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【解説】 

なぜ今、子どもの貧困か 

――格差の拡大をめぐる現状と移民たちの背負う交差的課題 
 

一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程 日本学術振興会特別研究員 藤浪海 

 

1．子どもの貧困とは何か                                                  

子どもの貧困と聞くと何を思い浮かべるだろうか。テレビで映し出される難民の子どもであろ

うか。あるいは戦中・戦後まもなくの日本の子どもであろうか。もしそうしたイメージを持って

いたとしたら、現代日本における子どもの貧困と聞いてもピンとこないかもしれない。 

実はここでいう貧困とは、前述のような、生きるのもままならないような生存ギリギリの状態

の貧困（＝絶対的貧困）とは異なる、相対的貧困というものである。人間は社会的な動物である。

社会の中で生活するうえでは、生存するということ以上のことが求められる。たとえば、電話が

なくても生存はできるかもしれないが、社会の中で生きていくには支障が出るだろう。このよう

に私たちは、社会で生きるためには「普通」の習慣や行為を行うことができなければならない1。

相対的貧困とはそれができない状態のことを指す概念である。とりわけ子どもについていえば、

勉強机をもてなかったり、衣服も古いものしかもてなかったり、あるいは風邪をひいているのに

病院にかかれないような状況を相対的貧困にあるという。 

かつては子どもを持つ勤労世帯は失業率も低いため、（ひとり親世帯などを除いて）こうした貧

困は起こりにくいとされてきた。だが、ここ 30 年ほどの間に、17 歳以下の子どもの貧困率が社

会全体の貧困率の上昇を上回る形で高まっており、子どもの 6人に 1人が貧困状況にある2。グラ

フ 1 は社会全体の貧困率と子どもの貧困率の推移を示したものである。ここからは 2012 年に、

子どもの貧困率が全体の貧困率を上回ってしまっていることがわかる。実際に近年、貧困を背景

として、怪我や病気をしても病院に行けない子どもや、自己肯定感を持てない子ども、そして極

端な学力不足に陥ってしまう子どもが次々と報告されるようになった3。特に移民の子どもたちに

おいては、経済的な問題のみならず、文化的な問題なども交差することになるため、一筋縄では

いかない様々な問題を背負わされている。 

 

グラフ 1 貧困率の推移4 
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物が溢れ、一見豊かにも見えるこの現代社会の中で、なぜ子どもたちは貧困状況に陥ってしま

うのだろうか。ここでは①親となる若年層の非正規労働者化が進行することによって、子どもの

貧困率の上昇が起きていること、②構造的に生み出された貧困が複合的に子どもに影響を与えて

おり対策が急務となっていること、③とりわけ移民の子どもやひとり親家庭の子どもは経済的な

問題に限らず複数の問題が交差することによって単なる貧困に還元できない複雑な問題を抱えて

しまっていること、そして④行政の取り組みの進展とともに行政・学校と家族をつなぐ存在とし

ての市民団体の役割もまたますます重要になっていることを確認したい。 

 

2．若年層の雇用の不安定化が生み出す子どもの貧困                                 

労働者派遣法の制定・改正や労働基準法改正を経て、ここ 30年の間に労働法制の規制緩和が進

み、就労形態の多様化と不安定化が進行した。単に非正規労働者の割合が倍増したというだけで

なく5、その中身についても大きく変化した。1980 年代は女性や中高年齢者、学生がその中心で

あったが、その後企業が中高年正社員の雇用を守るため若年層の新規採用を抑制した結果、若年

男性も非正規雇用されるようになり、かれらの多くは年齢を重ねても非正規状況を抜け出せてい

ない。さらに 1990 年の入管法改正以降、南米系の人々をはじめとする移民も6、その多くが非正

規労働者層に含まれることとなった7。 

日本においてはこのように非正規労働者層が量的・質的に拡大し、もはや基幹的な労働力とな

りつつあるが、実はこのことこそが子どもの貧困率の上昇をもたらしている。なぜならば戦後日

本の福祉レジームは企業福祉と家族福祉という両輪からなっており、正規労働者か非正規労働者

かという違いが、福祉に関して重要な意味を持っているからである。企業福祉とは、企業が男性
．．

正社員
．．．

と「メンバーシップ契約」を結び8、終身雇用・年功賃金・企業別組合という「3種の神器」

によって失業リスクを取り除き、生活給を保障し、かつその権利を守るというシステムである。

家族福祉とは女性が主婦として無償で行う育児・介護・家事のことであり、専業主婦は税制・社

会保障において優遇されることとなった。このように日本では、男性正社員と女性主婦、そして

子どもからなる家族が「標準家族」として想定されてきたのである。こうしたなかで非正規労働

者は、主婦や学生など家計補助的存在とみなされ、昇進の機会や雇用保護、雇用保険などから排

除されてきた。このような家族－企業間関係によって構築された戦後日本の福祉レジームは、強

固な「男性稼ぎ主型」生活保障システムであるとされている9。 

しかし、若年男性が非正規労働者化し、基幹的な役割を担いつつも手厚い待遇のない「疑似メ

ンバー」となるなかで10、とくに若年層においては「標準家族」を標準的なものとして想定でき

なくなりつつある。若年非正規労働者の就労状況の不安定さと賃金水準の低さは、子どもの貧困

率の上昇をもたらし、育児や教育だけでなく、以下で見るように子どもの生活環境全般を直撃し

た。男性パートナーの賃金の低さから、生産活動に従事する女性が増え、彼女たちが再生産労働

に専念するという従来のスタイルも維持できなくなった。 

とりわけ深刻なのはひとり親世帯の状況である。子どものいる世帯全体の平均稼働所得は603.0

万円であるのに対し、母子世帯のそれは 179.0 万円に過ぎず11、グラフ 2 に示したようにひとり

親世帯と大人が 2 人以上いる世帯の貧困率の差は、未だ大きく開いた状態にある。このような状

況が進行しつつあるからこそ、子どもの貧困の対策がまさに「今」必要なのである。 
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グラフ 2 ひとり親世帯と大人が 2人以上いる世帯の貧困率の推移12 

 

3．貧困がもたらす子どもへの複合的影響                                            

では貧困は具体的にどのように子どもたちに影響を与えるのであろうか。日本の貧困問題について

研究してきた阿部彩は、貧困の子どもへの影響の仕方は多様で複雑だとしつつも、特に以下のような

点を挙げている13。 

 

貧困は、怪我や病気をしても病院に行けない子どもを生み出し、健康に影響する。また親が仕

事で忙しければ、病気に気がつくのが遅れたり、ケアが不十分なものとなってしまったりする可

能性もある。親が多忙であると生活のリズムが乱れ、不登校に陥ってしまう場合も多い。自己負

担の高さから、子どもの受診が抑制されているということも指摘されている14。 

貧困は心理的にも影響を及ぼす。衣服が古かったり、ほかの子と同じゲーム機をもてなかった

りすることは、いじめの一因となりうる。そしてそれは子どもたちの自己肯定感を奪ってしまう。

調査によっても、貧困によって子どもたちの自尊心が損なわれ、希望が持てなくなっていること

が指摘されている15。また経済的不安定さによる親の心理的ストレスは、児童虐待につながる可

能性もある。 

そしてもうひとつが学力の問題である。たしかに貧困状況にあっても、子どもたちは義務教育

段階の学校に通うことができる。だが実際には貧困状況にあっては、塾やスポーツ教室に通うこ

とはおろか書籍や文具の購入などにも支障が出てしまう。また貧困状態にある子どもたちは将来

に希望を見出しづらいことや地域におけるロールモデルの不足から、勉強への意欲も落ちてしま

う。これを教育社会学者の苅谷剛彦は「意欲格差 incentive divide」と呼んでいる16。実際に義務

教育修了以前の段階で、子どもの属する家庭の経済状況に比例するかたちで子どもの学力格差が

起きている17。そしてこの学力の問題は、貧困世帯における教育投資の難しさなどとあいまって、

高校や大学への進学に大きく影響することとなる。たとえば日本における高校等卒業者の大学等

進学率は 53.8%であるのに対し、生活保護世帯や児童養護施設等のそれは、それぞれ 32.9%と

22.6%にとどまっている。次の図 1は貧困がもたらす子どもへの影響の経路を示したものである。 
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図 1 貧困がもたらす子どもへの影響の経路18 

 

4．移民の子どもの貧困                                                   

前節で説明したように、貧困は、単に教育投資の低下というだけでなく、様々な経路を通して

複合的に子どもたちに影響を及ぼしているが、とりわけ複雑な状況にあるのは移民の子どもたち

である。移民の増加と若年男性の非正規化は同様の文脈のなかで起きており、両者の時期的な一

致は決して偶然の産物ではない。そして今日、経済的に困難な状況におかれた多くの移民の子ど

もたちが日本に暮らしている。かれらは経済的困難のみならず、文化的な違いや、ときには頻繁

な移動という問題にも直面する。そして経済的な問題と文化的な問題、双方の問題が交差し組み

合わさると、単なる足し算というよりもむしろ掛け算のように、単一の問題に回収できない厳し

い状況が生じてしまうのである19。それゆえ、移民の統合という観点からも教育は「最後の難問」

だといわれている20。ここでその一端を示すとしたら、以下のような問題が挙げられる。 

 

【教育に関する知識不足、子どもから親への信頼の低下】 

就労時間が不規則であり、「外国人」であるために休暇を申請しにくいことは、親の学校行事へ

の参加を難しくする。このことは教育に関する知識不足を深刻化させ、その上子どもからの信

頼をも低下させてしまう。 

【親子間のことばの乖離】 

不規則な就労状況でただでさえ子どもとの時間がとりにくいのにもかかわらず、日本語をどん

どん習得していく子どもと、仕事が忙しく日本語が勉強できない親との間で、コミュニケーシ

ョンはますます困難になり、親子間の意思疎通が難しくなってしまう。 

【将来に向けた選択肢の多様性の欠如】 

移民の子どもたちの場合、経済的問題のみならず、言語・文化的な問題も学習に影響を与える。

厳しい家計の補助という経済的事情とこの学力の問題が結びつき、多くの子どもが進学を断念

せざるを得なくなると、移民コミュニティのなかでのロールモデルが欠如し、子どもたちは将

来に向けた多様な選択肢をもてなくなってしまう。 

【親のストレスのさらなる増大】 

日本の教育や医療などについての知識の不足や相談相手となれる人の不在は、子どもたちの健

康や学力にマイナスの影響を及ぼすのみならず、ただでさえ厳しい就労状況におかれている親

のストレスをさらに増大させる。 
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【制度へのアクセスの困難】 

貧困状況にあっても、言語的な問題・不安や、不安定な就労時間により、親たちは経済的困難

や教育的課題を乗り越えるための制度へアクセスができなくなってしまう。 

【呼び寄せに伴う諸課題】 

経済的困難や就労状況の不安定さから子どもを母国の親族などに預けざるを得ない家族も多い。

親族の高齢化や子どものビザ取得への不安などから、出身国に残した子どもを、高校を中退さ

せて呼び寄せる家族も少なくなく、来日した子どもたちは精神的に不安定になり、また日本の

高校への進学の問題にも直面する。 

 

このように移民の子どもたちは単なる貧困ということばに還元できない交差的課題を抱えてい

るが、とりわけ厳しい状況に置かれているのは移民のひとり親世帯、そのなかでも特に母子世帯

である。グラフ 3 は母子世帯における母親の完全失業率を国籍別に示したものであるが、日本国

籍者に比して外国籍者の完全失業率が押しなべて高いことがわかる。たとえ男性と同じ工場で働

くことができても、たとえば南米系移民の場合、女性の時給は男性のそれの 3 分の 2 程度になっ

てしまう21。男性と同じ工場で働いているにもかかわらず、である。このように階層やエスニシ

ティだけでなくジェンダーも交差するがゆえに移民の母子世帯の置かれた状況はかなり深刻であ

る。 

 

グラフ 3 母子世帯の母親の国籍別完全失業率22 

 

5．行政による取り組みの進展と、重要性を増す市民団体の役割                           

こうした状況に対して政府はもちろん手をこまねいていたわけではない。1990年代には規制緩

和によって保育サービスの供給量の増加が図られ、雇用における男女間の格差の是正も目指され

た。2000 年代には児童手当の拡充が図られる一方23、移民についても「生活者としての外国人」

という観点から取り組みがなされ、特に子どもの教育は重点的な課題とされるようになった。そ

してついに 2010 年代には子ども手当ての実施、子どもの貧困対策法とそれに関わる大綱の制定

が行われた。大綱では、以下の 6つの柱が立てられた。 

 

地方自治体のレベルでも取り組みは進んでおり、神奈川県でいえば横浜市や川崎市も保育所待
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① 教育の支援：幼児教育の無償化、就学・学習支援、進学に対する教育機会の提供 

② 生活の支援：保護者・子どもの生活支援、子どもの就労支援 

③ 保護者に対する就労の支援 

④ 経済的支援：生活保護世帯の進学時の支援、父子家庭への支援拡大 

⑤ 子どもの貧困に関する調査研究 

⑥ 施策の推進体制の構築 
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機児童に重点的に取り組んでおり、それぞれ 2013年と 2015年に待機児童ゼロを達成した。両市

は待機児童について 2014年に全国で初めて連携協定を結んでいる。2015年には神奈川県も子ど

もの貧困対策推進計画を策定した。さらに、神奈川県では移民の子どもについても、NPO団体と

連携した学校への教育コーディネーターの派遣などの取り組みを行っている。 

だが一方で、貧困世帯は就労時間も不安定で行政機関や学校への相談がままならなかったり、

移民の場合は言語的な問題から情報を収集できず制度があっても利用できなかったりする場合も

多い。それゆえに、移民を含む貧困世帯にとって重要な相談窓口となってきた市民団体は未だに

重要な役割を担っている。むしろ行政の制度が整備されつつある今、このときにこそ、行政・学

校と家庭をつなぐ存在としてその重要性はますます増しているといえよう。 

とりわけ居場所を失ってしまった子どもたちにとって、居場所となるそれらの団体は重要な意

味を持っている。なぜなら、居場所がないということは自らの存在を認められる場所がないとい

うことであり、居場所があるということは失われた自尊心を取り戻すための重要な要素となるか

らである。子どもたちの自尊心を取り戻すことは、すなわち、かれらの将来への希望をつむぎ、

学習への意欲を支えるということである。雇用が不安定化し、また行政の制度が整備されつつあ

る今というまさにこの時代に、これらの団体の活動は貧困の連鎖を断つことにおいてますます重

要なものとなっているのである。 

 

                                                   
1 阿部彩、2014、『子どもの貧困Ⅱ――解決策を考える』岩波書店． 
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