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子どもの貧困対策の推進に関する法律 
（平成25年６月26日法律64号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 
 

 

 日本の子どもの貧困を取り巻く状況は、ここ数年で急速に悪化した。 

 厚生労働省が2014年７月にまとめた「国民生活基礎調査」（2012年）によると、等価可処分

所得の中央値の半分の額に当たる「貧困線」（2012年は122万円）に満たない世帯の割合を示

す「相対的貧困率」は16.1％だった。そして、これらの世帯で暮らす18歳未満の子どもを対象

にした「子どもの貧困率」は16.3％となり、ともに過去最悪を更新した。こうした状況に対処

すべく、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、議員立法として提出され、衆議院

（2013年６月４日）、参議院（同年６月19日）ともに全会一致で可決、183国会で成立した。 

 
 

 

 

 1. 法制定の背景 
 

 子どもの貧困率に関しては、1985年には10.9％であり、その後急速に悪化、2012年には前回調査の

2009年から0.6ポイント悪化し、はじめて全体の貧困率の16.1％を上回る結果となった。 

 すなわち、日本は、６人に１人の子どもが貧困線以下にいる。とりわけ「大人が一人」の世帯員で

の子どもの相対的貧困率は54.6％で、いわゆるシングルマザーやシングルファザーの家庭の子どもの

２人に１人以上が貧困線以下である(１)。 

 世界的に見ても、日本の子どもの貧困率の水準は高い。2011年５月、ユニセフの研究所が、先進諸

国における子どもの貧困について国際比較の結果を発表したが、日本の子どもの相対的貧困率は、Ｏ

ＥＣＤ35か国中９番目に高く、ＧＤＰが高い先進諸国20か国の中では、日本は上から４番目という状

況であった（日本より子どもの貧困率が高いのは、アメリカ、スペイン、イタリア）。さらに、一人

親世帯では、統計のある33か国中最悪となっている。すべての先進諸国の貧困の子どもたちの総数は

3,400万人で、そのうち日本の子どもは305万人。先進諸国の貧困の子どもの約10人に１人が日本の子

どもである(２)。 

 貧困は連鎖する。生活保護世帯の高校進学率は、2013年４月１日現在90.8％で、全国平均に比べ８

ポイント低い。また､高校中退率は5.3％で、全国平均の中退率1.5％に比べて格段に高い(３)。 

                                                                                           

(１) 「貧困線」「子どもの貧困率」等の統計は、厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査の概況」18頁以下参照 

(２) UNICEF Innocenti Research Centre “Report Card 10 Measuring child poverty ― New league tables of child poverty 
in the world’s rich countries ― ” 2012.5 

(３) 厚生労働省社会・援護局保護課調べならびに学校基本調査（文部科学省）より。 
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 急速に拡大する子どもの貧困状況を背景として、この数年、子どもの貧困に対する社会的関心が急

速に高まってきた。 

 2008年11月、国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩氏が、『子どもの貧困 ― 日本の不公平を考

える』（岩波新書）を著し、「『子どもの貧困』が決して、ごく一部の特殊なケースに限られた現象

ではなく、すべての人の身近にある問題」ということを指摘したことを嚆矢に、さまざまな分野で子

どもの貧困問題が取り上げられるようになった。 

 2009年12月６日に開催された「第21回遺児と母親の全国大会｣(４)では、子どもの貧困問題を解決す

るための法律の制定が要望事項として初めてあげられた。2010年３月には、市民団体として「なくそ

う！ 子どもの貧困」全国ネットワークが発足し、同年10月には、日本弁護士連合会人権擁護大会が

「貧困の連鎖を断ち切り、すべてのこどもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議」

を採択、国及び地方自治体に対し、労働法制・社会保障の抜本的改善と教育を受ける権利の実質的保

障を図るなど、諸方策を実施することを求めた。 

 「子どもの貧困」という問題が本格的に国会審議の対象となったのは、民主党政権時代の2010年度

に、「子ども手当の支給に関する法律案」が審議された折であった。その前年（2009年）には、「子

どもの貧困率」の統計が、初めて政府から公表されていた。 

 子どもの貧困そのものを直接の対象として法制定すべきとする動きは、さらに３年を要し、2013年

に入ってから生じる。同年８月から生活保護給付基準の引き下げが予定され、保護世帯の子どもへの

影響が懸念されたためであった。 

 2013年２月13日の衆議院予算委員会で、民主党の山井和則議員が、「イギリスでは2010年に子供貧

困対策法というのができまして、数値目標をつくって子供の貧困を撲滅していくということを超党派

で決めたわけであります。日本ではその流れに逆行している｣(５)と発言した。その後、民主党は子ど

もの貧困対策のための新法を作る検討に着手し、３月12日に子どもの貧困対策法案を党内の「次の内

閣」で審査し、了承している(６)。 

 また自民党においても、民主党の動きに対応し、議員立法の準備を進め(７)、４月４日にはその骨

子を明らかにしている。当時の自民党案は、民主党が先にまとめた案と大筋で一致しているものの、

民主党案に明記された子どもの相対的貧困率を削減する数値目標は盛り込まず、また、民主党案が、

対象の子どもの年齢を20歳未満としたのに対し、自民党案は18歳未満とし、さらに調査研究に関して

は、民主党案が、政府は３年ごとに子どもの貧困率等を公表すると定めたのに対し、自民党案は、大

綱に調査研究をすると定めるのに止まるものだった。 

 こうした国会における動きに呼応し、同年３月６日には、市民団体「なくそう！ 子どもの貧困」

全国ネットワークが、策定される法案に関しては、①子どもの貧困率削減に数値目標を設定、②大

学・専門学校生らにまで支援対象を拡大、③当事者や支援者・支援団体を対策計画の策定に参加させ

るなどを盛り込むべきとする「『子どもの貧困対策法』制定に関する要望」を取りまとめた。また、 

                                                                                           

(４) 「遺児と母親の全国大会」は、あしなが学生募金事務局、あしなが育英会、遺児と母親の全国大会実行委員会

が共催して、1971年より実施。 

(５) 183国会－衆－予算委員会－５号、2013年２月13日 

(６) 民主党ＨＰ→政策→【議員立法】子どもの貧困対策法案 

(７) 下村文部科学大臣も次のように発言している。「自民党でもこれ（民主党の議員立法－引用者）に対応して議

員立法の準備をすることによって、貧困がさらに連鎖しない、それが子供の教育環境を悪化させないような対応

をするように、自民党としても努力をさせていただきたいと思います」。183国会－衆－予算委員会－12号 2013

年３月12日 
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第１表 貧困率の年次推移 
 
 昭和 

60年 

 

63 

平成

３年

 

６ 

 

９ 

 

12 

 

15 

 

18 

 

21 

 

24 

 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

相対的貧困率 12.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1

子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.1 13.4 14.5 13.7 14.2 15.7 16.3

子どもがいる現役世帯 10.3 11.9 11.7 11.2 12.2 13.1 12.5 12.2 14.6 15.1

 大人が一人 54.5 51.4 50.1 53.2 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6

 大人が二人以上 9.6 11.1 10.8 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4

名目値 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

 中 央 値（ａ） 216 227 270 289 297 274 260 254 250 244

 貧 困 線（ａ/２） 108 114 135 144 149 137 130 127 125 122

実質値（昭和60年基準)    

 中 央 値（ｂ） 216 226 246 255 259 240 233 228 224 221

 貧 困 線（ｂ/２） 108 113 123 127 130 120 116 114 112 111

注：1) 平成６年の数値は、兵庫県を除いたものである。 

  2) 貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。 

  3) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満をいう。 

  4) 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。 

  5) 名目値とはその年の等価可処分所得をいい、実質値とはそれを昭和60年（1985年）を基準とした消費者物価

指数（持家の帰属家賃を除く総合指数（平成22年基準））で調整したものである。 

 

第１図 主要先進国の子ども（０～17歳）の貧困率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources:UNICEF Innocenti Research Centre “Report Card 10 Measuring child poverty ― New league tables of 
child poverty in the world’s rich countries ― ” 2012.5,Fig. 1b  
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日本弁護士連合会も、同年４月11日、いわゆる「子どもの貧困対策法」の実効性確保のため、「子ど

もの貧困率削減の数値目標を求める会長声明」を公表した。 

 

 

 2. 法案審議状況 
 

(１) 野党案・与党案の提出 

   2013年５月23日、民主党、無所属クラブ、みんなの党、生活の党、社会民主党・市民連合の野

党６党による共同提案として、「子どもの貧困対策法案」が衆議院厚生労働委員会に提出され、

一方、自民党・公明党の与党も、同日、「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」を同委員会

に提出した。 

   野党案の特徴は、①子どもの貧困対策の当面の目標として数値目標を示し、②国及び都道府県

に対し子ども等の貧困対策に関する計画の策定を義務付ける。また数値目標ならびに削減計画を

策定することから、法案で③「子どもの貧困」、「ひとり親世帯等の貧困率」等について定義す

る。そして基本的施策として、④無料の学習支援や奨学金の充実等、遺族基礎年金の拡充等、保

護者への就労支援として、職業訓練の実施、保育所の整備その他の貧困の状況にある子どもの保

護者の就労等の具体策を列記したことである。 

   野党案がモデルとしたのは、イギリスの子ども貧困法（Child Poverty Act 2010）である。イギ

リスでは、1979年のサッチャー政権以降、失業率の増加等にも関わらず、児童手当も、他の社会

保障給付と同様に放置された。その結果、子どもの貧困は急速に増加し、1995年の子どもの貧困

率は1979年比で３倍の35％に拡大していた。 

   1999年、ブレア首相は、子どもの貧困の撲滅に取り組むことを宣言、そのための戦略として児

童税額控除や児童手当など就労者が受給できる手当（in work benefit）の拡大、最低賃金の引き上

げ、子どもに関する就労外手当（out of work benefit）の拡大、チャイルドケアへの支出拡大、子

どもに関する社会サービスの実施体制の再編などを行った。さらに2004－05年までに子どもの貧

困率を25％削減するという数値目標を掲げ、それをほぼ達成させ、子どもの貧困を減少させるこ

とに成功した。さらに2010年には、子どもの貧困法が全会一致で可決され、2020年までに子ども

の貧困を削減する新たなターゲットが設定されている(８)。 

   これに対し、与党案は、国に対して教育支援策や保護者の就労支援などを盛り込んだ「大綱」

の作成を義務付けたものの、①子どもの貧困率等の削減目標を盛り込まず、②「子ども貧困」等

に関する定義づけもなされなかった。さらに、野党案では都道府県にも計画策定義務を課してい

たが、与党案では③都道府県における計画策定は努力義務にとどめている。さらに④具体的な施

策を列記することもなかった。 

   このように与党案は、総じて基本方向を示すにとどめる基本法的性格の法案といえる。 

 

(２) 一本化された法案 

   与野党それぞれから議員提案された２つの法案は、提案（５月23日）直後から一本化にむけた

                                                                                           

(８) イギリスにおける子どもの貧困対策については、ジョナサン・ブラッドショー、所道彦「子どもの貧困対策と

現金給付 ― イギリスと日本 ― 」『季刊社会保障研究』48(１)、2012夏、62－73頁を参照。 
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協議が始められた。このため、国会審議では、提案説明が行われただけで、両法案に関して実質

的な審議はほとんど行われなかった。 

   与野党協議では、早くも５月29日に一本化に大筋合意している。合意内容は、与野党案で大き

な隔たりがあった数値目標の規定を見送る代わりに、①大綱において、「子どもの貧困率」、

「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」「子どもの貧困に関する指標及び当該指標

の改善に向けた施策」を定めるとの条文を置き、②上記の子どもの貧困率等の定義は、政令で定

めるとされた。さらに附帯決議として、「有識者や当事者団体などの意見を聞く会議を開いた上

で（貧困防止に向けた）大綱を作成する」との趣旨の一文を盛り込むことで合意した。しかしな

がら、③都道府県の大綱を踏まえた計画策定の義務付けはなされず、④具体的な施策を盛り込ま

ないなど、一本化された「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、与党案をベースにした

もので、その性格は基本法的なものとなった。 

   「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、５月31日、衆議院厚生労働委員会から、委員

会委員長が発議する形態が取られた。 

   委員会審議では、委員長提案に先立ち、与野党それぞれから提案された２法案とも撤回されて

いる。そして「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、提案日に採決され、全会一致で可

決された。 

   なお、委員会審議では、以下の「子どもの貧困対策の推進に関する件」が決議された。 

 

    政府は、子どもの貧困対策に関する大綱を作成するに際しては、貧困の状況にある子どもの

置かれた状況を十分踏まえることが重要であることに鑑み、子どもの貧困対策に関し優れた見

識を有する者や貧困の状況にある世帯に属する者、これらの者を支援する団体等、関係者の意

見を会議で把握した上で、これを作成すること。 

    右決議する。 

 

   「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の所管府省は、内閣府と位置づけられた。このため、

同法附則第３条において、内閣府設置法に関し、以下のような、一部改正が行われている。（下

線部を挿入） 

   内閣府設置法第４条 

   ２ 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、少子化及び高齢

化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利

利益の保護、自殺対策の推進並びに子どもの貧困対策の推進に関する政策その他の内閣の重

要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政

各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつか

さどる。 

   内閣府設置法第４条 

   ３ 四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱（子どもの貧困対策の推進に関する法律（平

成二十五年法律第六十四号）第八条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関す

ること。 

   内閣府設置法第40条第３項の表 自殺総合対策会議の項の次に次のように加える。 
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子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律 
 

   この後の審議経過は、以下の通り。 

   衆議院本会議採決：2013年６月４日、参議院厚生労働委員会採決：2013年６月18日、参議院本

会議採決：2013年６月19日 

   なお同法は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令（平成26年政令第

４号）により、2014年１月17日に施行された。 

 

第２表 野党案・与党案・修正協議案の比較 
 
 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

法 案 名 子どもの貧困対策法案 
子どもの貧困対策の推進に関す
る法律案 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律案 

種 別 法律案（衆法） 法律案（衆法） 法律案（衆法） 

提出回次 183回 183回 183回 

提出番号 19 20 24 

提 出 日 2013年５月23日 2013年５月23日 平成25年５月31日 

提 出 者 

中根康浩君 外８名 薗浦健太郎君 外１名 厚生労働委員長 

民主党、無所属クラブ、みんな
の党、生活の党、社会民主党・
市民連合 

自民党、公明党 委員会発議 

衆 議 院 

委員会等

経    過 

本付託日：平成25年５月23日、
付託委員会等：厚生労働委員会 

本付託日：平成25年５月23日、
付託委員会等：厚生労働委員会

本付託日：平成25年５月31日、
付託委員会等：厚生労働委員会
議決日：平成25年５月31日 
議決・継続結果：可決 

衆 議 院 

本 会 議 

経    過 

  

議決日：平成25年６月４日 
議決：可決 
採決態様：全会一致 
採決方法：異議の有無 

参 議 院 

委員会等

経    過 

  

本付託日：平成25年６月14日 
付託委員会等：厚生労働委員会
議決日：平成25年６月18日 
議決・継続結果：可決 

参 議 院 

本 会 議 

経    過 

  

議決日：平成25年６月19日 
議決：可決 
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目 

 

 

 

 

的 

子ども等の貧困対策に関し、基
本理念を定め、国等の責務を明
らかにし、並びに子どもの貧困
率、進学率等の調査等、子ども
の貧困対策の当面の目標及び子
ども等の貧困対策に関する計画
の策定について定めるととも
に、子ども等の貧困対策の基本
となる事項を定めることによ
り、子ども等の貧困対策を総合
的かつ計画的に推進し、もって
子ども等の貧困を解消し、子ど
も等が夢と希望を持って生活す
ることができる社会を実現する
ことを目的とする。 

貧困の状況にある子どもが健や
かに育成される環境を整備する
とともに、教育の機会均等を図
るため、子どもの貧困対策に関
し、基本理念を定め、国等の責
務を明らかにし、及び子どもの
貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困
対策を総合的に推進することを
目的とする。 

貧困の状況にある子どもが健や
かに育成される環境を整備する
とともに、教育の機会均等を図
るため、子どもの貧困対策に関
し、基本理念を定め、国等の責
務を明らかにし、及び子どもの
貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困
対策を総合的に推進することを
目的とする。 
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 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

貧

困

の

定

義 

この法律において「子ども」と

は、二十歳未満の者をいう。 

  

「子どもの貧困率」……全世帯

の世帯員の等価可処分所得額の

中央値の二分の一に満たない世

帯に属する十八歳未満の者の総

数の十八歳未満の全人口に対す

る割合。 

  

「ひとり親世帯等の貧困率」…

…18歳以上65歳未満の者が世帯

主で、世帯主以外の者の全員が

18歳未満の者である世帯であっ

て、世帯員の等価可処分所得額

が貧困基準額に満たないものに

属する者の総数の全てのひとり

親世帯等に属する者の総数に対

する割合。 

  

基 

本 

理 

念 

○全ての子ども等に、その置か

れている環境にかかわらず、

健康で文化的な生活及び教育

を受ける機会を保障するこ

と。 

○貧困の状況にある子どもが成

人になった後に再び貧困に陥

ることの防止。 

○子ども等の置かれた経済状況

に関する問題にとどまらず、

貧困が子ども等に与える精神

的影響に関する問題について

も調査・研究が行われるこ

と。 

○子ども等の貧困に関する専門

的、学際的又は総合的な調査

及び研究の成果が活用される

べきこと。 

○子ども等に対する教育の支

援、生活の支援、就労の支

援、経済的支援等の施策を、

子どもの将来がその生まれ

育った環境によって左右され

ることのない社会を実現する

ことを旨として講ずることに

より、推進されなければなら

ない。 

○国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携の下に、

関連分野における総合的な取

組として行われなければなら

ない。 

○子ども等に対する教育の支

援、生活の支援、就労の支

援、経済的支援等の施策を、

子どもの将来がその生まれ

育った環境によって左右され

ることのない社会を実現する

ことを旨として講ずることに

より、推進されなければなら

ない。 

○国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携の下に、

関連分野における総合的な取

組として行われなければなら

ない。 

 

計

画

／

大

綱 

調査・公表 

政府は、子どもの貧困の実態を

把握するため、三年ごとに、子

どもの貧困率及びひとり親世帯

等の貧困率を調査し、その結果

を公表しなければならない。 

政府は、毎年一回、子どもの貧

困の状況及び子どもの貧困対策

の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

政府は、毎年一回、子どもの貧

困の状況及び子どもの貧困対策

の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

数値目標 

○平成24年を基点とし、平成27

年において、子どもの貧困

率、一人親世帯等の貧困率を

10分の９未満とする。 

○平成27年を基点とし、平成30

年において、子どもの貧困

率、一人親世帯等の貧困率を

10分の９未満とする。 

○平成33年における子どもの貧

困率を10パーセント未満とす

る。 

○平成33年における一人親世帯

等の貧困率を35パーセント未

満とする。 
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 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

 

計 

画 

／ 

大 

綱 

○政府は、子ども等の貧困対策
に関する計画（以下「子ども
の貧困対策計画」という。）
を定めなければならない。 

一 子ども等の貧困対策につい
ての基本的な方針 

二 子ども等の貧困対策に関し
政府が総合的かつ計画的に実
施すべき施策 

三 前二号に掲げるもののほ
か、子ども等の貧困対策を総
合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項 

○政府は、子どもの貧困対策に
関する大綱（以下「大綱」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

一 子どもの貧困対策に関する
基本的な方針 

二 教育の支援、生活の支援、
保護者に対する就労の支援、
経済的支援その他の子どもの
貧困対策に関する事項 

三 子どもの貧困に関する調査
及び研究に関する事項 

○政府は、子どもの貧困対策に
関する大綱（以下「大綱」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

一 子どもの貧困対策に関する
基本的な方針 

二 子どもの貧困率、生活保護
世帯に属する子どもの高等学
校等進学率等子どもの貧困に
関する指標及び当該指標の改
善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の支援、
保護者に対する就労の支援、
経済的支援その他の子どもの
貧困対策に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査
及び研究に関する事項 

○内閣総理大臣は、子どもの貧
困対策計画の案につき閣議の
決定を求めなければならな
い。 

○内閣総理大臣は、大綱の案に
つき閣議の決定を求めなけれ
ばならない。 

○内閣総理大臣は、大綱の案に
つき閣議の決定を求めなけれ
ばならない。 

○都道府県は、子どもの貧困対
策計画を勘案して、当該都道
府県における子ども等の貧困
対策に関する計画（「都道府
県子どもの貧困対策計画」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

○都道府県は、大綱を勘案し
て、当該都道府県における子
どもの貧困対策についての計
画を定めるよう努めるものと
する。 

○都道府県は、大綱を勘案し
て、当該都道府県における子
どもの貧困対策についての計
画を定めるよう努めるものと
する。 

 

基 

本 

的 

施 

策 

○（教育及び教育費に関する支
援） 無料の学習支援、奨学
金の充実等 

○（社会保障の拡充） 遺族基
礎年金の拡充等 

○（乳幼児期からの早期対応の
充実） 保健指導等に係る体
制の整備等 

○（支援体制の整備） 子ども
等の貧困に関する相談、情報
の提供及び助言を行う体制の
整備、貧困の子どもの保護者
を支援する体制の整備等 

○（保護者の就労支援） 職業
訓練の実施、保育所の整備そ
の他の貧困の状況にある子ど
もの保護者の就労等 

○（子ども等の貧困に係る実態
調査等） 実態調査研究並び
に貧困状況の子ども及び保護
者の要望に関する調査の推進 

○（教育の支援） 就学援助、
学資援助、学習支援等 

○（生活の支援） 生活相談、
社会との交流の機会の提供、
生活に関する支援等 

○（保護者に対する就労の支
援） 保護者に対する職業訓
練の実施及び就職のあっせ
ん、その他の就労の支援 

○（経済的支援） 各種の手当
等の支給、貸付金の貸付け等

○（調査研究） 子どもの貧困
に関する調査及び研究その他
の必要な施策を講ずる。 

○（教育の支援） 就学援助、
学資援助、学習支援等 

○（生活の支援） 生活相談、
社会との交流の機会の提供、
生活に関する支援等 

○（保護者に対する就労の支
援） 保護者に対する職業訓
練の実施及び就職のあっせ
ん、その他の就労の支援 

○（経済的支援） 各種の手当
等の支給、貸付金の貸付け等

○（調査研究） 子どもの貧困
に関する調査及び研究その他
の必要な施策を講ずる。 

  

  

  推 

進 

体 

制 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

内閣府に、子どもの貧困対策審
議会（以下「審議会」とい
う。）を置く。 
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 3. 法案の概要 
 

 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の概要は以下の通り。（図参照） 

 

第２図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 基本理念等 

(１) 目的（第１条関係） 

   この法律は、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よう、貧困

の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、

子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の

基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とするこ

と。 

 

(２) 基本理念（第２条関係） 

  ① 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援

等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現

することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。 
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  ② 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野に

おける総合的な取組として行われなければならないこと。 

 

(３) 国等の責務 

  ① 国の責務（第３条関係） 

    国は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する。 

  ② 地方公共団体の責務（第４条関係） 

    地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

  ③ 国民の責務（第５条関係） 

    国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければなら

ない。 

 

(４) 法制上の措置等（第６条関係） 

   政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。 

 

(５) 子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表（第７条関係） 

   政府は、毎年１回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

 

Ⅱ 基本的施策 

(１) 子どもの貧困対策に関する大綱（第８条関係） 

  ① 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱（以下

「大綱」という。）を定めなければならない。 

  ② 大綱は、次に掲げる事項について定める。 

   イ 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

   ロ 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関す

る指標及び当該指標の改善に向けた施策 

   ハ 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困

対策に関する事項 

   ニ 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

  ③ 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

  ④ 内閣総理大臣は、③による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければな

らない。 

  ⑤ ③及び④は、大綱の変更について準用する。 

  ⑥ ②ロの「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」の定義

は、政令で定める。 
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(２) 都道府県子どもの貧困対策計画（第９条関係） 

  ① 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画

（「計画」という。）を定めるよう努める。 

  ② 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

(３) 教育の支援（第10条関係） 

   国及び地方公共団体は、就学援助、学資援助、学習支援その他の貧困の状況にある子どもの教

育に関する支援のために必要な施策を講ずる。 

 

(４) 生活の支援（第11条関係） 

   国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、

貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの

生活に関する支援のために必要な施策を講ずる。  

 

(５) 保護者に対する就労の支援（第12条関係） 

   国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職の

あっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な

施策を講ずる。 

 

(６) 経済的支援（第13条関係） 

   国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子ど

もに対する経済的支援のために必要な施策を講ずる。 

 

(７) 調査研究（第14条関係） 

   国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困

に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずる。 

 

Ⅲ 子どもの貧困対策会議 

(１) 設置及び所掌事務等（第15条関係） 

  ① 内閣府に、子どもの貧困対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

  ② 会議の所掌事務 

   イ 大綱の案を作成。 

   ロ 子どもの貧困対策に関する重要事項を審議し、子どもの貧困対策の実施の推進。 

  ③ 文部科学大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、文部科学省の所掌に属するものに関

する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

  ④ 厚生労働大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、厚生労働省の所掌に属するものに関

する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

  ⑤ 内閣総理大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、関係行政機関の長の協力を得て、③
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及び④以外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

 

(２) 組織等（第16条関係） 

  ① 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

  ② 会長は内閣総理大臣、委員は会長以外の国務大臣から内閣総理大臣が指定する者。 

  ③ 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て

処理する。 

 

 

 4. 具体的施策の制定 
 

 内閣府は、2014年政令第５号において、子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学

校等進学率の定義を定める政令を公布した。 

・「子どもの貧困率」については、その対象をＯＥＣＤの定義と同様18歳未満の者とし、相対的に貧

困の状況にある18歳未満の者として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が18歳未満の者

の総数のうちに占める割合であると規定した。 

  また「相対的に貧困の状況にある18歳未満の者の数」とは、等価可処分所得が貧困線に満たない

18歳未満の者の数であることと、等価可処分所得と貧困線それぞれの技術的な計算方法は、国民生

活基礎統計を所管する厚生労働大臣の告示で示すこととした。 

  数式を示せば以下の通り。 
 

 
 子どもの貧困率 ＝ 

相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として 
厚生労働大臣が定めるところにより算定した数 

国民生活基礎統計における十八歳未満の者の総数 
 

 

・「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」については、生活保護法第６条第１項に規定

する被保護者であって、ある年度に中学校を卒業した者の総数のうちに、その翌年度に、「高等学

校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校及び専修学校の高

等課程」に進学した者の数の割合と定義した。 

  数式を示せば以下の通り。 

 

   生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率 
 

        ＝ 
被保護者で、（Ｘ＋１）年度に高等学校等に進学した者の数 

被保護者で、Ｘ年度に中学校を卒業した者の総数 

 

  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は基本法的性格が強いものであり、具体的な施策は政

府が閣議決定する「大綱」で示すこととなった。「大綱」は内閣総理大臣が会長を務める「子ども

の貧困対策会議」で策定されることとなっており、この点から、具体的な施策の有り様はすべて同

会議の策定方針に懸かっているといっても過言ではない。 

  ところが、この「子どもの貧困対策会議」の開催は遅れた。 
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  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行したのは、2014年１月17日だったのも関わらず、

同会議が初めて開催されたのは、それから約３ヵ月後の、年度を超えた４月４日であった。しかも、

１回目の会議では、大綱案の作成を７月までに同会議が行うことが確認されたに過ぎない。 

  大綱の作成に向けては、４月17日、内閣府に「子どもの貧困対策に関する検討会」（座長：宮本

みち子放送大学副学長）が設置され、６月20日に、早くも「大綱案に盛り込むべき事項について

（意見の整理）」がまとめられ、「子どもの貧困対策会議」に提出された。 

  「大綱案に盛り込むべき事項について（意見の整理）」では、あらためて、「子供の貧困に関す

る指標」として、子供の相対的貧困率、ひとり親世帯の貧困率等の削減目標を設定するとともに、

社会的な剥奪等に関する指標の開発が必要としたうえで、概要、以下の具体的施策が必要であると

提言した。 
 

 

１ 教育の支援 

 (１) 就学の援助 

    就学前教育・就学援助制度の充実／高校段階の「奨学のための給付金」の拡充 

 (２) 学資の援助 

    奨学金等の経済的支援の充実／国公私立大学・専門学校の授業料の減免制度等 

 (３) 学校における確かな学力の保障 

    高校等における就学継続のための支援／社会的・職業的自立のための高校教育の体制

整備／夜間中学校の拡充 

 (４) 学校外教育も含めた学習支援の充実 

 (５) 児童生徒の心身のケア 

    スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置の拡充／子供の食事・栄

養状態の確保 

 (６) 福祉施策との連携 

 (７) 生活困窮世帯等への学習支援 

    生活困窮者世帯等への学習支援／児童養護施設等入所児童への学習支援 

 

２ 生活の支援 

 (１) 保護者の生活支援 

    保護者の自立支援・健康確保／母子生活支援施設の活用 

 (２) 子供の生活支援 

    児童養護施設等の退所児童の支援／食育に関する支援／ひとり親家庭や生活困窮世帯

の子供の居場所づくりに関する支援 

 (３) 関係機関と連携した包括的な支援体制の整備 

    教育と福祉の連携／保健部門との連携／地域との連携 

 (４) 子供の就労支援 

    職業訓練機会の提供／社会的支援が得られにくい子供の就労支援等 

 (５) 支援する人員の確保等 

    児童養護施設、児童相談所等の体制の整備／チームによる支援、相談スキル及び質の
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向上 

 (６) その他の生活支援 

    妊娠・出産に関する支援／年妊娠・出産に関する支援 等 

 

３ 保護者に対する就労の支援 

  親の学び直しの支援／親の就労支援／親の雇用形態の改善 

 

４ 経済的支援 

  児童扶養手当の拡充／遺族年金及び障害年金の支給年齢の延長／医療サービスの確保等 

 
 

 これを受け、第２回「子どもの貧困対策会議」が８月29日に開催され、「子供の貧困対策に関する

大綱」が決定した。 

 ただし、子どもの貧困率の削減目標は、やはり大綱に盛り込まれることはなく、代わって、子ども

の貧困に関する指標が提示され、それぞれの項目ごとに現状の指標を改善に向け努力することがうた

われている。たとえば、以下のようなものである 

 

○生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率90.8％（平成25年） 

○生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率5.3％（平成25年） 

○スクールソーシャルワーカーの配置人数1,008人（平成25年度） 

○ひとり親家庭の親の就業率（平成23年度）（母子家庭の就業率80.6％（正規39.4％、非正規47.4％）

／父子家庭の就業率91.3％（正規67.2％、非正規8.0％）） 

○子供の貧困率16.3％（平成24年） 

○子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率54.6％（平成24年） 

 

 大綱の閣議決定を受け、各府省は大綱を踏まえた平成27年度概算要求を提出し、スクールソーシャ

ルワーカーの配置拡充（目標：約1,500人⇒ 約１万人（５年後））、高校生等奨学給付金のさらなる

拡充（116億円＜前年度比87億円増＞）、学習支援拡充などが並ぶが、財源不足を理由に検討会の提

案項目はことごとく退けられ、並んだのは従来の施策やその延長線上の事業ばかりという状況であっ

た。 

 

 

 おわりに～課題と展望～ 
 

 子どもの貧困対策の具体化が遅れる理由そのものが、子どもの貧困対策法の実効段階における課

題・問題点であるといえる。同法の課題・問題点を列挙すれば、以下のようなものである。 

・第一に、同法の策定過程を省みると、生活保護の見直しの議論の影響を受け、施策の枠組みがター

ゲット主義となり、同法の対象者を生活保護世帯等の子どもと同義とされたことである。そもそも

子どもは社会全体で育成すると捉え、ユニバーサル主義の組み立てに基づき施策がとられるべきで

あった。 
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・第二に、解消すべき対象が、「子どもの貧困」なのか、「貧困」そのものなのかについて、十分に

議論が尽くされたとは言い難いということである。 

  この点につき、松本伊智朗は、「『子どもの貧困』は貧困の一側面であり、子どもの貧困の緩

和・解決を目指す政策と実践は、広く反貧困政策・実践の一部である。子どもの負う不利の解明と

提起を通して社会的関心を高め、子どもに関する政策と実践の領域に反貧困の機能を付与し、貧困

対策それ自体を重層的にし、強化することが重要である。子どもの貧困という特別な貧困があって、

それに対応する特別な政策と実践があるわけではない。」と指摘する(９)。 

  すなわち、日本に暮らし、育つ子ども全般が抱えざるをえない問題があり、これに対するユニ

バーサル主義に基づく施策（たとえば、保護者の所得に関わりなく支給される子ども手当、給付型

奨学金、無償の教科書、義務教育、教育費の無料化、児童扶養税額控除等々）があって、それと対

になって、反貧困政策（就労支援、教育支援、経済支援、生活支援等々）が、貧困世帯を包み込む

ように策定されるべきなのである。 

・第三に、具体的施策の内容が学習支援偏重であるということである。これに加え、本来、ユニバー

サル主義で組み立てられる教育支援・学習支援が、貧困世帯の子どもに対する支援として組み立て

られている点である。 

  同法の目的からすれば、親の就労支援や経済支援がまずもって必要で、学習支援することのみで

「子どもの貧困対策」とすることは問題である。 

・第四に、「子どもの貧困対策」の実施主体となるべき府省が、厚生労働省なのか文部科学省なのか

が、縦割り行政の狭間に入り曖昧なままとなっていることである。 

  貧困対策の対象となる子どもが、生活保護被支給世帯の子どもであると位置付けられたことから、

厚生労働省としては、そもそも生活保護の給付メニューに教育扶助があり、その適用で十分である

との姿勢を崩しておらず、したがって、施策の中心は文部科学省から提示される学習支援や教育支

援等のメニューに限定されることなる。ところが、文部科学省が従前に用意していた就学援助に係

る補助金は、「三位一体改革」により2005年度に廃止され、一般財源化されており、手立てを失っ

ている。ましてや、その就学援助の対象は生活保護の水準を尺度に、世帯の所得が「その1.2倍未

満」と多くの自治体で定めていたことから、2013年８月に生活保護支給額が引き下げられたことに

連動し、就学援助を受けられる子どもが減少するという事態も生じている。 

  府省の縦割り行政の狭間に入り込む施策がワークしないという事態は、避けられなければならな

い。 

 

 今後、努力義務であるものの、都道府県でも貧困対策計画の作成が求められている。貧困の連鎖を

断ち切る支援策の自治体レベルでの策定と実効性が問われているといえよう。 
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