実施していくためには、少なくと

も全都道府県で計画が策定されなければなりません

でした。また、独自の財源で対策を強化する都道府

県もあるかもしれないという考えから、育英会の大

学生が中心となって、全国の中核都市で都道府県に

計画の策定を求める「STOP！子どもの貧困」を掲

げたユースミーティングが企画され、実行されてい

きました。

大綱策定から約1ヶ月後の9月後半には名古屋

で、10月前半には京都でユースミーティングが開
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STOP! 子どもの貧困全国ユースミーティング

〈子どもの貧困対策大綱案〉
※〈最重点要望〉〈重点要望〉を抜粋
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の声を直接的に反映させるための仕組みとして、

「子ども委員会」を設置して小学生から大学生まで

経済的な困難などを抱える子どもの意見を集め、理

事会には大学生が理事として入り、子どもの立場か

ら事業に意見を出すことを予定しています。実際に、

現在理事6名のうち3名が大学生であり、その中に

は児童養護施設出身の大学生もいます。その学生は、

日中NPOでインターンをしながら、夜間の大学に

通っています。彼は、「運＝助けてくれる大人との

出会い」だと言っていました。私もたくさんの大人

から助けてもらった「運がよかった」子どもの1人

です。だからこそ、「自分は運がよかった」で終わ

らせず、一つひとつの運が積み重なって必然となる

社会の担い手になりたいと考えています。社会を担

う私たち一人ひとりが社会そのものだとすれば、子

どもたちは次の社会を担う未来そのものです。かわ

いそうな子どもに手をさしのべる、といった視点で

はなく、一緒に昨日よりも少しでもいい社会になろ

うよと、そんな温かいまなざしで子どもたちと向き

合っていきたいです。

キーワード：子どもの貧困対策センター・一般財団法人あすのば

「調査・研究によるデータな

どに基づいた政策提言」、「活動

の持続・発展のための支援団体

への中間支援」、「自立に向け、

物心両面での子どもたちへの直

接支援」という 3 つの柱にもと

づいて事業を行う財団法人。そ

の運営には、理事会に子ども代

表として大学生が理事として入

り、また、「子ども委員会」を設

置し、経済的な困難などを抱え

る子どもたちの声を直接的に事

業に反映させる。法律成立から

2周年の 2015 年 6月 19 日に

設立（代表理事 小河光治）。

あすのば 事業の3本柱

調査・研究による
データなどに基づいた

政策提言

活動の持続・発展のための
支援団体への
中間支援

自立に向け、物心両面での
子どもたちへの
直接支援

子どもの貧困の実態を徹底
的に「見える化」し、具体
的・建設的な提言をする

子どもを支える組織や人をし
っかり支えることで 全国各
地で充実した支援体制の確立

支えられた子どもが支える側
にまわれるような社会全体で
子どもを育む仕組みの拡大
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★子どもたちで組織する「子ども委員会」を設置して、子どもたちが困っているこ
と、意見、要望などにしっかり耳を傾け、尊重するしくみをつくる

★「子ども委員会」を代表して学生が理事となり、「子どもがど真ん中」になって
子どもの声を直接センターの運営に反映できる組織づくりをする

★子どもの貧困対策に関わるあらゆる分野の関係者が力をあわせ、行政や政党など
に対して中立的な立場でさまざまな活動や事業を展開する

催されました。どちらの集会にも県知事が来てくだ

さり、名古屋では子ども・子育ての計画に子どもの

貧困対策についても盛り込むと答弁いただき、京都

では計画を策定することに加え、当事者が入った計

画づくりの検討会を行うと明言していただきまし

た。実際に、京都府では11月までに4回の検討会

が開かれ、12月には計画の中間案が取りまとめら

れました。

11月には、北海道でユースミーティングが開か

れ、都市型の政策では広大な地理的条件を持つ北海

道の実態には合わないとし、独自の計画の必要性を

訴えました。また、12月には福岡で、今年2月には

前橋、5月には仙台でユースミーティングが行われ

ました。

6．子ども＝未来

いま私は、「子どもの貧困対策センター・一般財

団法人あすのば」で学生理事として運営に関わって

います。あすのばは、3つの事業を柱に子どもの貧

困対策を全国へ広げていきたいと考えています。1

つ目が調査・研究によるデータなどに基づいた政策

提言、2つ目が活動の持続・発展のため支援団体へ

の中間支援、3つ目が自立に向け、物心両面での子

どもたちへの直接支援です。その事業運営に子ども

参考文献

●小河光治（2015 年）・子どもの貧困対策　現状と課題―
「子どもの貧困対策法」成立と大綱策定の過程の中で―・
福島大学大学院
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方
針



はじめに

貧困家庭の子どもたちへの学習支援、家で食べら

れない子どもへの居場所づくりや食事提供等、粛々

とした支援活動が子どもの貧困対策の底辺を支えて

いる。子どもに対するこのような支援はますます拡

大の必要に迫られるだろう。

しかし、子どもたちは根本の生活を家庭に依存し

ている。そのため、保護者への支援も同時に手当て

されなければ、子どもの将来は保障できない。

生活が平均水準以上の家庭は、経済的困窮が一時

的に襲ったとしても、大方の場合、乗り切る意欲と、

知恵やスキルが手に入る資源を持っているからこそ

乗り切れる。しかし、社会的養護を必要とする家庭

は、すでに意欲もなく、知恵やスキルも持ち合わせ

ていない。そういう資源の存在すら知らないことも

ある。そのため、貧困から脱していくことはそう簡

単なことではないと想像する。

インケアの充実を第一優先としながらも、昨今で

は家庭支援の役割の大きさも取り沙汰されている。

児童養護施設の家庭支援専門相談員（以下FSW）と

して出会った家族への関わりの中から、「貧困」を

考えてみたい。

社会的養護を必要とする家庭に見られる

精神的貧困、文化的貧困の連鎖

社会的養護を必要とする家庭の課題の中で、「貧

困」は大きな負の因子として認識されている。「貧

困」以外の別の負の因子が措置理由だとしても、そ

のために貧困に陥る場合もある。

「貧困」は次の負の因子を誘発し、複雑に絡み合

い、負のスパイラルを形成している。また、「貧困」

や他の負の因子も、その世代に突発的に起こったも

のとは到底考えられず、世代間連鎖という言葉で表

されるように、その連続性は、筆者のような一福祉

従事者にとって、時には太刀打ちできない壁となっ

て支援過程に立ちふさがっている。

当事者には不本意なはずの低学歴、不安定な就労

状態、時に華々しく繰り返される問題行動や行動様

式、それらを当たり前のことのように淡々と当事者

たちは受け入れているようにも見えてしまう。その

ような無気力状態は、長期にわたり不安定な生活に

埋没し続けてきた結果であり、単なるイレギュラー

で起こった、人生の不運による経済的な問題では片

づけられない根深い精神的、文化的貧困がうかがえ

る。

「貧困の自己責任論」の否定

経済的困窮に対しては、生活保護の利用が考えら

れる。生活保護は貧困から抜け出すための公的扶助

であるが、生活保護が急場の生活の糧として効果的

に利用され、その後の生活の立て直しに用立てられ

たかというとそうでない場合に出くわすことがよく

児童養護施設神戸真生塾 家庭支援専門相談員 秋本
あ き も と

真一
し ん い ち

社会的養護の中の貧困社会的養護の中の貧困
―家庭支援専門相談員の活動から

Ⅱ 「子どもの貧困」に向き合う
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ある。

生活保護を利用し続ける方々の中には、それを上

手く利用しようとしないのではなく、で
・
き
・
な
・
い
・

方々の存在があるようにも感じている。また、周り

にSOSを出さずに孤立を自ら選択しているような

方々も、実際はSOSを出さないのではなく出
・
せ
・
な
・

い
・
のではと想像するが、そうしたことが、貧困家庭

に対して「自己責任論」という手厳しい意見が出て

くる要因にもなっている。

支援関係にある家族の生活の実態に触れ、弱者で

ある子どもたちの心に深くつめ跡を残しているのを

目の当たりにすると、子どもには責任はない、とい

う考えと同時に親への怒りを覚えることもしばしば

である。しかし、家族に深く関わるにつれ、親の責

任を追及することは何ら意味をなさないというとこ

ろに落ち着いていく。支援者に対して力を誇示し圧

倒してくる親でさえ、社会的養護のセーフティーの

網からすり抜けてしまった社会的弱者であったとい

うことに気づくことになる。セーフティーであった

はずの児童養護施設から課題を残したまま巣立つ子

どもが、社会から排除されていく姿にも重なる部分

である。

過去、支援者として不本意ながら起こる、当事者

に対する陰性感情の取り扱いに苦労した経験を持

つ。それは、貧困の周辺にある虐待やDVなどの暴

力、アルコールや薬物などへの依存、支援者に向か

う攻撃的な態度等に対する無意識の防衛反応だった

のかもしれない。社会的養護の中の「貧困」を考え

るに際し、この、当事者たちは社会的弱者であると

いう、「自己責任論」否定の立場に立たなければ、

貧困は捉えることはできない。

専門家も確立しえていない「貧困」周辺の課題

今では子どもの措置理由に「貧困」（破産等の経

済的理由）の占める割合は、「虐待」の増加とは反

対に小さくなっている。が、措置理由が親の虐待、

未就労、入院、拘留、精神疾患となっているケース

にも、「貧困」は常にベースにあると推測できる。

さらにその貧困の周辺には、アルコール、ギャンブ

ルなどの依存があり、抑うつ、自傷、大量服薬、自

殺企図、不安定な人間関係に代表されるようなパー

ソナリティー障害の存在も家族との関わりの中から

分かってくることがある。

筆者は、このような課題に直面した場合には、で

きるかぎり専門機関や専門家の支援につなげる努力

をしている。当事者がその利益を最大限に得ること

ができるよう支援することが、FSWの役割であり、

実際、その連携に助けられてきた。しかし、これら、

貧困の周辺にある事柄についての専門家の見立てに

は心ないものも少なくない。

「アルコール依存は勝手に飲めなくなるまで待つ

しかない」（肝硬変を待つ）。

「麻薬依存を絶つには、薬のない環境でないとダ

メだ」（刑務所に行くしかない）。

「精神が不安定ですね。安定剤を多く出しましょ

う」（先生、薬の出し方に問題ないですか？　到底、

こちらが言えることでない）。

境界性人格障害と診断した主治医は、「この患者

は治らないから、連れてこないでほしい」と（待合

室で壁を蹴ったから仕方ない）。

競輪競馬などへのギャンブル依存について個人的

意見を述べれば、公営賭博場は至る所にあり、敷居

が低すぎると感じている。パチンコも同様であり、日

本の経済界も煽っているため、依存する人は減らな

いだろう。専門家による上記のような見立ては支援に

行き詰まった果ての極論にも聞こえるが、貧困の周

辺にある諸問題は、専門家の弛まない努力において

もその具体策は確立しえていないと言えるだろう。

事例に見る「貧困」の実相

次に「貧困」と、それに絡む諸問題を抱えた事例

を紹介する。
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事事例例

「母子家庭への危機介入と支援連携」

〈入所経緯〉

「Ａが薬の大量服薬により、リストカットを

しようと電話先でわめいている。5歳女児がい

るが、Ａが混乱しているので、どうしたらよい

か」と、Ａの姉にあたる相談者から施設に深夜

の相談がある。相談者に対し、車で1時間ほど

の距離にあるというＡの自宅を訪問して、Aと

女児の無事を確認するよう助言。相談者はA

の自宅を訪問して二人の無事を確認、その夜は

収束した。翌日、FSWがAの自宅へ家庭訪問

を実施したところ、Ａは服薬の影響なのか朦朧

としており、女児への養育状況は悪い。ＡとＡ

の母、相談者に児童相談所への相談を促す。そ

の結果、女児は筆者が勤務する施設での一時保

護委託の後に入所となる。

〈処遇方針〉

Ａは精神不安定で、女児の養育は困難である。

Ａは母との関係が悪く連絡を拒否。過去、母か

らお金の無心もあって断絶状態とのこと。相談

者も精神不安定であり、子どもを施設に入所さ

せている。とてもＡのサポートは望めない。ま

た、Ａの元夫も音信不通の状態である。

Ａは仕事を休む状態が続いており、借金がか

さんだ末に自己破産。その直後で生活費は底を

ついていた。先が見えないことから不安が増大

し、オーバードーズ（overdose、薬物の過量摂

取、以下OD）につながっている。

女児の入所を機に、医療、福祉との連携によ

りＡの生活基盤の確立を目指す。近親者に、Ａ

の行動化への対処法を伝え、近親者のフォロー

も仰ぐ。

〈一時保護～入所初期〉

Ａは子どもの一時保護委託を承諾したもの

の、措置後、すぐに子どもを返してほしいと要

求。その翌日、ODのため緊急入院。退院後も

自殺企図、リストカット、無理な要求を通そう

とするなどして、支援者、近親者を振り回す。

精神科治療の継続や再入院、家賃が高額なため

の引っ越しなど、医療、住宅に関することは、

生活保護の適用によって問題なく対処できた

が、支援者に対しての依存傾向からＡ自身の頻

回な連絡と要求はますますエスカレートしてい

く。環境は整備されつつあっても、Ａ自身の状

態は悪化しているように見える。

〈入所中期～〉

Ａは、新しいパートナーとの不調により大き

く波打つ精神状態が続き、騒動の末別れる。就

職にこぎつけるも、妊娠中絶を経て離職。その

後も、経済不安、養育不安、見捨てられ不安に

より何度もODやリストカット等の行動化を重

ねる。また、精神科通院の定着がうまくいかず、

次々に通院先を変え続ける。いつまで続くか分

からないと支援者側にも迷いが出る。その後、

ある精神科医師の親切な治療に出会い通院は何

とか定着していったが、生活保護費をパチンコ

に浪費して外泊ができなくなるなど不安定な状

況は繰り返され、1千円ほどのお金を支援者に

要求することもあった。準看護師の資格が幸い

して、転職は続くも次第に落ち着き、生活保護
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の廃止に至る。外部を巻き込むような行動化は

治まり、定期的に外泊ができるようになってき

ている。

〈支援過程の振り返り〉

①入院は支援体制整備のチャンス。ODにより

緊急入院した際には、児相ケースワーカー

（以下CW）から行政に生活保護を要請。保護

CW・支援室保健師・児相CW・FSWでの

カンファレンスを実施した。

②住居の問題や経済的な問題は、保護ＣＷと連

携することで、具体的な対策を後ろ盾にでき

た。それに伴いFSWへの信頼が増し、精神

的サポートがしやすくなった。

③役割分担は必要。支援者それぞれの進捗状況、

ケース全体の流れを把握するケースの舵取り

役を明確にすることが重要。このケースでは

保護CWが担い、支援者全員がケースを把握

したり、処遇の転換の際に効果的な役割を果

たした。

④初期の混乱時、FSWに対し振り回しが強い

ので、依存対象を分散させるために保護ＣＷ、

保健師にも家庭訪問を実施してもらい、Ａの

気持ちに寄り添ってもらう。Ａも少しずつ、

支援者を時々に応じて使い分けできるように

なった。

⑤不安定な時は些細なことで行動化するため、

支援者は情報交換を密にすることで、ズレを

作らないようにした。

⑥精神科医療につなげる際には、FSWが診療

に同行してフォローした。主治医もカンファ

レンスに参加することで、破綻しやすい治療

関係を維持することができた。また、危機状

況ではＡとの電話でのやりとりに応じてくれ

るなど、主治医に普通より踏み込んだ関わり

をしてもらえた結果、難局を乗り越えられた。

⑦夜間、「子どもと会わせてほしい」と訴える

A。施設側の制止を無視して敷地内に入るよ

うな行動には、警察に通報するという強い姿

勢を見せて、Aの行動を抑制したこともあっ

た。施設との関係が不調となっても複数の支

援者が交互に関わることで、孤立を防ぐこと

ができた。

〈現在〉

5歳で入所した女児は、入所を継続し高校に

通い、さらに上への進学を目指している。彼女

の夢は看護師の仕事をして母を助けていくこと

だと聞いた。Ａの自立への回復スピードは、彼

女の成長には追いつかず、母子への支援は、家

庭復帰を目標とする支援から、彼女の社会自立

を中心に置いた支援に移行した。彼女が看護師

として社会で自立した生活を確立できれば、貧

困の連鎖を一旦は遮断したことになるだろう。

二人がお互いに自立した生活を獲得するまで、

この母子への支援は続く。

半歩ずつ踏み込んだ支援

Ａの子ども時代を聞いた。Ａの母の男性遍歴、数

回の離婚、借金取立ての記憶、親子での自殺未遂な

どが尾を引き親子間の葛藤は未だぬぐえず、母親と

なった今もＡの自立を阻んでいる。社会的養護の網

目からすり抜けてきた家族と言える。

このケースの場合、ベテランの保護CWの導きも

あり、連携のとれた支援者それぞれが、適時、半歩

ずつ踏み込んだ関わりで、粘り強く寄り添うことが

できた。支援者それぞれの関わりが、前のめりで独

りよがりのものだったとすれば、支援関係の維持は

難しかったと思う。この事例のような依存傾向の強

い困難ケースの当事者、支援者を非難したり過剰に

持ち上げたり、また、支援者それぞれに違うことを

伝えていたりするなど、支援者は当事者からの操作



を受けることがある。無意識とも受け止められなく

もないが、巧みに支援連携を崩してくることがある。

いわゆる支援者が巻き込みに遭うという状態だ。し

かし、そのようなことも当たり前にあると想定し、

密な支援連携がなされることで、各支援者が当事者

に離れすぎず、近すぎない、半歩ずつ踏み込んだ効

果的な支援が可能になると考えている。

ある家庭復帰した家族、「3億円家族」と呼ばれて…

ある別の母子家庭のケース。「6人の子ども、前

夫からの暴力、鬱があり養育に疲れて子どもに手を

出してしまう、食費がないので短期間だけ一時保護

してほしい」という母の訴え。が、生活保護費が減

るので1カ月を超える長期の入所は避けたいと言

う。その家族に長く関わってきた保健師が母を説得

し、まだ幼かった4人が施設入所となった。

入所して2年、母の家庭復帰への強い意志が出て

復帰の支援へと進んだ。家庭訪問すると、ゴミが家

の玄関先まであふれ襖は破れ外れたまま。炊飯器や

冷蔵庫にはカビが繁殖しており、これらを片づける

ことから始めた。横では、数日、登校をしていない

在宅の兄二人が喧嘩を始める始末。二人を布団叩き

でけ散らす母。それを止めるのも忘れ、児童相談所

のCWと顔を見合って思わず吹き出しそうになった

のを覚えている。

支援機関が集まってのカンファレンスでは当然と

してリスクが浮上し、どの機関も引き取りには積極

的になれず、話し合いは停滞していた。そんな時、

ある支援者が「リスクはある。でもあの家族の文化

だから…、家族の結束は強く子どもたちも逞しい。

家族がお互い求め合っているこのタイミングに」と、

ある意味乱暴に聞こえるこのフレーズがこの会議を

進め、結果として家庭復帰へと進んだ。

退所後も子どもたちの通う保育所、学校も入って

のカンファレンスが行われ、それぞれの機関が関心

を持ち続け、必要に応じて支援の手を出したことが

効を奏したのか、再入所には至っていない。地域の

見守り体制を整え、地域生活を維持できているとい

う意味では成功したケースと言えるが、根本の生活

状況は入所前、入所中、退所後と変わりないと見て

いる。「貧困」というリスクを背負ったままの再ス

タートであった。

その他の家庭復帰ケースも大なり小なり同じよう

なことが見られてきた。家族に必要な支援はなされ

たのか、ここでも残念ながら「貧困」に対しては敵

わなかったと振り返る。

ある行政の支援者が言った。あの家族は「3億円

家族」だ、と。将来、世代にわたって生活保護費に

使われるお金ということである。金額に全くの根拠

はないが莫大な金額というイメージであろう。

家庭復帰には、頼りの綱である生活保護

筆者が勤める施設の過去数年間の家庭復帰がなさ

れた家庭を見ると、約6割が生活保護世帯であった。

入所時より生活の質が変貌したケースは、パートナ

ーが資産家で高級マンションを与えられ、内縁関係

により生活が一変した1例だけである。

施設入所児の多くは一人親世帯で、特に母子世帯

であることが多い。家庭復帰を支援する過程で、親

の就労を確認していくと、生活保護世帯でない場合

は夜の飲食店で働く母が多い。夜の仕事を抜けるこ

とが引き取りの条件になる場合があるが、抜けられ

ないのは給料が良いだけでなく、夜の仕事以外に術

がないからだという。仕方なく性風俗をアルバイト

にしている方もいた。また新しいパートナーが現れ

て引き取りになったが、短期間のうちに関係が破綻

するケースも珍しくない。結局は生活保護に落ち着

くことが多い。

生活保護を受給して引き取りになることは、支援

者の目が届きやすく、何かの時には支援の手が入り

やすいという点で、家族の利益になっている。支援

者側も安心感を得ることができる有効な資源が、生
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活保護であると言える。

一方で、悩ましい生活保護の実際

生活保護で生活していたある母は、子どもの引き

取りのため引っ越しを進める中、自立のため仕事も

始めていた。しかし、その月の給料が生活保護費の

金額を超えたことにより保護廃止になったという。

その後、引っ越しは断念。友人の家に住むことにな

り、夜の飲食店でのバイト生活から抜け出せなくな

っていた。相談を受けた時には住居がない不安定な

生活に戻っていた。この間の生活は、本来保護CW

と相談しながら進めるものだが、その点を確かめる

と、相談しながら進めたと言う。これは支援機関の

連携がなく、家族の支援計画の共有がなされなかっ

た結果だと言える。

最近の入所児童の家庭復帰では、入所児童の児童

手当てによる貯金が数十万円、兄弟になってくると

高額になり保護廃止になってしまうこともあるた

め、引き取りに合わせた金銭に関わる処置も必要と

なっている。

18歳で高校を無事に卒業し、施設から退所する

ケースでは、児童の保護者が存命でも、生活保護世

帯の場合、ほとんどの退所児童は親との同居を避け

ている。同居すれば、働いたお金が収入認定される

ことで、給与分が差し引かれた生活保護費の支給に、

働いても働かなくても同じであると働く意欲を失う

こともある（実際は、各種控除によって使える金額

は少し増額になる）。生活保護に対する不理解が原

因だが、生活保護制度の在り方は、まだまだ悩まし

い問題を含んでいる。

FSWができる支援を考える

地域にありつづけてきた児童養護施設の支援だか

らこそできる支援。その支援は、貧困の中にあって

も、今ある制度、資源を活用して前向きに生きるこ

とができるよう励まし、支えること、孤立させない

ことであったと振り返る。

決して特別なことではなく、パートナーシップを

基本に人間への信頼回復を図り、さらに社会で自立

して生活するためのスキルの習得など、それらによ

って将来への希望を持てるようにする支援である。

施設が子どもたちの自立のために取り組んできた支

援と大きく差はない。貧困に立ち向かう支援の基礎

の部分であり、大きく間違っていないと思っている。

本気で貧困に立ち向かい、子どもを貧困から守ろう

とするならば、付け焼刃の施策ではなく、福祉、教

育、医療、就労等の各分野で思いきった政策の導入

は不可欠であり、それらがソーシャルワークの実践

に支えられ、すべてが並行して、効果的に施されて

こそ、目的は達成されるのではないだろうか。

筆者の勤める施設には、地域の子育て家庭の支援

機関である児童家庭支援センターが付設されてい

る。今後、児童家庭支援センターの拡充は求められ

ている。そこで、FSW、里親支援専門相談員、そ

の他のソーシャルワーク機能を有する者が束ねら

れ、協力して専門性を発揮するならば、地域の子ど

も家庭の脱貧困という大きな課題にも向き合うこと

ができるだろう。そのため、児童養護施設への児童

家庭支援センターの付設が今以上に進めば、そして

地域とともにあるという利点がこれまで以上に十分

に発揮されれば、児童養護施設はケースマネジメン

トの中心的役割を担うことができるのではないだろ

うか。

おわりに

社会的養護の支援の最前線にあるといってもよい

児童養護施設であるが、家族への支援において、ソ

ーシャルワークの実践は追いついていないのが現状

だ。児童養護施設だけでなく、福祉事務所、児童相

談所、病院、保健所の相談員等も、それぞれの所属

する機関の中で機能しているが、他機関の支援を総

合し、それぞれの武器を使いこなし、藁をもすがり



たい家族を、その危機から圧倒的な力で一旦は引き

揚げる瞬発力と、家族を目的達成まで支え続ける持

久力は持ち合わせていない。まだまだ制度改革やシ

ステム構築が現場に届き、機能するまでには相当な

時間が必要と思われる。それでも、地域にある施設

の現場では、変わらず家族に寄り添い、粘り強く関

わり続けることの大切さは変わることはない、と信

じている。
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信頼関係を築き、お互い対等の立場で協力し合うこと。

FSWの支援にはお金の支援は含まれない。また強制力もな

いため、援助感を提供し課題の達成に導くためには、絶対的

な信頼感を醸成するしかない。その信頼感は時として支援の

最大の武器となり、指導力をも含み、危機に介入、その打開

にもつながる。児童養護施設職員が比較的得意とするスキル

とも言える。パートナーシップをもって、より専門性を高め

るならば、FSWの活躍すべきフィールドも広がると期待し

ている。
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施設退所後の生活実態を施設退所後の生活実態を
捉える捉える

Ⅱ 「子どもの貧困」に向き合う

1．児童養護施設退所後の生活実態を把握すること

「児童養護施設の働きが成功したかどうか判定す

る最も重要な目安は、退所後に子らがどうなるかと

いうことであろう」と述べたのは、Goodman（2006）

だ。家庭で生活できない子どもを公的に養育する社

会的養護では、巣立った子どもたちがその後どのよ

うな生活を送っているのか把握し、自らが提供した

ケアの評価を行うべきである。そして、この評価を

基に必要な改善を行うべきである。

こうした観点から、英米では社会的養護を措置解

除となった若者たちの生活状況について調査が行わ

れ、制度の改革につながっている。一方、日本にお

いては、退所者の数量的な実態把握が行われておら

ず、長らくの課題であった。

2010年代に入り、東京都（2011）による調査を端

緒として、大阪市（2012）、静岡県児童養護施設協

議会（2012）、埼玉県（2013）において社会的養護措

置解除後の生活実態調査が実施された。これらの調

査は、これまで全く不明だった退所者の生活状況を、

自治体の責務として量的に把握しようとした画期的

な取り組みであるといえる。一方で、これらのデー

タが相互に関連づけられることは少なく、それぞれ

の集計結果が示されるにとどまった。

また、これらの４つの自治体調査は、すべてが郵

送法による退所者自記式アンケートの方法で実施さ

れている。この方法は、退所施設（あるいは行政）

が退所者の住所を把握していることが前提であるた

め、施設との関係を絶っている退所者には調査票が

届かない。後述する調査（有村他2013）からは、直

近の3年度間の退所者の約3割がすでに連絡を取れ

ない状態であることが明らかとなっている。また、

施設への拒否的な感情があれば調査に協力しないこ

とも想定され、結果が限定される可能性がある。実

際に、調査期間内の全退所者のうち回答した退所者

は、東京都（2011）で 20.4％、埼玉県（2013）では

6.2％と非常に少ない割合となっている。

こうした調査法の課題を克服するために、筆者ら

は、退所者の生活状況を施設に尋ねる方法で2つの

共同調査（神奈川県児童福祉施設職員研究会調査研

究委員会（神児研）2013：有村他2013）を実施した1）。

本稿では、この2つの共同調査と4つの自治体調査、

計6つの調査結果と公表統計を用いて、児童養護施

設退所後の生活状況の実態を紐解いていく。その際、

退所者にも「若者」としての生活が保障されるべき

であると考え、年齢層による比較を重視した。

2．退所後の困難な生活状況

①退所者の高い生活保護受給率　

まず、退所者の経済状況からみていきたい。生活

保護受給率についての質問項目のある5つの調査結

果からは、退所者の非常に高い生活保護受給率が明

らかとなった。その高さは、各自治体の受給率平均2）

東洋大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員
NPO法人社会的養護の当事者参加推進団体日向ぼっこ 副理事長



の約4倍であり、各自治体の20代の受給率平均3）の

約19倍であった（図1）。退所者が経済的困窮に陥る

割合が非常に高いことが示唆される。

②特別なニーズを抱える退所者

加えて、全国調査（有村他2013）から、特に生活

困難のニーズを抱えていると想定される退所者の状

況が浮かび上がってきた。過去3年度間に児童養護

施設を退所した7,710名のうち、精神科病院等への

入院者34名（0.44％）、逮捕・補導歴のある者194名

（2 . 52 ％）、少年院・刑務所等収容経験者 51 名

（0.66％）、住所不定者83名（1.08％）、

ホームレス1名（0.01％）、女性保護

施設入所者10名（0.13％）となってい

る。また、死亡者も11名（0.14％）お

り、そのうち 2名は自殺であった。

過去3年度間の結果であることを考

えると、看過できない数値である。

さらに、無職者が156名（2.02％）、

精神科病院等への通院者が 149 名

（1.93％）、障害者手帳取得者が306名

48 世界の児童と母性 VOL.79

［特集］社会的養護と子どもの貧困

（3.97％）であり、退所後の生活においても継続的な

支援を必要とする退所者が少なくないと考えられる

（表1）。

3．なぜ経済的困窮状況に陥りやすいか

なぜ退所者は困難な生活に陥ってしまうのだろう

か。同様のデータから、教育と職業の状況を検討し

たい。

①教育機会の格差

―高校中退率の高さと大学進学率の低さ―

児童養護施設で生活する子どもの教育達成が低位



世界の児童と母性 VOL.79 49

［特集］社会的養護と子どもの貧困

であることは、これまで高校進学

率を中心に長く議論されてきた。

しかし、児童養護施設職員によっ

て展開された運動や特別支援費の

支給などの制度の変化により、

2015年現在では、児童養護施設と

全中卒者との差は約3％にまで縮

まっている（厚生労働省2015）。

一方で、高校進学後の中退率に

ついては、大きな格差が存在して

いた。退所者の高校中退率を全国

調査（有村他2013）から算出すると、

その数値は約17.2％であった。これは、社会全体の

高校中退率の約10倍である4）。運用上の理由によっ

て、現在は高校中退した場合に退所となる場合が多

く、生活の場の保障という意味でも高校の継続は非

常に重要である。高校の中退率の高さを明らかにし、

克服することが、今後の高校進学（卒業）支援とい

える。

さらに、大学等進学率を各自治体平均5）と比較す

ると、退所者の進学率は約1/4～ 1/12であった6）

（図2）。これらの結果から、児童養護施設からの大

学等進学率は、社会との格差に加えて、施設間の格

差が存在している可能性がある7）。米国の調査では、

大学等進学や修了が、生涯獲得賃金を大きく左右す

ることが示されており、進学の格差が若者の経済状

況に大きな影響を与えていると考えられる（Peters

M., et al. 2009）。

②就労形態

―高い有業率・低い非正規雇用率―

次に、職業の状況はどうなっているのだろうか。

一般に、仕事に就けなかったり、非正規雇用率が高

いために困難に陥りやすいのだと思われがちである

が、自治体調査の結果と各自治体の若者層（15～24

歳）と比較すると、退所者の有業率が高いことがわ

かった8）（図3）。また、雇用形態は、東京都を除き

一般の若者より退所者の非正規雇用率が低く、特に

静岡県の非正規雇用率は、自治体平均の2分の１程

度と最も低くなっていた（図4）。

この結果をどう理解すべきであろうか。第一には、

上記の大学等進学率の低さをうけて、平均年齢約

21歳である回答者たちの大学等在学率が低いこと

が影響している可能性が考えられる。同年代の若者

と比べると、働くことに比重がかかる生活であると

いえるだろう。

第二には、家族による経済的補助が期待できない

場合、退所者のみで生計をたてられるだけの仕事を

もつ必要があり、正規雇用を求める率が高いことが

考えられる。反面、こうした状況下で職に就けない

退所者がいること、有業者の半数近くが非正規雇用

に就いていることもまた事実であり、経済的に困難

な状況が想像される。

③推移の状況

―困難層が集積する層―

就労形態に加えて、どのような職業についている

かということも生活を左右する事項であろう。神児

研（2013）のデータからは、退所直後に就く職業と

して「飲食」（13.55％）、「工場関係」（10.9％）が多



く、現在の（最終確認のとれた）職業では、「職業不

明」（12.19％）が最多となった9）。また、退所直後

と比較して、退所後には「職業不明」、「無職」、「生

活保護」、「水商売」が増加しており、退所後の職業

移行の困難さがうかがえる。

これらの困難が想定される職業に就く割合は、18

歳未満で退所した場合に高く、さらに退所後よりも

現在（最終確認時）の職業において、この違いが大

きくなっていた。

退所先の住居の状況をみると、退所年齢が若いほ

ど、「アパート・マンション・一人暮らし」、「会社

寮・住込み・職員寮」といった、「自活」的な環境

が想定される居住先に住む割合が少なくなってい

た。そして、退所年齢18歳未満の場合、「不明・不

安定居所」への退所が多かった。さらに、最終確認

のとれた住居でも、退所年齢が若い

ほど居住先が不安定な傾向が見られ

た（神児研2013）10）。

この結果から、自活退所の場合に

は、18歳まで施設にいられたかどう

かという点が、職業と住居の安定度

を左右していることが推測される。

翻って言えば、18歳まで施設にいら

れず、退所した若者にはより困難が

集積することが考えられるのである。

大学進学を果たす退所者や正規就

労に就く退所者の姿が見える一方で、

生活保護を必要としたり司法や医療

の支援を必要とする退所者の姿も浮

かび上がっている。退所者の生活状

況は、多層化（二極化）している可能

性があり、抱える課題やニーズによ

る支援策の検討が必要であろう。

4．ライフチャンス・デプリベーション

以上、調査の結果から退所後の生

活状況を検討してきた。一般の若者に比べて、高校

中退率は10倍、生活保護受給率は18倍以上の高さ

である。さらに、頼る先としての施設とのつながり

も退所後3年以内に3割が途絶えていた。

改めて、退所者の置かれた環境が、社会の「若者」

の暮らしと格差を有するものであることがわかるだ

ろう。こうした状況は、ライフチャンスが社会構造

の中で奪われた「ライフチャンス・デプリベーショ

ン」の状況にあるともいえる。この状況は、社会の

責務として、早急な是正が求められる。
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註：
1） 調査・分析は、日本社会福祉学会研究倫理指針を厳守し

て行った。具体的には、一次データ収集のためのアンケ
ート実施時に回答者・施設名の匿名性の担保およびデー
タの厳重な管理について誓約を行った。また、神児研に
対して「データの使用に関して」書面にて誓約を行い、
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同意を得ている。
2） 東京都：厚生労働省「平成22年度福祉行政報告例」、大

阪市および静岡県：厚生労働省「平成23年度福祉行政報
告例」（静岡県は別掲の政令指定都市静岡市と浜松市と
の平均）、埼玉県：埼玉県「埼玉県の生活保護」※埼玉
県の調査実施時期である平成24年度の福祉行政報告例
が未発表（2013年7月末現在）のため県による公式発表を
参照。（http://www.pref.saitama.lg.jp/site/saitamaseiho/
seihotoukei-sokuhouti.html 2013/07/17）

3） 厚生労働省「平成21年度～平成23年度被保護者全国一斉
調査」における20～29歳の被保護人員を、総務省統計
局「人口推計（平成21～23年10月1日現在）」および大
阪市ホームページ「各年10月1日現在　年齢別推計人口」

（http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000015
211.html）の20～29歳の人口で除したもの。「被保護者
全国一斉調査」は、政令指定都市が別掲のため、埼玉県
にはさいたま市、静岡県には静岡市と浜松市の被保護者
数を加算している。

4） 文部科学省「平成21、22年度児童生徒の問題行動等生
徒指導上の諸問題に関する調査」。

5） 東京都：文部科学省「平成22年度学校基本調査　高等
学校卒業後の状況調査」。大阪市および静岡県：「平成
23年度学校基本調査　高等学校卒業後の状況調査」。大
阪市は大阪府の数値を採用。埼玉県：「平成24年度学
校基本調査　高等学校卒業後の状況調査」。全国の進学
率は、文部科学省「平成21～23年度学校基本調査」の
うち、「大学（学部）・短期大学（本科）への進学率（過年
度高卒者等を含む）」の平均。

6） 東京都および埼玉県：「施設退所後に進学した学校」に
回答した人のうち、「高校」と「その他」の割合から算
出した人数を除した数値。大阪市：「専門学校、短大、
大学などに進学し、卒業した（在学中）」および「専門学
校、短大、大学などに進学したが、中退した」の割合か
ら算出。

7） 調査回答者の大学等進学に関する数値には、過年度高卒
者の進学も含むと考えられる。

8） 総務省統計局「平成 24 年　就業構造基本調査」参照。
東京都および埼玉県は在学中の退所者を省いて有業率を
算出しているため、自治体有業率も同様に東京都と埼玉
県は〈（有業者総数－通学が主なもの）／総数〉で算出。
自治体有業者率（15～24歳）：総務省統計局「平成24年
就業構造基本調査」参照。東京都および埼玉県は在学中
の退所者を省いて有業率を算出しているため、自治体有
業率も同様に東京都と埼玉県は〈（有業者総数－通学が
主なもの）／総数〉で算出。東京都退所者有業率：「働
いている」＋「ときどき働いている」の値。大阪市退所
者有業率：「現在の仕事の形態」の回答数／（回答者総
数－母子生活支援施設退所者）。退所者非正規雇用率：
各調査結果から、正規雇用（正職員）の割合を除したも
の。自治体非正規雇用率（15 ～ 24 歳）：総務省統計局

「労働力調査」参照。東京都：総務省統計局「労働力調
査　平成22年平均地域、雇用形態、年齢階級別」南関
東の値、大阪市および静岡県：総務省統計局「労働力調
査平成23年平均地域、雇用形態、年齢階級別」近畿お

キーワード：ライフチャンス

政治社会学の領域では、「社会構造によって付与される個人

の発展のための可能性」と定義される。英国では、調査によ

って退所者の過酷な生活実態が明らかとなり、ケアのもとに

いる子どもたちのライフチャンスの低さが社会に衝撃を与え

た。この状況が許容されないものであるとして社会の優先課

題に位置づけられ、これを契機に「ライフチャンスを最高度

に保障する」ことを掲げた社会的養護の大改革が実施された。
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〈NPO法人ほっとプラスの活動とは〉

わたしの所属するNPO法人ほっとプラスは、さ

いたま市見沼区に事務所を置く生活困窮者支援団体

である。年間約300名の相談者が首都圏を中心に全

国から訪れる。生活困窮者の相談内容は様々である。

「アパートの家賃を滞納している」、「借金が返せな

くなった」、「夫が失業して収入がなくて困ってい

る」、「子育てに悩んでいて自殺したい」、「ホームレ

ス生活になってしまった」、「病気があるが医療費が

払えないから治療していない」など寄せられる相談

は一様に深刻である。相談者の年齢も10代から80

代まで幅広い。要するに、「生活に何か困れば何で

も相談にお越しください」という形態で事務所を開

放している。平日の10時から16時まで、電話やメ

ール、来所などによる面接相談が行われている。

それらの相談を受けながら、必要に応じて緊急的

に保護する活動も行っている。例えば、一時的に入

居可能なシェルターや支援付きアパートをさいたま

市内に8棟46部屋を借り上げていて、様々な事情

で住居を失ったり、帰る場所がない相談者に提供し

ている。相談者のなかで障害がある方については、

障害者総合支援法に基づくグループホームを4部屋

用意して保護や支援活動を行っている。常に相談が

寄せられ、これらの社会資源は常に満室が続いてい

る状況だ。需要は非常に多く、相談数に応じて社会

資源を整備してきた背景がある。引き続き、貧困に

より住居すら失ってしまう人々に対して、社会資源

を創造しながら適切に支援活動を展開していきたい

と考えている。

〈相談に来られる子育て世帯〉

なかでも母子家庭やひとり親家庭からの相談や

10代、20代の若者からの相談が寄せられる場合が

ある。まず日本の母子家庭貧困率は54％（2012年）

である。そして、母子世帯の平均年間就労収入は

171万円（2005年）であり、約7割の世帯が200万円

未満の年収しかない（2006年）ことが明らかになっ

ている。子育てをしながら働くことがいかに厳しい

環境かが理解できる。働く雇用形態はパートやアル

バイトなどの非正規雇用であるため、低賃金で安定

した身分保証もない場合が多い。いわゆるワーキン

グプアの状態にある母子家庭やひとり親家庭が多く

存在している。これらの相談者は生活困窮と併せて、

借金や家族内の不和、子どもの不登校や非行、精神

疾患や虐待問題など、複合的で多様な生活課題を有

している場合が多い。そして、誰にも相談すること

ができなかったり、適切な相談相手が周囲にいない

場合も珍しくない。そのため、一人では生活課題に

取り組むことが困難で、どうにもならない状態に陥

っているとも言える。

これらの世帯に対し、児童扶養手当や生活保護申

請の支援など必要な介入を行い、生活再建に一緒に

NPO法人ほっとプラス 代表理事、聖学院大学 客員准教授 藤田
ふ じ た

孝典
た か の り

貧困下の貧困下の
子どもたちのために子どもたちのために
―『ほっとプラス』の活動が問いかけるもの

Ⅲ 国内外の動向
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取り組む。そして現状を少しでも改善できるように

チームでアプローチをすることに心掛けている。例

えば、複合的な生活課題を抱える相談者の場合、私

たち福祉関係者だけで問題に立ち向かうのは得策で

はない。初めから自分たちで解決できる問題ではな

いと認識する必要がある。

そのため、弁護士や司法書士、保健師や看護師、

医師や精神科医など地域の多様な関係者（機関）と

連携しながら、役割分担をしながら生活課題と向き

合っていく。10年ほどさいたま市周辺で社会資源

として理解のある各関係機関に通いながら、問題意

識を共有した仲間たちとの連携であるため、意思疎

通は十分である。これらの仲間と出会うまでが大変

だった。一言で関係機関との連携といっても、各機

関の守備範囲や支援領域がある。加えて、貧困問題

を抱える相談者はお金が取れる対象ではない。その

ため、協力者に対して、丁寧に説明し、活動の意義

を理解してもらわなければ、仲間になってくれる可

能性は低いのである。幸いにも現在は活動内容にご

理解をいただき、多くの地域の皆さんの協力をいた

だきながらチームで支援ネットワークを構築するこ

とができている。

それらの人々と連携し、私たちソーシャルワーカ

ーは、関係機関や他職種と会議や介入を繰り返し、

調整を行いながら、問題解決に向けた舵取りを行う。

借金の整理は進んでいるか、医療機関にはしっかり

通院できているか、服薬管理はできているか、不登

校は解消に向かっているか。ひとつひとつ、目標を

掲げた生活課題の解消に向けて取り組んでいきなが

ら、全体を見渡すことを行っていく。それによって、

ミクロ（個別援助）レベルの支援はある程度、充実

させることができるだろう。

そして、ここからが肝心であり、私たちの団体の

真骨頂であるといえる。結論からいえば、ミクロレ

ベルの福祉実践にとどまらない福祉実践をチームの

仲間と展開していくのである。母子家庭は現場の実

感でも公式な統計データでも貧困から抜け出せない

社会構造の問題があることはお分かりの通りだろ

う。これは小手先で生活改善をして、少しだけ生活

がしやすくなったから大成功と、支援を終わらせて

はいけないことを意味する。特にミクロレベルへの

介入のみでは不十分だと認識する必要がある。

母子家庭に安定した雇用が必要であること、児童

扶養手当の支給水準が低いこと、生活保護申請がし

にくいことなど、制度や政策面の課題や社会構造が

生活のしにくさを生み出していることに気づく。こ

れらの問題については、先ほどの支援チームが今度

は政策提言や社会構造の変革を目指した取り組みを

展開するチームへと変貌していくこととなる。

例えば、市民集会を開いて貧困問題の解決の必要

性を広く周知したり、国会議員や地方議員に対して

ロビーイングを行い生活提言をしたり、出版物や刊

行物を発行して広く考えを頒布したり、デモ行進や

陳情なども行う。これらはソーシャルアクションと

呼ばれ、マクロレベルの福祉実践ともいえる。この

レベルにも介入する必要がある。

〈相談に来られる10代や20代の若者〉

さらに家族に頼ることができない若者が相談に来

ることもある。児童養護施設で育ったり、家庭環境

から親元に帰ることができないなど、様々な事情が

ある。当然、若年層に対する福祉施策は十分ではな

い。自立援助ホームなど一部で若者を包摂する社会

資源が生み出されたが、数として十分なものを備え

ていない状況だ。頼れる親元がなければ、一人で就

労し、家賃を支払い、生活全般をやりくりしていか

なければならない。雇用が不安定化し、生活のしに

くさが高まる現代社会において、家族がいないか、

あるいは機能しないということは、社会生活を送る

上で、大きなハンデとなってしまうと言える。

そして、これらの若者は広がり続ける非正規雇用

によって十分な生活ができる賃金が払われなかった
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り、ブラック企業などから労働法制を守ってもらえ

ず、解雇や雇い止めを受ける場合もある。働いて自

立していこうという意欲や意思をも妨げる労働環境

が広がっている。高度経済成長期などは一部の労働

を除いて、基本的には福利厚生なども充実しており、

若者にとっては今よりも働きやすい環境があったと

いえる。現在は年功賃金や賞与も廃止、福利厚生や

社会保険の一部まで削減された雇用環境が散見され

ている。

もはや若者が就労自立、経済的自立をする上で

は非常に困難な環境にあると言ってもいい。これ

らの雇用環境に目を向けることなく、働くことを

やみくもに目指すことは決して良い結果を生まな

いだろう。以前よりも周到な就労支援や職業訓練

などの自立支援プログラムが必要になってきたと

も言える。

そして、これらは繰り返しになるが、本人たちが

仕事を探せないのではないし、働きたいという意欲

がないのではなく、雇用環境の劣化の問題も一要因

である。ここに介入しない限りはいくら就労支援を

して企業に押し込んでも、すぐにリタイアして戻っ

てきてしまうことになる。そのため、私たちが行っ

ているのは、労働組合との連携や団体交渉による職

場や処遇改善の取り組みだ。相談者が来られたら、

場合によって労働組合員の仲間と一緒に企業に赴

き、働き続けられるように交渉を行ったり、残業代

未払いを解消したり、パワハラなどの不適切な扱い

を改善してもらう。近年ではブラック企業が跋扈し

ており、若者が悪いわけではなく、企業の不適切な

環境によって、働けない状態に追いやられる場合も

多数見受けられるからだ。

例えば、就労支援を丁寧に行ったにもかかわらず、

半年で企業を辞めてしまった若者がいる。彼は「上

司とソリが合わなくて無断で仕事を辞めた」という。

最初はなぜ一生懸命探し求めていた仕事をすぐに辞

めてしまうのか、我慢が足りないのではないかと思

っていた。しかし、実際には上司の40代の男性か

ら執拗に指導という名目で殴られたり、怒鳴りつけ

られることが日常茶飯事だったという。この環境で

あれば、誰も仕事を続けることは不可能だろう。案

の定、その企業では数カ月で退職していく仲間が多

かったという。このように一見すると、本人のやる

気や意欲の問題として処理してしまいそうになる

が、企業や業界の構造に問題がある場合は、そちら

への働きかけが必要になるのは言うまでもない。そ

こで連携する仲間は労働組合なのである。これらの

仲間とともに、ブラック企業対策や雇用の劣化に歯

止めをかけるべく、政策提言やキャンペーンを実施

してきている。

〈「優しい暴力」からの脱却の必要性〉

このように支援を行う上で、ミクロレベルだけで

は改善できない問題があり、その際にはマクロにも

介入する必要がある。しかし、多くの福祉関係者は

マクロレベルへの介入まで至らない。日々の業務に

追われ、社会構造や社会システムまで幅広く捉える

余裕がなかったり、捉えていても無力感に囚われて

いる場合がある。わたしはこのような支援者の態度

や姿勢は「優しい暴力」だと思っている。「優しい

暴力」とは、「社会システムからの疎外として生み

出される当事者をミクロレベルの支援やケアで包摂

する一方、必要にもかかわらず、マクロレベルの政

策や社会に変革を与えない支援者の態度や姿勢」

（藤田孝典2013）と定義している。この姿勢が変わ

らない限り社会変革はできず、支援対象者が増えて

いく流れは止まらない。私たち福祉関係者に求めら

れているのは、当事者の苦悩から共通項を見出し、

社会を変革する道筋を一緒に模索していくことでは

ないだろうか。このマクロレベルへも介入するとい

う覚悟と挑戦がなければ、どんなに丁寧な個別援助

を行っていたとしても不十分と言える。
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〈社会保障制度の再構築とソーシャルアクションの必要性〉

では、私たちは子育て世帯や若者の支援のために

何ができるのだろうか。どのような社会を構想しな

がら取り組めばいいのだろうか。わたしは近年、社

会福祉や社会保障の再構築が必要だと実感してい

る。特に、住宅政策や教育政策への投資である。社

会福祉といえば、高齢者・障害者・児童・母子など

を中心に施策が展開されている。社会保障も年金・

医療・介護などを中心に保障している。

これらの施策や保障の方法に偏りがあり、子育て

世帯も若者も十分な支援を受けるには至っていな

い。子育て世帯や若者に限らず、家計負担が重たい

のは住宅費である。例えば、相談に来られた3人の

子どもがいる母子家庭では月収18万円のうち、10

万円が家賃に費やされる。子どもが大きいため、あ

る程度広い居室面積が必要となる。首都圏でアパー

トを借りるとなると相当な家賃負担を覚悟しなけれ

ば家は確保できない。他の先進諸国では、家賃補助

制度や公営住宅・社会住宅が整備されているため、

ここまでの負担額にはならない。日本の場合は家賃

負担ができない世帯に負担させてしまっていること

が貧困や格差を広げる要因であると言っても過言で

はないだろう。ハッキリいえば、こんなに子育て世

帯や若者に厳しい環境を強いる国は先進諸国では珍

しいと言える。

それから教育負担も高い。日本の奨学金は貸与型

が基本であり、返済が求められる。住宅政策と同様

に、他の先進諸国では給付型の奨学金が基本である。

そのため、教育を受けることに躊躇する必要がない。

日本では、貧困世帯からは大学卒業や高学歴の出身

者は生まれにくい。教育費を負担できるか否かで子

どもの将来が決定づけられてしまう。そのため、中

学校あたりから勉強しても大学に行けないなら、勉

強する意味や意義を見出せないという児童にしばし

ば出会ってきた。このような声に大人たちはどう応

えるのだろうか。それでもまだ、希望を語り勉強の

大切さを語るのだろうか。それとも給付型の奨学金

を求めて立ち上がったり、大学や高等教育の負担軽

減や無償化を求めて立ち上がるのだろうか。

子どもたちは大人の私たちの姿を見ているように

思う。ここでも繰り返しになるが、ミクロレベルに

向き合うだけでは不十分である。一見、優しく向き

合っているかのような「優しい暴力」は、マクロレ

ベルから見れば、生活課題を生む社会構造に何ら変

化を与えることなく、結果として当事者を苦しい状

態のままにさせてしまう。真の支援とは言えない。

もう一歩踏み出してほしい。

昔から福祉関係者は「当事者を統制するのか」、

「抑圧から解放させるのか」、ジレンマを抱えながら

向き合ってきた。今こそ当事者を抑圧構造から解放

すべく行動を起こす時期だと思っている。当事者や

仲間と紡いでいくデモ活動やソーシャルアクション

が社会変革を促すと信じている。人種差別や男女差

別の抑圧を乗り越えようと闘ってきた先人たちにな

らい、ソーシャルアクションを展開してほしい。
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ソーシャルアクションとは、広義の福祉を含む社会福祉の

制度・サービスの創設・改善・維持をめざして国や地方自治

体、つまり議会や行政機関に立法的・行政的措置を執らせよ

うとする組織的な対策行動及び企業や民間団体に対して行わ

れる社会的行動である（牧里毎治 1998）。社会システムの

不備が当事者に不利益を与えている場合、その是正のために

アドボケイト（代弁）をして、社会構造や制度などに働きか

けていく行動や方法を総じて呼ぶ。ソーシャルアクションの

具体的な方法としては、議会への陳情や請願、署名活動、行

政交渉や裁判闘争、世論喚起のためインターネットやソーシ

ャルメディアによる宣伝や広報、出版やマスコミとの協働な

どがある。



社会的養護の問題を考えるうえで、

貧困に関する動向をふまえることは

必須である。その際、眼前の事象を

必然と思い込むのではなく、日本の

現状を国際比較によって相対化する

ことが今後の作戦を立てるためのヒ

ントになるだろう。子どもの貧困に

関する研究は、英国のゴードン

（Gordon et al. 2003, Gordon et al.

2012）や日本の阿部彩（2008, 2014）を

はじめとする多くの学者によって進

められてきた。本稿では、特に社会

的養護の問題との関連を念頭に置い

て、子どもの貧困の国際比較を試み

たい。8枚の散布図を眺めることで、

読者諸賢の常識が一つでも覆ること

があれば幸いである。

1．東アジアの子どもの貧困

日本を含む東アジア諸国の子ども

の貧困にはどのような特徴があるのだろうか。ここ

ではそれを、欧米先進国だけでなく、ラテンアメリ

カの中進国や東欧のポスト社会主義国との比較のな

かで捉えてみたい（大陸間比較の方法については上

村 2015を参照）。

図1は、不平等と子どもの貧困との関連を示して

いる。先進国や東欧諸国は比較的平等であり貧困率

も低いのに対して、ラテンアメリカ諸国は不平等か

つ貧困率も高い。一方、東アジアでは、日本・韓

国・台湾が欧米先進国に近いのに対して、中国はラ

テンアメリカに近く、地域に共通の特徴は見られな

い。日本は、アメリカ・スペイン・イタリアとなら
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〈図 1〉不平等と子どもの貧困

データ出所）LIS Cross-national Data Center, Inequality and Poverty : Key Figures. チリと日本は
OECD, OECD Family Database（日本は厚生労働省『国民生活基礎調査』と同じ）。2010年の数字
（中国は2002年、スウェーデンは2005年、韓国は2006年、日本・ハンガリー・ブラジルは2009
年、チリは2011年）。以下、本稿の散布図では、東アジア諸国を●、欧米先進国を□、東欧諸国
を◇、ラテンアメリカ諸国を▽で表わす。なお、ジニ係数は所得の不平等度を測る指標で、完全
平等で0、完全不平等で1となる。一方、貧困率（相対的貧困率）は中央値（ちょうど真ん中の順位
の人の所得）の半分（貧困線）より所得が低い人の割合をさす（詳しくは阿部 2008 : 44などを参照）。
子どもの場合、自分の所得はないのがふつうだが、世帯の所得を人数で調整した値（世帯の所得
を人数の平方根で割った値）を彼／彼女の所得とみなす。
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んで全体の中位にあるが、先進国の

なかでは子どもの貧困率が高いほう

である（15.7％）。

図2は、高齢者の貧困と子どもの

貧困との関連を示している。例外は

あるものの、欧州諸国は左下（高齢者

も子どもも貧困率が低い）に集中して

いるのに対して、ラテンアメリカ諸

国の多くとアメリカ、中国は右上（両

者とも貧困率が高い）に位置づけられ

る。一方、韓国・台湾では高齢者の

貧困のほうが深刻である。日本は高

齢者の貧困も子どもの貧困も中位だ

が、欧州の優等生に比べれば両者と

もに成績がよくないことがわかる。

2．日本のひとり親世帯の特徴

子どもの貧困の問題は母子家庭な

どひとり親世帯の増加と結びつけて

考えられることが多いが、国際比較

から見て、日本のひとり親世帯には

どのような特徴があるのだろうか。

データの制約から、以下ではOECD

諸国に絞って検討することにしたい。

図3は、ひとり親世帯の子どもが

どれほどいるか、また彼らのうち貧

困線を下まわる子どもの割合はどれ

ほどかを示している。日本のひとり

親世帯の子どもは全体の12.3％であ

り、他の国と比べると少ない。一方、

彼らの貧困率は50.8 ％と最も高い。

図の右下に目を転じると、ひとり親

世帯は多いがその貧困率はあまり高

くない国もある。これらの国に比べ

て日本では、ひとり親世帯が少ない

だけにその貧困問題が例外視されや
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〈図 2〉高齢者の貧困と子どもの貧困

データ出所）LIS Cross-national Data Center, Inequality and Poverty : Key Figures. チリと日本は
OECD, OECD Income Distribution Database（高齢者）およびOECD, OECD Family Database（子ども）。
2010年の数字（中国は2002年、スウェーデンは2005年、韓国は2006年、日本・ハンガリー・ブ
ラジルは2009年、チリは2011年）。
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〈図 3〉ひとり親世帯と子どもの貧困

データ出所）OECD, OECD Family Database. ひとり親世帯で暮らす子どもの割合：2013年の数字
（チリは2002年、日本とメキシコは2006年）。ひとり親世帯の貧困率：2010年の数字（日本とハン
ガリーは2009年、チリは2011年）。



すく、見過ごされやすい。

図4は、ひとり親世帯がどのくらい

不利かを示している。すべての国に

共通して、ひとり親世帯はふたり親

世帯よりも貧困に陥るリスクが高い。

しかし違いもある。ドイツなど左上

の諸国では、ふたり親世帯の貧困率

は低く、ひとり親世帯だけが苦労し

ている。それに比べると、日本など

右上の諸国では貧しいふたり親世帯

も少なくない。とはいえ、日本では

ひとり親世帯とふたり親世帯の格差

が特に大きいことに驚くべきである。

3．ひとり親世帯の貧困の背景

日本のひとり親世帯の半数以上が

貧しいのは、ひとり親、とりわけシ

ングルマザーが働いていないからだ

ろうか。ひとり親に対する就業支援

さえ推進すれば貧困問題は解決する

のだろうか。国際比較から導かれる

答えは否である。

図5は、シングルマザーの就業率

とひとり親世帯（母子世帯と父子世帯

を含む）の貧困率との関連を示してい

る。通常の想定に反して、就業率が

高いほど貧困率も高いように見える。

日本のシングルマザーの85.4％が働い

ているが、日本のひとり親世帯の貧

困率は最も高い。言うまでもなく、

ひとり親に対する就業支援は必要な

施策であるが、それだけで貧困問題

が解決すると想定すべきではないこ

とをこのデータは示唆している。

図6は、GDPに占める政府の子育

て支援支出（子ども手当・保育サービ
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〈図 4〉ひとり親世帯はどのくらい不利か

データ出所）OECD, OECD Family Database. 2010年の数字（日本とハンガリーは2009年、チリは
2011年）。
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〈図 5〉シングルマザーが働かないから貧しいのか

データ出所）OECD, OECD Family Database. シングルマザー（15～64歳）の就業率：2011年の数
字（スウェーデンとデンマークは2005年、日本は2007年）。ひとり親世帯の貧困率：2010年の数
字（日本とハンガリーは2009年、チリは2011年）。
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ス・扶養控除などの合計）と子どもの

貧困率（ひとり親世帯とふたり親世帯

の両方を含む）の関連を示している。

ある国の子どもの貧困率を決めるの

は政府の施策だけではないが、政府

の施策が子どもの貧困の緩和と関連

していることは明らかである。日本

の子どもの貧困は、子育て支援策を

拡充すれば、かなりの程度まで緩和

できるのではないかと思われる。

4．日本の社会的養護の貧困

子どもが社会的養護を必要とする理

由は貧困に限らないが、貧困と関連す

る場合が少なくない。例えば、親の虐

待による施設入所の背景にも貧困があ

ることが多い（内海 2013 : 112）。しか

し国際比較からは、むしろ日本の社

会的養護の「貧困」が浮かび上がる。

図7は、各国の子どもの貧困率と

社会的養護（施設と里親を含む）を受

ける子どもの割合を示しているが、

両者は比例していない。日本の子ど

もの貧困率は OECD 諸国のなかでは

高いほうだが、社会的養護を受ける

子どもは0.2％に過ぎず、オランダに

次いで少ない。もちろん、貧困家庭

が必ず社会的養護を要請するわけで

はないが、日本の社会的養護の少な

さは問題がないことの証拠にはなら

ず、多くの問題がやり過ごされてい

ることを暗示してはいないか。

図 8は、20 歳未満の人口のうち、

施設で暮らす子どもと里親と暮らす

子どもの割合を示している。このデ

ータに基づいて、日本は「里親最貧
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〈図 6〉福祉国家が子どもの貧困を緩和する
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〈図 7〉貧困率が高いのに社会的養護は少ない日本

データ出所）OECD, OECD Family Database. 子どもの貧困率：2010年の数字（日本とハンガリー
は2009年、チリは2011年）。社会的養護を受ける子どもの割合：11歳・13歳・15歳の子どもの
うち、政府の責任のもとで社会的養護（施設と里親を含む）を受けている子どもの割合。2010年の
数字。日本については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局『児童養護施設入所児童等調査』、およ
び総務省統計局『人口推計』に基づいて計算した2013年の数字。

データ出所）OECD, OECD Family Database. GDPに占める政府の子育て支援支出：子育て関連の
所得移転（子ども手当・育児休業給付・ひとり親手当など）、子育て家庭向けサービスへの公的支
出（保育所・幼稚園の運営費や利用料補助など）、および子育て家庭への租税支出（扶養控除など）
の合計。2011 年の数字。子どもの貧困率： 2010 年の数字（日本とハンガリーは 2009 年、チリは
2011年）。



国」（開原 2012 : 17）と指摘され、「施

設養護への依存が高い現状」（厚生労

働省 2014 : 23）が憂慮されているが、

おかしなことである。日本の問題は

施設と里親を含む社会的養護全体が

貧困なことであり、こうしたデータ

に基づいて児童養護施設の定員削減

が云々されるに至っては全く荒唐無

稽と言わざるを得ない。

本稿では、日本の子どもの貧困の

特徴と背景を国際比較のなかに位置

づけたうえで、日本の社会的養護の

量的不足を指摘した。施設養護の劣

悪さを言い募り、里親委託や養子縁

組への転換を主張（Human Rights

Watch 2014, 日本財団 2015）しても、

問題は解決しないだろう。日本の施

設養護が劣悪なのは、必要な資源投入を怠っている

からであり、最も困難な子どもに対象を限定してい

るからである。眼前の事象の表層に囚われることな

く、想像力を働かせてよりよい未来を構想したい。
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1．はじめに

わが国で初めて子どもの貧困対策を規定した「子

どもの貧困対策の推進に関する法律」が2013（平成

25）年6月に成立した。この法律の基本理念（第2条）

は、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である。

ここでいう「生まれ育った環境に左右されることの

ない」とは、まさに貧困に生きる子どもが貧困の状

態から抜け出すことであり、いわゆる貧困の連鎖

（貧困の世代再生産）を断ち切ることである。

子どもの貧困対策において先を行くイギリスで

は、すでに「Child Poverty Act 2010」（2010（平成

22）年3月に成立）が施行されており、相対的貧困率

の低減など、今後2020（平成32）年までに達成すべ

き数値目標が具体的に示され、貧困の撲滅に向けた

取り組みが実行されている。

本稿では、イギリスにおける子どもの貧困対策に

関する実践的な取り組みについて、筆者が2013（平

成25）年2月～3月にかけてロンドンとリバプール

の2都市で実施したインタビュー調査の内容を中心

に紹介することにしたい。なお、本稿で紹介する内

容は、公益社団法人社会福祉振興・試験センターよ

り助成を得て行われた調査研究であり、「平成25年

度社会福祉士・精神保健福祉士海外研修調査報告

書」の一部を大幅に改編したものである。

2．ロンドンにおける子どもの貧困対策について

1）チルドレンズ・センターにおける

シュア・スタートの取り組み

2012（平成24）年に行われたロンドンオリンピッ

ク・パラリンピックは記憶にも新しい。ロンドンは

歴史的にインドやバングラデュ、アフリカ諸国など

からの移民も多く、50以上の民族や異なる文化的

背景を持つ人たちが多く暮らすヨーロッパ最大の国

際的都市（グローバル・シティ）である。ロンドン

の移民と貧困の問題は大変深刻であり、経済的に裕

福な人々と貧困な人々が同時に存在する、いわゆる

二極化現象が社会的な問題となっている。まさにロ

ンドンは光と影が交錯する都市といえる。

1999（平成11）年より全英的取り組みとして、シ

ュア・スタート地域プログラム（以下、「シュア・

スタート」）が開始された。この頃の政権は、1997

（平成9）年に政権政党となったトニー・ブレア首相

（当時）率いる労働党内閣であった。この内閣は子

どもの貧困問題に対して積極的な政策提案を行うと

ともに、2020（平成32）年までに子どもの貧困を撲滅

する目標を掲げていた。シュア・スタートは、この

目標を達成するための諸政策の一部として実施され

たものである。

シュア・スタートの最大の目的は、経済的に困窮

する子どもとその親の貧困と社会的排除の連鎖を断

ち切ることである。そもそもシュア・スタートは、

長崎国際大学人間社会学部 講師 大西
お お に し

良
りょう

全英的取り組全英的取り組みみ「「シュシュア・ア・スタートスタート」」とと
リバプールにおける子ども貧困対策リバプールにおける子ども貧困対策
―子どもの貧困対策先進国イギリスでのインタビュー調査から

Ⅲ 国内外の動向



1960年代からアメリカ全土で展開されているヘッ

ド・スタート（貧困家庭への早期支援プログラム）

をモデルにしている。当初、シュア・スタートは生

活困窮および貧困率の高い一部の地域を対象に実施

された。その後、規模や対象が拡大されていき、

2003（平成15）年からは、イギリス国内に居住する

すべての家族を対象に、家族支援と幼児教育・保育

を一体的に提供するチルドレンズ・センターで広く

実施されている。

チルドレンズ・センターは、イギリス国内のすべ

ての地域に設置されており、2011（平成23）年時点

で約3,600カ所に上る。すべてのチルドレンズ・セ

ンターは『チルドレンズ・センター運営の手引き

（Sure Start Children’s Centers Practice Guidance）』

によって運営方針や業務内容が定められている。し

かし実際には、チルドレンズ・センターで提供され

るサービス内容は、地域の実情や実態に応じて多種

多様であり、それぞれのセンターで様々なプログラ

ムやサービスが実施されている。なお、図1は地域

で生活する親向けのチルドレンズ・センターの利用

案内である。

今回、筆者はロンドン中心部のウエストミンスタ

ー区にあるチルドレンズ・センター（Churchil l

Gardens Children’s Centre）を訪問し、職員に聞き

取り調査を行った。

写真1は、Churchill Gardens Children’s Centre

の外観である。もともと小学校の校舎として使用さ

れていたこともあり、とても歴史を感じる建物であ

る。建物正面の門をくぐると、三輪車や遊具などが

置かれた小さなスペース（写真2）があり、子どもた

ちの遊びの広場が設けられていた。

ウエストミンスター区には、15のチルドレンズ・

センターがあり、今回訪問したChurchill Gardens

Children’s CentreはSouth地区に位置する（図2を

参照）。

このChurchill Gardens Children’s Centreには
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〈写真1〉Churchill Gardens Children’s Centreの外観

〈写真2〉チルドレンズ・センター内の遊びの広場のための
子どもの遊具

〈図1〉チルドレンズ・センターの利用案内



れらの専門スタッフはそれぞれの専門

的職務を担うとともに、各専門職がチ

ームとなって様々な支援やサービスを

提供していた。

特に注目したいのは、地域において

貧困や孤立などの課題を抱える子ども

や家族を発見して、チルドレンズ・セ

ンターにつなぐ役割を担うアウトリー

チ専門のスタッフである。訪問したセ

ンターには3名のアウトリーチワーカ

ーが在籍しており、交代で地域に出て

は課題や問題を抱える家族（子どもを含

む）の早期発見・早期対応に当たってい

た。このアウトリーチワーカーは、子

どもの健康や発達、母子保健、親や家

庭の保育状況などを総合的にアセスメ

ントし、チルドレンズ・センターで提

供されるサービスや支援につなぐ役割

を担っていた。

2）早期家族支援に関する総合相談支援

今回、Churchill Gardens Children’s

Cen t re のキャサリン・ウェルケス

（Cathorine Wilkes）氏（写真3）にイン

タビュー調査を行った。彼女は同センターの統括マ

ネージャーであり、またSouth地区にある4つのチ

ルドレンズ・センターの統括責任者でもある。以下

にインタビュー調査で聞き取った内容の一部を示

す。

〈キャサリン・ウェルケス氏へのインタビュー〉

ウエストミンスター区では12年前からシュ

ア・スタートのプログラムが開始されている。

ウエストミンスター区はロンドンの中心部であ

り、特にこの地域にはバッキンガム宮殿や首相

官邸、ハイドパークなどがあって経済的にも豊

様々な職種の専門スタッフが働いていた。

スタッフには、子どもの言語的発達のアセスメン

トや具体的支援を担うスピーチ・セラピスト（言語

聴覚士）、子どもおよびその親への生活指導や作業

活動の支援を担う保健師や作業療法士、児童虐待や

ドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力）など

を経験した親へのカウンセリングや心理的支援を担

う心理士、その他にも子どもの発達の遅れや特別な

ニーズをもつ子どもへの支援を担当する特別支援専

門スタッフ、雇用に関する助言と支援を行う雇用専

門スタッフ、妊婦や育児をする親への保育的助言や

支援を行う保育専門スタッフなどが働いていた。こ
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〈図2〉ウエストミンスター区にある15のチルドレンズ・センター
Churchill Gardens Children’s Centreは⑭



かな地域である。しかしこの地域は、豊かさと

裏合わせに貧しい地区も存在する。豊かな地域

に貧しい地域が局所的に複数カ所存在すること

から、専門家の間でそれらはポケット（pocket）

と呼ばれている。

ウエストミンスター区においても高い失業率

やワーキングプア（in-work-poverty）の問題、

家庭内暴力や児童虐待、親のメンタルヘルスの

問題などがある。なかでも特に大きな問題は、

移民や他の地域から移ってきた人々の「社会的

孤立」の問題である。周りがとても豊かな地域

であるため「私のような問題を抱える人たち

（存在）は多くないだろう」と思い、いつしか

知人や近隣などとの交流の機会が減り、家に閉

じこもって社会的に孤立してしまうケースが多

く見られる。その他にも、貧困を背景とする家

庭内暴力や児童虐待などの不適切な養育に関す

る問題も多数発生している。

チルドレンズ・センターでは、ソーシャルワーカ

ーによるアドバイスセクション（相談援助）が設け

られている。特に、相談支援を希望するクライエン

トに対しては、Family Starシート（図3）を活用し

た家族機能評価が行われている。このセンターでは

Family Starシートを用いて家族の健康度や子ども

の安全性、家族の社会との関係性などを数値化して

評価するとともに、それらで明らかになった課題や

改善点に関して、Action Planシート（図4）を用い

て具体的な目標や支援計画が立てられていた。

以上のようにチルドレンズ・センターでは、地域

特性に応じたサービスが提供されるとともに、ソー

シャルワーカーらによるアドバイスセクション（相談

援助）が設けられるなど、乳幼児から就学前までの

子どもとその親の総合相談支援が実践されていた。
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〈図4〉Action Planシート

〈図3〉家族の機能を評価するFamily Starシート

〈写真3〉Churchill Gardens Children’s Centreの
キャサリン・ウェルケス氏



するひとり親世帯などが多く利用している。ま

た、ここリバプールでは、イギリス政府の取り

組みとは別に、市議会や学校が一緒になって子

どもの貧困対策に取り組んでいる。特に貧困と

教育の関係は重要な課題として位置づけて対策

を講じている。貧困の状況で生活する子どもた

ちの中には「働いて何かを成し遂げる」という

意識が乏しい場合がある。家族が失業している

のを見て、子どもは「なぜ私は学校の成績をよ

くしなければならないのか」、「なぜ働かないと

いけないのか」などと疑問を抱くことがある。

そのような子どもに向上心を持たせ「あなたも

できるのだ」という意識を抱かせることがとて

も必要である。つまり、貧困の中で生きる子ど

もに希望を持たせることが何よりも大切なこと

である。

3．リバプールにおける子どもの貧困対策について

1）リバプールの子どもの貧困問題

リバプールは世界的にもビートルズが誕生した街

として有名である。リバプールは、かつて17世紀

末から18世紀にかけて、アメリカや西インド諸島

との貿易で輝かしい繁栄を遂げた港町である。その

一方でイギリス国内最大の奴隷貿易港として発展し

た背景を持つ。2004（平成16）年にはアルバート・

ドック（写真4）をはじめ、リバプールのウォーター

フロントが世界遺産に登録されている。アルバー

ト・ドックは 19 世紀半ばに建設されたドック

（Dock）であり、船の建造や修復、係留するための

施設である。リバプールの繁栄はドックとともにあ

ると言っても過言ではない。しかし、20世紀に入

り鉄道や道路の整備によって商業船は激減し、それ

に伴って多くのドックが閉鎖されていった。造船産

業の衰退に比例して、失業や低所得などの貧困問題

が大きくなっていった。現在でも貧困問題はリバプ

ールで最も重大な課題の1つである。

そこで今回、リバプールにおける子どもの貧困の

現状についてリバプール市の行政担当であるフラン

ク・ハント（Frank Hont）氏（写真5）にインタビュ

ー調査を行った。以下にその内容を整理して示す。

〈フランク・ハント氏へのインタビュー〉

現在においても、学校が6週間の夏休み（長

期休暇）になるとお腹を空かして過ごしている

子どもたちがいる。リバプールは、一見して豊

かな街に見えるかもしれないが、しかし実際に

は貧困のpocketがあちらこちらにあるのが現

状である。リバプールでもフードバンク（Food

Bank）という取り組みが行われている。フード

バンクとは、主に教会系の団体がボランティア

で実施している無料で食料を提供する取り組み

である。このフードバンクは、日々の食べ物に

困るワーキング・プアの人たちや経済的に困窮
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〈写真4〉世界遺産にもなっているアルバート・ドック

〈写真5〉リバプールの行政担当として貧困対策に取り組む
フランク・ハント氏（右側）と筆者



インタビューの最後にFrank-Hont氏は、リバプ

ールの行政職員として、これからも子どもが希望を

持てるような機会を社会全体でつくり出す施策を積

極的に行っていきたいと語っていたことが印象的で

あった。

2）最貧困地区でのソーシャルワーク実践

貧困地域で活動するソーシャルワーカーは、子ど

もが生きる生活そのものを正確に捉えることが重要

であり、経済的な問題に起因した他の問題にもしっ

かりと目を向けることが必要であるとフランク・ハ

ント氏は語っていた。さらに、貧困による生活苦か

ら親が子どもへの暴力や虐待へ追い込まれるケース

もあり、貧困によって精神的な健康を失うことや人

との付き合いがなくなって社会的に孤立することも

ある。そして、貧困はその人の生きる意欲さえも失

わせていき、最悪の場合、人を死に至らせることも

ある。貧困に生きる子どもの中には、厳しい環境の

中で、心がくじけ、夢や希望を持てずにいる子ども

がおり、自尊心が傷つき自暴自棄になる子どもや、

何事にもやる気を持てず諦めてしまう子どもたちも

いる。ここリバプールには、貧困によって生きるエ

ネルギーが奪われてしまう子どもたちが数多く存在

すると話していた。

実際にリバプールでも貧困が世代間で連鎖し、な

かなかその中から抜け出せないでいる子どもたちが

多数存在していた。ソーシャルワーカーはそんな子

どもに寄り添い、苦痛を和らげ、貧困解決のため

の輪を広げていく支援を展開していた。それは、

子どもや家庭が社会の中で孤立しないように居場

所を作ったり、コミュニティ全体で貧困を解決す

べき社会的課題として認識し、行動できるような

方策を開拓していくことであった。実際に活動す

るソーシャルワーカーが、「我々には子どもの夢や

希望を大切にできる社会の基盤を形づくる技量が

求められる」と語っていたことがとても印象的で

あった。筆者自身、リバプールでの官民一体とな

った地道な支援が、子どもの将来を明るく照らす

ものになると強く感じた。

4．まとめ

今回の経験から、子どもの貧困問題に対する地域

における総合相談支援の必要性を痛感した。貧困の

根絶には、保育支援、教育支援、就労支援、財政支

援などの包括的な支援が必要不可欠であり、またチ

ルドレンズ・センターで行われているシュア・スタ

ートやリバプールの最貧困地区でのソーシャルワー

カーによる相談支援は大変参考になった。

イギリスでは、貧困に対する包括的な支援が地域

に根ざした形で実施されており、その制度的システ

ムはわが国にも必要なものであると感じた。またワ

ーキング・プアや貧困の世代間連鎖の問題に関して

は、個人への直接的な支援と同時に社会全体へのア

プローチが不可欠であると痛感した。まさに貧困に

陥る人を孤立させず必要な支援を届け、貧困そのも

のが生まれにくい社会をいかに創造するか、それが

今の我々に突きつけられた大きな課題だと思う。
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キーワード：シュア・スタート（Sure Start）

シュア・スタート（Sure Start）は、「子どもの人生の確

かな出発（船出）」と訳されることもあるが、イギリスにお

いて 1999（平成 11）年から実施されている貧困の連鎖を

断ち切るための家族への早期支援政策のことである。開始当

初は、イギリス国内の経済的に困窮する人々が多く住む地域

に限って実施されていたが、2003（平成 15）年からは、

就学前（0 ～ 5 歳未満）の子どもをもつすべての家族を対象

に、家族支援と幼児教育・保育を一体的に提供するチルドレ

ンズ・センターで広く実施されている。
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東京社会福祉士会 澁谷
し ぶ や

泉
いずみ

22 つのシェルターから学つのシェルターから学ぶぶ
若年ホームレス支援若年ホームレス支援

―カナダ・トロントのユース・シェルター見聞録

Ⅲ 国内外の動向

はじめに

トロントは、カナダ・オンタリオ州に位置する同

国最大の都市。人口は約279万人（2014年）。カナダ

経済の中心都市であり、金融、通信、運輸、メディ

アなど様々な経済基盤が集中している。また、カナ

ダに入国してくる移民をもっとも受け入れている都

市でもあり、総人口における外国生まれの人の割合

は半数近くにものぼると言われている。街にはあら

ゆる人種の人々があふれ、それぞれが異なる文化・

価値観の中で生活している。

カナダの中でも比較的裕福な都市であるトロント

にも、貧困問題は確実に存在する。トロント地域最

大のフードバンクであるDaily Bread Food Bankの

調査によると、フードバンク利用者の平均収入は1

カ月約 750 ドル、そのうち家賃が占める割合は

71％。家賃を支払うと、手元には1日6.13ドルしか

残らないことになるという。そのため、41％の大

人と16％の子どもが1週間のうちに少なくとも1度

は空腹を感じ、そのうち31％がお金がないために

終日何も食べないことを経験しているというのだ。

当然、街中ではホームレスの姿が頻繁に見かけら

れる。中には「少年」ともよべるような若いホーム

レスの姿も散見される。彼らの存在は、トロント市

民の中でも大きな関心事であり、様々な支援も実施

されている。筆者は東京でホームレスの支援に関わ

る仕事に就いているのだが、2014年4月から1年間、

このトロントで生活する機会を得た。当然の成り行

きとして、カナダにおけるホームレス支援に興味を

持った筆者は、ホームレスや低所得者に食事を提供

する「スープキッチン」とよばれるスペースでボラ

ンティアをしながら、数カ所のシェルターを訪問さ

せてもらった。本稿では、特に若年ホームレスを対

象としたシェルターに的を絞り、支援の在り方につ

いて日本との違いを考察していきたい。

1．トロントの若年ホームレスの概況

2013年の調査によると、トロントにおける路上

生活者は447人、シェルター等の滞在者は3,970人

となっている。カナダ全体のホームレス人口は約3

万5,000人であるから、全体の13％がトロントで生

活していることになる※1。ちなみに、日本全体での

ホームレスの数は2012年時点で9,576人※2。人口が

約3,500万人のカナダに比べてずいぶん少ないよう

に感じられるが、日本の厚生労働省が路上生活者を

「ホームレス」と定義しているのに対し、カナダで

はシェルター滞在者も含めた、恒常的な住居を持た

ない人を「ホームレス」と定義している点を忘れて

はならないだろう。

また日本との決定的な違いは、カナダでは16歳

以上は児童養護の対象ではなくなるため、20歳に

満たない若年層のホームレスが多く存在していると

いうことだ。日本では基本的に10代であれば児童



養護の対象とされ、自らの意思でホームレスになる

ことは非常に難しい。もちろん日本にも20歳前後

の若いホームレスは存在するが、若年層特有の問題

にフォーカスした支援というのは制度的な担保もな

く、彼らに特化したシェルターもほとんど存在しな

い。一方、トロントでは若年層をターゲットにした

シェルターがいくつか存在し、コミュニティーの中

でも大きな存在感を持っていた。これは日頃から若

年層に特化した支援施設の必要性を感じていた筆者

にとって、非常に新鮮であった。

2．若者に特化した２つのシェルター

① Covenant House 

Covenant Houseは、ダウンタウンのど真ん中に

位置するトロント最大のユース（16歳～24歳）を対

象としたシェルター。風格を感じさせる建物に一歩

足を踏み入れると、まるでクラシックホテルのよう

な重厚なリビングルームで思い思いにくつろぐ利用

者たちの姿を目にすることができる。その内部は男

女別の居室や食堂、プログラムを実施するためのス

ペース、施設内に配置された学校（オンサイト・ス

クール）、簡易な医療を提供するクリニックなど、

セクションごとに仕切られ、まるで巨大なコミュニ

ティセンターのようであった。

この施設の年間利用者は約3,000人、過去32年間

の利用者はおよそ9万人にも及ぶという。その存在

はトロント市民の中でもすっかり定着しており、チ

ャリティーイベントを開催すると、ひと晩で100万

ドルもの寄付金を集めてしまうほど「老舗の」シェ

ルターなのである。

このシェルターでは、24時間365日、緊急保護的

な宿泊はもちろん、教育、就労、生活訓練などを目

的とした様々なプログラムや医療の提供が行われて

いる。ちなみに、看護師が常駐しているクリニック

はホームレスだけでなく、健康保険に加入できない

地域住民にも開放されている。

② Youth Without Shelter

一方のYouth Without Shelterは、1986年、トロ

ント郊外に教師やカウンセラーによって設立された

ユースのためのシェルター。こちらはCovenant

Houseよりもややカジュアルな雰囲気で、筆者が訪

れた際には、クリスマスの飾り付けが行われている

真っ最中であったため、非常ににぎやかであった。

こちらの施設も24時間365日利用者に対応して

おり、およそ50床のベッドルームは緊急保護用30

床、教育プログラム利用者用居室として20床とい

う配分で使用されている。現在までの通算利用者数

は約1万4,000人とのことであった。

3．自立を促す教育支援

この2つの施設は、日本のシェルターにはない重

要な機能を持っている。それは教育支援のプログラ

ムである。若年層のホームレスは、ハイスクールを

卒業できていないケースも少なくない。その場合、

本人がどれだけ仕事に就く意欲があったとしても、

継続的な職を得るのは非常に困難である。そのため、

ユースを対象としたシェルターでは、彼らにハイス

クールを卒業させるためのプログラムを用意してい

るのだ。

Covenant Houseでは、施設内に設置された教室、

オンサイト・スクールでハイスクールの講義を受講

することができ、無事にそのプログラムを修了すれ

ば、ハイスクール卒業の資格を取得することができ
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Covenant House／
大学のカフェテリアのような広々としたダイニングルーム
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る。また、Youth Without

Shelterでは、シェルター

で生活しながら地域の学

校に通うというプログラ

ムを実施している。

高校卒業資格がなけれ

ば職を得ることが難しい

のは日本も同様である。

しかし残念ながら、トロ

ントのシェルターで行われているような就学のプロ

グラムは、筆者の知る限り存在しない。早いタイミ

ングで人生の立て直しを図るには必要な施策と思わ

れるだけに、日本での教育支援プログラムの実施を

望まずにはいられない。

4．就労支援の新しい試み

ホームレスを経験した若者の自立を促すためのも

うひとつの最重要課題として、就労支援があげられ

る。当然、ユースのシェルターでも専門のジョブト

レーナーが配置されていて必要な支援を行っている

のだが、「なにがなんでも仕事に就かせる」という

姿勢ではなく、どちらかというと時間をかけてじっ

くり探すことが重視されている印象であった。

特にユニークだったのは、Covenant Houseで行わ

れていた食のスペシャリストを養成するプログラム

である。Covenant Houseには、レストランの厨房の

ようなプロ仕様のキッチンがあり、そこでレストラ

ンのコックになるための研修プログラムを実施して

いるのだ。そのキッチンで調理された食事は、シェ

ルターでのランチとして利用者に提供される。研修

生たちは実際の現場でプロとしての修業を積み、16

週間の実習を終えると、専門の就労支援員（ジョ

ブ・デペロッパー）が斡旋した仕事に就く。ジョ

ブ・デベロッパーは、レストラン関連の仕事のスペ

シャリストとして、斡旋後も研修生が雇用先に定着

するまでアフターフォローを行うことになっている。

このプログラムはスタートして間もないとのこと

だが、スタッフによると「もっとも成功したプログ

ラム」であり、「今や希望者が多すぎてプログラム

に参加すること自体が難しくなってしまうほど人気

が出てしまった」のだという。同様のプログラムは、

前出のフードバンク、Daily Bread Food Bankでも

実施されていた。こちらも非常に実績を上げている

とのことで、仕事の経験が少ない若年層には、時間

をかけて専門のスキルを習得させ、ある程度の経験

と自信をつけることが効果的であることを実感した

実践であった。

5．自分を発見し自立につなげる支援

日本で「自立」というと、どうしても経済的な自

立のイメージが強く、若年ホームレスへの支援も就

労支援に偏りがちであるが、このふたつのユース・

シェルターではもっと広い意味で「自立」が捉えら

れている。つまり、自分の能力や才能を発見し、そ

れを伸ばしていくこと、あるいは自らが自分の生き

にくさや心の傷をいやしていけるようになることが

「自立」への第一歩と考えられているのである。

その視点に基づき、両施設では教育プログラムの

他に非常に多くのワークショップを実施していた。

Covenant Houseでは、メンタルヘルス・プログラ

ムのカウンセリングはもちろん、それと並行してア

ートセラピーや料理、ガーデニング等を通して利用

者の心のケアを行っている。これらのワークショッ

Covenant House／
ジョブトレーニングで使用されるキッチン

Covenant House／
アートセラピーで制作されたドレス。制作者は性
同一性障害の男性利用者だとか



プで制作された作品は、

しばしばチャリティとし

て販売され、収益はワー

クショップの経費に還元

されているという。

Youth Without Shelter

はさらにワークショップ

が充実しており、基本的

な生活技術や社会的スキ

ルを身に着けるための600以上におよぶワークショ

ップを開催している。その具体的な内容は、金銭管

理や性教育、薬物乱用、怒りのコントロール、コミ

ュニケーション、自尊心の開発など多岐に及ぶ。当

然、開催にあたっては、内部スタッフだけでは賄い

きれないため、17団体ほどのパートナー機関を確

保し、彼らと連携して講座の運営にあたっている。

シェルター利用者はこれらの講座を午前と午後、支

援計画に基づいて受講しているのである。

「好きなことをやらせると自信につながります。

まずは子ども達にモチベーションを持たせること。

そこから情緒的な問題が解決されていくんです」。

プログラムの説明をしてくれたYouth Without

Shelterのスタッフは多様なワークショップの必要

性をこう強調した。

若年層のホームレスが様々な生きづらさや家庭環

境から、心に深い傷を負っているのは日本も同様で

ある。彼らの抱えている問題は千差万別であり、通

り一遍の支援ではなかなか効果が上がらない。早い

タイミングで彼らを再び社会の中にインクルージョ

ンしていくためには、このような多様な選択肢から

最適な支援を選択できる制度が求められているので

はないだろうか。

6．たくさんの大人たちとの継続的なかかわり

トロントのシェルターを訪問する中で、非常に印

象的だったのは、スタッフの多さと勤続年数の長さ

である。たとえば、Youth Without Shelterでは50

人の入所者に対して、フルタイムのスタッフは22

人、パートタイムのスタッフは25人という配置で

ある。これらのスタッフはケース担当、ハウジング

サポート、ジョブサポート、ワークショップの企画

運営等の分担ができており、一人のケースに関して、

複数の専門職が関わるというシステムが構築されて

いる。

どの施設でもケース担当のワーカーが受け持つケ

ースは8人ほどで、担当チームでのケースカンファ

レンスやチームミーティングもほぼ毎週行われてい

るとのことであった。このように手厚いスタッフ配

置は利用者一人ひとりにじっくり向き合えるという

点だけでなく、ワーカーの精神的な消耗を防止する

という点でも非常に効果的であるようだ。実際、各

施設のスタッフの勤続年数はみな10年、20年は当

たり前とのことであった。長く勤務しているスタッ

フが多ければ多いほど、継続的な支援が可能になる

ことは言うまでもない。

また、東京でホームレスの支援に関わる筆者が何

よりも羨ましかったのは、トロントのこのふたつの

シェルターは、たとえ途中で退所してしまっても、

何度でも戻ってくることができることであった。そ

れに加えて、利用期間も25歳になるまでであれば

制限はない。日本のホームレスを対象とした自立支

援センターが利用回数制限と利用期間制限を設けて

いることと比較すると夢のような制度である※3。
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Youth Without shelter／
ワークショップに使用される多目的ルーム

Youth Without shelter／
毎日開催されるワークショップの日程は、カラフ
ルに色分けされて掲示されている



世界の児童と母性 VOL.79 71

［特集］社会的養護と子どもの貧困

キーワード：シェルター
日本では DV 被害者や子どもを一時的に保護する施設を

指すこともあるが、ホームレス緊急一時宿泊施設の略称とし

て使用される場合もある。しかし、その事業自体の運営が各

自治体によって異なるため、一般的にはあまり定着していな

い。東京 23区においては、就労自立をめざす施設である自

立支援センターがホームレス対策の主軸になっている。一

方、北米においては、住居を喪失した人が一時的に暮らす施

設として、その存在は広く認知され定着している。

チーム内の運営もスタッフだけで決めてしまうの

でなく、時には利用者の意見も取り入れて実施され

ている。例えば、Youth Without Shelterでは、利

用者からの提案で、毎週金曜日の夜にパーティを開

くことになったという。もちろん飲酒禁止や終了時

刻などの条件は設けられたが、企画運営はスタッフ

と利用者が協力して行い、大成功。今では毎週金曜

日の恒例行事としてすっかり定着しているとのこと

であった。「彼らは大人たちとの共同作業によって

目的を達成させる手段を学び、さらに自らの意見が

反映されることによって自分の価値を信じることが

できるようになったんです」。シェルターのスタッ

フは少し自慢げに話してくれた。

またCovenant Houseでは、退所後のアフターケ

アとして、施設から自立していった元利用者に無料

でランチや食料を提供している。元利用者はランチ

を食べながら、あるいは食料を受け取るついでに、

必要であればいつでも自分の元担当ワーカーと面談

することができるのである。

「ここを卒業していった後でも、彼らにはたくさ

んの困難が立ちはだかります。そんな時にはすぐに

相談に来ることができる場所としての施設の役割も

重要です。私たちは彼らと長年にわたって関わって

きているのですから」。いったん路上に出てしまっ

た子ども達は家族との絆が断ち切られているケース

も少なくない。Covenant Houseのスタッフの指摘

の通り、困ったときには顔見知りの職員が迎えてく

れて、継続的に相談に乗ってくれる場所は、自立後

の彼らにとって非常にありがたい存在なのではない

だろうか。

おわりに

―若年ホームレス支援に求められるもの

「ユースのシェルターに入所してくる子どもや若

者は、家族とのつながりが断絶されている場合が多

い。彼らに必要な支援は彼ら自身のストレングスを

探し出し、自己尊厳を培うことです」。前述の

Youth Without Shelterのスタッフは強調する。実

際にトロントのシェルターでは以上のような視点に

基づいて様々なプログラムが実践されていた。安全

な部屋とベッドを提供することは非常に重要なこと

である。しかし、それだけでは路上を経験した子ど

もや若者を社会の中に再統合していくことは難し

い。彼らが自立というゴールに達するまでには、彼

ら自身が抱える生きづらさやトラウマを解消してい

くことが必要なのである。

カナダと日本では文化的背景も異なるし、貧困の

状況も同じとは言えない。しかし社会からドロップ

アウトしてしまう子どもや若者が抱えている問題自

体はそれほど異なるものではない。トロントで実践

されている支援の中には、日本の若者にも非常に有

効であると思われるものが数多く存在した。生きづ

らさを抱えている子どもや若者たちの支援は一筋縄

ではいかない。おそらくトロントのシェルターでの

支援も完璧なものではないだろう。しかしそれでも

なお彼らの視点や具体的実践は筆者にとって非常に

示唆に富むものであった。

注）

※1 http://www.homelesshub.ca/community-profiles/
ontario/toronto（2015.7.29）

※ 2 厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査」
（平成24年1月実施）より

※3 東京都23区で実施しているホームレスのための自立支
援センターは利用回数を3回までと定めている。また
期間もおおむね6カ月が限度とされており、約2カ月
以内に仕事を見つけられなければ退所となる。
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本論では、「ケニアの子どもの貧困」と

いうテーマのもと、ケニアの子どもたちが

置かれている現況を考えてみたい。本論に

ついては、「データから見るケニア」、

「Kakamega Boys Rehabilitation School

（カカメガ男子更生学校）の子どもたち」

「ケニアの子どもたちの未来づくりにかか

わる日本人の取り組み」の3部から構成さ

れている。

データから見るケニア

筆者は大学の幼児・初等教育課程で保育者、教員

養成に携わった後、ケニアのカカメガ男子更生学校

に青年海外協力隊員として赴任し、支援活動を行っ

てきた。

ケニアはアフリカの東部1）に位置しており、1963

年に旧宗主国のイギリスより独立した。面積は日本

の約1.5倍の 58.3万平方キロメートル、人口は約

4,435万人2）である。ケニアではキクユ族、ルヒヤ

族、カレンジン族、ルオ族、マサイ族など、様々な

民族が共に生活を送っている。日本で有名なマサイ

族のケニアにおける人口構成比は、実のところ僅か

２％3）といわれている。それぞれの部族が独自の文

化や言語をもっているため、基本的なコミュニケー

ションは公用語となるスワヒリ語もしくは英語で行

われている。私が活動を行っていたケニア西部に位

置するカカメガでは、人口の多くがルヒヤ族であり、

ケニアに在留していた頃は、ルヒヤの友人が伝統行

事であるBull FightingやCircumcision（割礼）の儀

式の行い方を誇らしげに教えてくれた。

経済の面では、「世界子供白書2015（要約版）」4）に

よると、東アフリカ共同体（East Africa Community：

ケニア、ウガンダ、タンザニア、ブルンジ、ルワンダ

の5カ国から構成される、図1）の中では一人あたり

の2013年のGNI（Gross National Income：国民総

所得）が930米ドルと一番高いものの、世界全体の

中で見れば下位の方に属する。日本の 2013 年の

GNIは、46,140米ドルとなっている。参考までに、

民間の会社でセキュリティガードマンをしている

30代のカカメガ在住の友人が教えてくれた彼の月

収は、約6,000Ksh（日本円で7,260円程。1Kshを

元青年海外協力隊（ケニア） 長谷川
は せ が わ

大
ゆたか

ケニアの子どもの貧困ケニアの子どもの貧困
―カカメガ男子更生学校と「ケニアの未来プロジェクト」

Ⅲ 国内外の動向
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1.21JPYで計算）であった。

HDI（人間開発指数：保健、教育、所得という人

間開発の3つの側面に関して、ある国における平均

達成度を測るための簡便な指標）においては、ケニ

アの2013年の値は0.535 5）であった。1980年からの

ケニアにおけるHDIの推移は、表1に示す通りであ

り、また、他の国との比較を示したものは図2の通

りである。日本の2013年のHDIの値は0.870であり、

187カ国中17位6）、ケニアについては、187カ国中

147位5）であった。表1が示す1980年後半からの平

均寿命の悪化は、HIV/AIDSの流行によるものと考

えられ、1984年から 2006年の間に、成人人口の

7％および10万人以上の5歳以下

の子どもがウィルスに感染し、1

日あたり350人が亡くなった7）。

2013 年における 15 ～ 49 歳の

HIV/AIDSの感染者数の割合は、

約6％8）とされる。こうした背景

の下、私が赴任していた更生学

校では、HIV/AIDSに対する教

育がよく行われており、また、

ケニアの友人や同僚の先生との会話の中でも、

HIV/AIDSを話題にした会話を度々聞くことがあっ

た。ケニアの人々にとってHIV/AIDSは、とても

身近で重要な問題の一つである。

子どもたちの就学状況については、家庭に金銭的

なゆとりのある場合、Primary Schoolに 8年間、

Secondary Schoolに4年間行き、その後、日本で言

うところの大学や短期の大学、または専門学校に入

るのが一般的となる。ただし、日本のように、小学

校6年生のクラスのほとんどの子どもが11歳、12

歳というわけではなく、家庭の事情で数年間学校に

行くことのできなかった子どもが復学をし、再びク

ラスに戻ることもあるため、クラスを構成する子ど

もの年齢が同じではないケースが多くある。カカメ

ガ更生学校においては、日本の小学校6年生に相当

するClass6で、14歳や15歳の子どもたちが授業を

受けているのは当たり前のことであった。初等教育

の就学率については、2008 -2009年のデータ9）によ

ると、男子のPrimary SchoolのNet Attendance

Ratio※（登校率）が都市部で85.4％、地方部で76.4％

であった。一方、女子においては、都市部で82.5％、

地方部で79.6％であった。Secondary Schoolの男子

の就学率については、都市部で43.7％、地方部で

13.1％、女子においては、都市部で32.0％、地方部

で16.0％という結果であった。

これまでに、ケニア経済の現況やHDI、また教育

事情について概観してきた。日本とケニアでは置か



れている状況が異な

るために、単純に日

本のそれらと比較を

することは難しい

が、そうしたケニア

の状況を端的に表し

ているデータを一つ

例に挙げたい。ケニ

ア政府が2008年に発表した「First Medium Term

Plan（2008-2012）」10）によると、ケニア国内にはお

よそ240万人の孤児がいるとされる（その内の半数

以上の子どもたちはHIV/AIDSが原因となり孤児

になったとされる）。平成22年に日本で行われた国

勢調査の結果11）によれば、新潟県の人口は約237万

人あったが、その数とほぼ同数と考えると、大変多

くの子どもたちがケニア国内で支援を必要としてい

ることが容易に想像できる。そうした中でも、児童

養護施設や親族などのもとで生活を送ることができ

ている子どももいれば、必要な支援を受けることが

できていない子どももおり、現実の問題として、ケ

ニアの都市部では多くのストリートチルドレンの子

どもたちを見かけることがあった。ストリートチル

ドレンの子どもたちの多くは「グルー」と呼ばれる

身体にとって有害な液体を、空腹を忘れるために日

常的に吸引しており、今もなおそうした状況は続い

ている。

※The NAR9） for primary school is the percentage of

the primary-school age（6-13 years）population that is

attending primary school. The NAR for secondary

school is the percentage of the secondary-school age

（14-17 years）population that is attending secondary

school. By definition the NAR cannot exceed 100

percent.

カカメガ男子更生学校の子どもたち

筆者が2013年 8月より約2年間、青年海外協力

隊員として派遣されたカカメガ男子更生学校（写真

1・2）は、英文で表記すると「Kakamega Boys

Rehabilitation School」となる。更生学校の主な役

割は、その名前にあるように子どもたちの更生を促

すことであり、基本的に子どもたちは3年間、更生

学校で寄宿生活を送ることとなっている。更生学校

は子どもたちに衣食住を保障し、初等教育（写真3）

や職業訓練、カウンセリングを実施し、また、スポ

ーツ活動を楽しむ時間などを設けたりしている。こ

こで筆者は学校のスクールプログラムがより充実し

たものとなるよう、スポーツ活動や保健・健康教育

に焦点を当て、先生たちを巻き込みながら活動に従

事してきた（写真4・5）。ケニアには他にも、日本

でいうところの少年院にあたる施設もあるが、更生

学校には軽い罪を犯した子どもがやってくる傾向に

あった。

ケニア国内には、全部で8つの男子更生学校があ

り、子どもたちのニーズや再犯のリスクに応じて、

大まかに低リスク、中リスク、高リスクの3つの区

分に分けられている。カカメガ男子更生学校は、そ

の内の中リスクの更生学校に位置付けられており、

子どもたちの年齢は基本的に12歳～18歳である。低

リスクに位置付けられる更生学校には、年齢の低い
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〈写真１〉カカメガ男子更生学校の入り口 〈写真2〉同校の校庭

〈写真3〉
同校の授業の
様子
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子どもたちが多くい

る。子どもたちが更

生学校にやってくる

理由は様々であり、

軽犯罪を犯してやっ

てくる子どももいれ

ば、ストリートから

保護されてきた子ど

ももいる。余談では

あるが、罪を犯していないストリートから保護され

てきた子どもたちが、更生を目的とする施設にやっ

てくることを疑問に思い、更生学校の規約に関する

文書を同僚の先生に確認させてもらったところ、更

生学校の役割の中の一つに、そうした保護を必要と

する子どもたちが入所する施設であると記されてい

た。軽犯罪の内容については、カカメガ更生学校の

子どもたちを例に挙げると、学校からドロップアウ

トしてしまった、親の財布から金銭を盗んでしまっ

た等が挙げられるが、どのケースにおいても貧困の

問題が背景にあることが少なくなかった。

例えば、A君のケースを紹介したい。A君は勉強

がよくでき、サッカーもとても上手な少年であった。

そうしたA君がどういった経緯で更生学校にやっ

てきたのかを尋ねたところ、A君の家庭は貧しく、

どうにかPrimary Schoolに通わせてもらっていた

が、学校側が頻繁に備品の購入や行事開催のための

金銭の支払いを求めたため、そのことを家庭にとっ

ての負担と感じ、学校をドロップアウトしたのが更

生学校にやってくるきっかけとなったという。

また、他の例としてB君のケースがある。B君は

とても優しい印象の少年で、素行も良く、勉強にも

励んでいた。ある時、B君に更生学校にやってきた

理由を尋ねると、母親は以前に亡くなり、父親はア

ルコール中毒になってしまって働くことができず、

生計を立てる手段がなかったために父方の兄弟のと

ころに預けられたという。家では父方の兄弟の子ど

もたちと同様に扱ってもらうことはなく、掃除や洗

濯などの家事を一家全員のために必要以上に行うこ

とを強要され、学校すらも一人家から遠い学校まで

通わされたために、学校へ行くことを拒んだところ、

いつの間にか更生学校へ入所する手続きが進められ

ていたとのことであった。

B君について言えば、更生学校での生活が終わっ

た後、帰ることのできる場所が父親になるのか、そ

れとも父方の兄弟になるかは未定であったが、何よ

りケニアではこうした子どもの社会、コミュニティ、

家庭への再統合を支援する環境が整っているとは言

い難いのが現状である。カカメガ更生学校では、子

どもたちが家庭に帰る際の社会復帰を支援しよう

と、ヨーロッパのNGOが入り、先生たちが必要な

知識や技術を習得できるようワークショップを実施

していたが、結局のところ、予算の関係から先生が

子どもに付き添って家庭を訪れることは困難な状況

にあった。つまり、筆者の赴任していた学校を例に

とると、学校の外へ出た瞬間から、基本的に子ども

たちは自分の力だけで再びコミュニティに戻ってい

かなればならないのである。もちろん、家族や親類

からの理解が得られ、社会への再統合がスムーズに

行われるケースもある。しかしながら、3年間の更

生学校での寄宿生活の中で、初等教育を学び、職業

訓練を受け、更生学校へやってくる以前より大きく

成長できたとしても、更生学校にやってきた子ども

たちの個々の経緯を考慮すると、子どもたちだけで

〈写真4〉同校でのワークショップ（WS）の様子
（他協力隊員と共同実施）

〈写真5〉カカメガタウンにあるホテルでのWSの様子
（他協力隊員と共同実施）



社会に再統合していくのは容易ではないのが実情で

あろう。ケニアでは、貧困が起因となって罪を犯し

たとしても、司法制度の中に入った子どもに対する

支援は限られており、社会からの偏見や差別を受け

やすいという。事実、更生学校から家庭に送り出し

た子どもがストリートに戻り、数カ月後に再び都会

の片隅で偶然にその子と出会ったという協力隊員が

いたほどであった。

ケニアの子どもたちの未来づくりにかかわる

日本人の取り組み

ただ、こうした問題を重要視し、少年院（Borstal

Institution）や更生学校などの施設から出た子ども

たちの支援を始めた団体がある。これまで、JICA

国際協力機構のケニアにおける技術協力プロジェク

ト「少年保護関連職員能力向上プロジェクト」に

JICA専門家として関わってきた橋場美奈さんが、

「ケニアの未来プロジェクト―Youth Change

Initiative」（以下、ケニアの未来プロジェクト）を

設立し、2015年1月よりそうした子どもたちの支援

を開始した。日本から遠く離れ、言葉や文化が異な

るケニアにおいて、支援が行き届かない子どもたち

を対象に活動を行う日本人がいることを、同じ一人

の日本人として、私は大変誇りに思う。

設立の経緯については、橋場さんにお伺いしたと

ころ、「JICA専門家の時に、実地研修のモニタリン

グで警察や裁判所を含む各司法関連行政機関を回

り、このような司法制度の

中に入る子どもたちの脆弱

性を目のあたりにすること

となった。プロジェクトの

対象範囲は行政官の業務改

善であり、地域住民への介

入はなかったが、本当に問

題が起こっているのは地域

社会であり、子どもの非行

やその原因となる暴力、虐待が起こる家庭や地域社

会に実際にいる人々への働きかけが必要なのではな

いかという考えがあった」と教えてくださった。

そうした設立への思いをもとに、2015年度は以

下の4つの活動を「ケニアの未来プロジェクト」で

は計画12）している。

①保護司制度の活性化（写真６）

ケニアの特定のサイトで住民から保護司を選出

し、初期の研修を行う。

※保護司とは、日本では「法務大臣から委託を受けた非

常勤の一般公務員（人事院指令14-3で指名された非常

勤国家公務員、無給）で、犯罪や非行に陥った人の更

生を任務とする。ケニアでも、内務省・保護観察局が、

2004年よりこの保護司制度の確立を目指している。

②保護司による個別面接・個別更生プログラム

保護観察に付されている少年を対象に実施する。

③グループ更生プログラム

更生につながる、課外活動、スポーツ、アート

などのグループ活動を充実させる。また、対象

となる子どもの保護者への支援も予定している。

④児童虐待・非行防止のための保護司による地域活動

保護司が地域住民を対象に行う予防活動を支援

する。

こうした活動計画から分かるように、2015年度

の「ケニアの未来プロジェクト」の活動では、保護

司制度を活用して、地域社会で支援を必要とする子

ども・若者をサポートする仕組みづくりを行ってい
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〈写真6〉ケニアの未来プロジェクト活動の様子
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る。活動を進めるにあたっては、County（日本でい

う県）の保護観察事務所との連携を大事にしている

とのことで、今後、地域に根差した活動となる可能

性を秘めている。

保護司となる人材は、非行に走った子どもについ

ての理解があり、また、実際にその地域をよく知っ

ていることから、少年院あるいは更生学校などから

“卒業”した子どもたちが、そのコミュニティにお

いて再統合していく過程で、潤滑油となることが期

待できる。そして、そうした制度が地域社会に浸透

していくに従い、その家庭だけが子どもを育てるの

ではなく、地域社会で子どもを育てていくという意

識が高まり、より子どもが健やかに育ちやすい地域

社会へと発展していくのであろう。こうした取り組

みがアフリカ・ケニアで地域に根差していくのには

大変な労力を要するが、このような意義ある取組み

が、これからも日本人の手によって粘り強く継続さ

れていくことを願って止まない。

キーワード：ケニアの未来プロジェクト
－Youth Change Initiative

ケニアの 18歳未満の子どもと、更生過程にある 25歳ま

での若者を対象に、自立・更生の支援と子どもへの虐待や非

行の防止活動を行っていく団体である。ケニアの首都ナイロ

ビから 60キロほど南東に位置する、マチャコス地方マチャ

コス県の 3地区で、2015年初頭から活動を開始している。

●ケニアの未来プロジェクト
HP：http://youth-change-initiative.org/

●募金振込口座：
郵便振替　口座記号番号：00110-0-264461

加入者名：ケニアの未来プロジェクト
ゆうちょ銀行口座への振込

記号：10530 番号：15300021
名義：ケニアの未来プロジェクト

他の金融機関を利用する場合
店名：〇五八（ゼロゴハチ） 店番号：058
普通預金口座番号：1530002
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そう

約10年以上前になるだろうか？ ある幼い兄弟が

私の施設に入所してきた。彼らは父親と一緒に公園

で路上生活をしていたところを地域の民生委員の協

力により保護され、養護されることとなった。入所

初日の夕食時、児童が食卓に着くや下の弟が保育士

にビニール袋を1枚欲しいと言ってきた。何に使う

のかと尋ねると「うん、このご飯お父ちゃんに持っ

て行ってあげるねん」といいながら自分のおかずを

袋に詰めようとしている。そこを保育士は優しく制

止し、父親のことはもう心配ないから自分の食事を

しっかり食べなさいと諭した。深い事情があるにせ

よ、路上生活を余儀なくされたこの父子が、極貧の

中でも互いを思いやりしっかりと寄り添って生きて

きた姿を想像し、心が震えた。

「貧困」とはなんだろうか？ 「子どもの貧困」と

は？ なぜこのような子どもたちが増え続けるのだ

ろうか？ その答えを探るべく本誌「世界の児童と

母性」第79号において「社会的養護と子どもの貧困」

をテーマに掲げ特集を組ませていただいた。

総論にもあるように、武田信子氏は「助けを求め

られない断絶した社会においては、貧困は、人の心

身、ひいては命にかかわる問題となる」と指摘して

いる。さらに「貧困家庭が社会から切り離されない

ようにすること、家庭が子どもを養育できない状況、

つまり養育の第一義的責

任を負えない状況であれ

ば、それを国家、地方自

治体、そして、地域社会

の人々が責任を持って補

うことが必要である」と

主張されている。このこ

とは各論においてさまざ

まな現場で、今まさに子どもの貧困問題と向き合っ

ておられる執筆者の方々の実践報告の中に圧倒的な

リアリティを持って証明されている。つなぐ・つな

がることの大切さ、そこからソーシャルアクション

として波動を起こし具体的に必要な制度や法律まで

作り上げていく不退転の行動力に、とりわけ若い世

代の欺瞞を許さない強い意志と覚悟を強く感じる。

藤田孝典氏が定義された「優しい暴力」からの脱却

が、私を含めた支援者一人一人に深く問い直されて

いるのではないだろうか？ 今後の命題となろう。

最後に、本誌のテーマである「子どもの貧困」に

ついて国内外の動向も含めてこれほどまでに豊かな

筆力で論じて頂いた執筆者の皆様、新旧編集委員の

皆様、財団事務局の皆様に心より厚くお礼申し上げ

ます。

次号のお知らせ 第80号特集「子どもの育ちと学び─社会的養護とのかかわりから」（予定）2016年10月1日発行

編 集 後 記 「子どもの貧困」が問いかけるもの

担当編集委員 徳善
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