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吉村洋文大阪市長 様 

大阪市こども貧困対策推進本部 御中 

こども青少年局 御中 

 
「大阪市子どもの生活に関する実態調査報告書」を踏まえた 

「子どもの貧困対策」再要求・質問書 

2017 年 7 月 20 日 

子どもに『教育への権利』を大阪教育研究会 

                                           

4 月 13 日、大阪市は、「子どもの貧困調査報告書」(以下、｢報告書｣)を公表しました。大阪市の結果は、

同時期に行われた大阪府内全体の調査と比べても経済的状況が厳しくなっており、子どもの貧困が極めて深

刻であり、対策は待ったなしの状況であることを明らかにしました。｢報告書｣では、｢課題と方向性｣の項目

で児童手当、就学援助、生活保護制度の捕捉率を向上させる取り組みや、ひとり親家庭や10代で出産した家

庭への重点的な支援の必要性、必要な支援を必要とする子どもに「確実に届ける」仕組みの構築

など、重要な提案を行っています。大阪市は、｢報告書｣に基づいて提案の具体化と予算化を進め

る必要があります。 

私たちは、今年の 1 月｢市民の声｣を通じて、「子どもの貧困対策に関する大阪市への要求」を提出

してきました。今回改めて｢報告書｣の具体化・予算化を求めて以下の要求と質問を行います。

お忙しいとは思いますが、8 月 20 日までに回答をお願いします。 

 

【１】今後の実態調査について 

 

 (1)「大阪市子どもの生活に関する実態調査報告書」（以下「報告書」）は、今後の「実態調査

に関する調査課題として、｢複数年かけて初年度同様様々な角度から全体像をつかむ、次年度更に

分析を深めて構造を明らかにするなどの方法も検討すべき」(p.455)と指摘している。今後具体的

にどのような調査を実施する予定であるのか、明らかにすること。 

 

(2)「報告書」では、次に行なうべき調査課題として、様々な困難な状態に置かれている「当事者

の声を直接聴く取り組みも今後検討が必要」（ ｐ455）としている。困窮度の高い世帯、取り分

けひとり親及び若年出産者世帯の子どもとその家族、障がいのある子どもとその家族、日本語を

母語としない子どもとその家族等、様々な困難な状態に置かれている子どもとその家族に対する

具体的な支援を行うために、当該の子どもの保護者及び支援団体や機関(個人を含む)などからの聞

き取りを含む本格的な実態および要望調査が必須であると考えられる。今後の調査実施計画につ

いて大阪市の予定をお聞かせ願いたい。 

 

(3)私たちの要求書(2017 年 1 月）に対する｢回答」では、｢支援を必要とする様々な困難を抱える

家庭の状況把握について・・・より正確な実態と必要な支援策を把握するため、各区単位で小中

学校･支援機構を対象とした調査も行ないました｣とあるが、その分析結果とその評価を開示する

こと。 
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【２】児童手当、就学援助、生活保護制度について 

 

 「報告書」は、｢児童扶養手当や就学援助制度でさえ、必要な対象家庭が受給していない」（p455）
としている。最も困窮度の高い困窮度Ⅰ群における社会保障受給率が、生活保護 9.6％、児童手当

93.2％ 就学援助 64.4％ 児童扶養手当がひとり親世帯の 76％ にすぎない（p141～144）。この

ことは 社会保障制度が真に必要としている人たちに届いていない現状を示している。大阪市は、

対象家庭に直接働きかけるなど制度の周知を徹底して申請を促すなど、捕捉率を上げるための具

体的施策をとることを迫られている。以下この問題について質問する。 

 

(1)「報告書」では、困窮度Ⅰ、Ⅱ群の児童扶養手当制度、生活保護制度、就学援助制度の捕捉率

が低いことを指摘しているが、その原因をどのようにとらえているのか。 

 

(2)｢報告書」は、児童手当制度について「すべての子どもを持つ家庭で受給できる児童手当にお

いて、年齢の低い子どもを持つ家庭にさらに情報を行き届かせる努力が必要である」（p.444）と

指摘している。大阪市は、児童手当の受給率を上げるためにどのような施策をとるのか。 

 

(3)「報告書」によると、困窮度Ⅰ群においては、就学援助受給率は 64.4％にすぎず、就学援助を

｢受けたことがない」世帯が 13.4％もいる（p142）。大阪市の「平成 28 年度就学援助制度のお知

らせ」によれば、就学援助認定基準（目安）は所得が 3 人世帯で約 250 万円、4 人世帯で約 288
万円であるから、 困窮度Ⅰ､Ⅱ群はほぼ全世帯が就学援助対象であるにもかかわらず、多くの子

どもたちが就学援助を受けられないでいる。｢報告書」は、「就学援助制度は自治体独自の適用基

準を有するため単純には判断できないが、生活保護制度も含めて、捕捉率を高める施策が求めら

れる」としている。就学援助制度の「捕捉率を上げる」ためにどのような施策が必要であると考

えるか。 

 

(4)｢報告書」は「生活保護の利用状況については・・・困窮度Ⅱ群 9.2％（5 歳児 5.0％）、困窮

度Ⅰ群 9.6％（5 歳児 5.0％）と、どちらも 1 割に満たない結果となった」とし、「生活保護制度

も含めて、制度の捕捉率を上げる施策が求められている」（p445）としている。生活保護制度に

ついて、どのような「捕捉率を上げる施策」を考えているのか。 

  

(5)「生活保護制度に関しては、他の制度の利用状況に比べて無回答の割合が高いことにも留意が

必要」（p444）（回答のあった全世帯での生活保護受給率は 3.4％、無回答が 33.3％と 1/3 にのぼ

る）としているが、他の制度に比べ無回答の割合が高いことをどう理解しているのか。 

 

(6)2013 年度からの 3 段階での生活保護基準の引き下げに際し、就学援助が受けられない子ども

が出ないようにとの文科省通知に従い、多くの市町村では就学援助基準が維持された。大阪市は

生活保護基準の引き下げに伴って就学援助基準を引き下げたことにより、就学援助率が低下して

いる。 

 文科省の｢昭和 49 年度全国市町村教育委員会財務事務担当者会実施要項」では、準要保護者の

基準を要保護者の「1.3 倍とするのが適当である」とし、さらに病気療養者がいたり、民間の借家
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など特別の理由があったりする世帯の場合、「1.5 倍として基準を定めることが必要である」とし

ている。大阪市は現在 1.0 倍であり、速やかに基準を引き上げ｢受給率を高める」ことが必要であ

ると考えるがどうか。 

 

(7) 今年の 3 月 31 日、文部科学省は就学援助の入学準備金の単価を倍増し、「支給は小学校入学

前も可能」とする通知を都道府県教育委員会に出している。4 月 4 日、松野文科相は記者会見で、

「就学援助の新入学児童生徒学用品等、いわゆる入学準備金については、これまで小学校入学前

の 3 月には支給ができませんでした。この点を改善するため、今後は、小学校入学前でも支給が

できるよう補助金交付要綱を改正し、その旨を 3 月末に各教育委員会に対し通知を発出し、市町

村教育委員会への周知をお願いしたところであります。これにより、来春入学を予定している小

学 1 年生から、必要な援助が行えるようになります」と明言している。すでに、入学前に準備金

を支給している自治体が少なくとも 60 自治体ある。大阪市もできるはずである。大阪市は、この

通知に基づいて入学準備金の入学前支給を実現すべきだと考えるがどうか。 

 

(8)大阪市は中学校給食の就学援助支給率を２分の１としているが、全額支給すべきと考えるがど

うか。また、他の自治体で 2 分の１支給の事例はあるのか。 

 

(9)大阪市議会で ｢平成 29 年度予算編成並びに市政運営」についての一般質問の中で、中学校給

食の就学援助全額支給を求める要求に対して、吉村市長は｢学校調理方式へ移行する平成 31 年度

2 学期は全員喫食になるタイミングであり、課題解決に向けて整理を図る」と答弁している。｢課

題解決に向けて整理を図る」とはどういうことか具体的に明らかにすること。 

 

(10) ｢報告書」によると、「医療機関に受診させられなかった」子どもたちが困窮度Ⅰ群で 3.4
％いる。これは中央値以上群 0.4％の 7 倍である（p124）として「医療費の負担を軽減する施策と

して子ども医療費助成制度の拡充や国民健康保険料及び利用者負担の減免などの拡充が求められ

る｣（p446）と指摘しているが、大阪市は具体的にどのような施策を考えているのか。 

 大阪市では健康保険に未加入な家庭の子どもは医療費補助制度の対象外となっているが、健康

保険の未加入者の子どもも補助制度の対象とすべきではないのか。 

 

【３】「10 代で出産した親やひとり親世帯など優先的に支援すべきグループ」への施策について 

  
  「報告書｣は「本調査では、10 代で出産した親やひとり親世帯など優先して支援すべきグループ

が明確になった」(p447)とし、大阪市に対し具体的な支援策をとることを求めている。以下、こ

の点について具体的に回答を要求する。 

 

(1)｢ひとり親世帯への重点支援」策について 

①「報告書」によると母子家庭が困窮度Ⅰ群の 5 割強（53.3％）を占めている。母子世帯におけ

る非正規雇用の割合が 36.4％と高い。「基本的に、ひとり親世帯への重点支援を検討すべきであ

る」（ｐ446）としている。更に、「自治体から企業に・・・ひとり親世帯の雇用や正規化を促す

など行政の役割としてとらえる部分がある」（p454）｢子育て世帯の就労について地域の企業など

との連携が重要である」｢ひとり親世帯の積極的採用、勤務時間など子育てに配慮した働き方の保
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障などが求められている」（p446）と指摘している。 

  ２０１６年の児童扶養手当法の一部改正の附帯決議において「ひとり親家庭に対しては、生活

の安定を最大限に確保し、かつ、子育てと両立できる質の高いかつ安定した就業が確保されるよ

う、自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実するととも

に、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講ずるこ

と」としている。「報告書」でも、｢ひとり親世帯への重点支援を検討すべきである」としている

が、大阪市は今後どのような｢重点支援」策を考えているのか。 

 

②「報告書」にある、企業に「ひとり親世帯の雇用や正規化を促す」ためにどのような施策を実

施するのか。 

 

③「報告書」は「ひとり親世帯を対象とする児童扶養手当についても困窮度が高まるにつれて受

給率は高まるものの、困窮度Ⅱ群、困窮度Ⅰ群では、約 7 割にとどまっている」とし、困窮度Ⅰ

群のひとり親世帯のうち児童扶養手当を｢受けたことがない」が 9.4％もいることから、｢受給率を

高める施策が求められる」と指摘している（p445）。また、「児童扶養手当法一部改正の附帯決

議」でも「支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう適切な措置を講ず

ること」とするなど、児童扶養手当の捕捉率を高める施策が早急に求められている。大阪市はこ

れらの指摘を受けてどのような施策をとるつもりか。 

 

④DV 等の理由により離婚が成立していない母子家庭の実態を行政としてどのようにして把握し、

支援しているのか。特に DV の場合、相手に知られまいとして住民票を移すことができないなど、

制度の申請が困難となる例も少なくない。このような具体例を把握し、個々の現状に応じた対策を

講じているか。 

 

⑤「児童扶養手当法一部改正の付帯決議」では、「児童扶養手当の支払方法については、地方公

共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調査するとともに、ひとり親家庭の利便

性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数について隔月支給にすること等を含め、所要

の措置を検討すること」としている。兵庫県明石市は今年５月、４カ月に１度と定められている支

給を、毎月に分けて支払うモデル事業を全国で初めてスタートさせた。大阪市も早急に支給回数を

増やす措置をとるべきではないか。困難であるとするなら、その理由は何か。 

 

⑥｢市民の声の回答」では、ホームページや｢しおり｣での案内や、｢利用しやすい窓口サービスに

努めている」としている。しかし、実際にはダブルワークで役所に来庁する時間的余裕のないひ

とり親や日本語が理解できないためホームページの記事が読めない親も少なからずおり、制度の

申請以前にその存在さえ知らずに貧困状態に陥っている家庭が相当数ある。大阪市としてはこの

ような現状を把握しているか。 
 
⑦大阪市は、児童扶養手当の非申請者に対して制度の周知徹底のためにどのような方策を考えて

いるか。また、受給者が継続して受給できるように「現況届」の提出など、親へ直接の働きかけ

ることが必要であると考えるがどうか。 
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⑧「報告書」は、「国の施策ではあるが、児童扶養手当など現金給付の水準の引き上げなども必

要であり、国に対して厳しい状況下にある地方自治体として働きかけが求められる」（ｐ446）と

しているが、自治体によっては独自に「児童育成手当」の制度名で手当を支給している。東京都

でも児童ひとりにつき月 13,500 円の「児童育成手当」を支給している。大阪市でも独自に「児童

育成手当」を新設すべきではないか。現時点において新設できないとすれば、その理由は何か。

お聞かせ願いたい。 

 

⑨東京都、神奈川県、名古屋市など自治体によってはでは、所得制限がある場合があるものの、

ひとり親家庭は医療費自己負担が免除されている。上に述べたような現状があるにもかかわらず、

大阪市が同様の施策をとっていないのはなぜか。その理由などについてお聞かせ願いたい。 

 

(2)若年出産者に対する重点支援策について 

 「報告書」は低年齢出産者と困窮度との関連が強く、10 代出産者の 8 割が困窮度Ⅰ～Ⅲ群に属

する（p180）、「子どもの心身の症状でも 10 代で母親になった群で高くなっており、若年出産者

に対して、出産前後のみならず、子どもも含めた長期的な支援が求められているといえる」（p449）
として、「本調査では、10 代で出産した親やひとり親世帯など優先して支援すべきグループが明

確になった。特に、若年出産者に対する経済的支援策、保育所優先入所、若年の保護者に特化し

た就労支援などを一体的に実施する必要性が高い」（p447）と指摘している。大阪市は 10 代出産

の親については各区の保健福祉センターなどで把握していると思われるが、これまでどのように支援

してきたのか具体的にご教示いただきたい。また、今後の課題と思われることなどもあれば、併せて

お聞かせ願いたい。 

 

(3)幼児期における支援について 

 「報告書」は、「５歳児の世帯がより生活が苦しい状況であるにもかかわらず、制度利用が低

い（生活保護利用率が困窮度Ⅰ7.3％､Ⅱ5.0％）という結果であった。周知が徹底されていないこ

とが理由なのかわからないが対応が必要であろう」（p445）と指摘している。どのような「対応」

を考えているか。 

 

【４】中学校の完全給食実施と給食費の完全無償化について 

 

(1)大阪市はで「学校調理方式へ、平成 31 年度 2 学期までに市内すべての中学校を移行する」と

している。その全工程表を公開すること。 

 

(2)給食費の完全無償化の要求に対し、大阪市は「市民の声」への｢回答｣で、学校給食法により「保

護者の負担とされている」としているが、2016 年度には既に全国 55 市町村で給食無償化が実施

され、396 市町村で部分的に補助する制度を導入している。貧困家庭の多い大阪市でも給食費を

完全無償化して然るべきと考えるが、今後の方向性についてお聞かせ願いたい。 

 

(3)大阪市は夜間中学の給食事業の「制度本来の意義が薄まっている」としているが、日本語を母

語としない人や不登校の生徒が増える中、夜間中学の｢制度本来の意義」は逆に高まっている。 
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国は、2016 年 12 月 14 日「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関

する法律」を公布、第１４条において，「就学機会の提供を希望する者が多く存在することを踏

まえ，全ての地方公共団体に，夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずる」ことを義務

付けた。これを受け、地方公共団体は夜間中学の充実に取り組むことが求められている。 

大阪市として夜間中学の現状をどのように考えているか。大阪市は夜間中学の給食事業を復活

させるとともに、大阪府に夜間中学の就学援助と給食補助金の復活を強く要求すべきではないか。

また、今後どのように取り組む予定であるかについてお聞かせ願いたい。 

 

【５】障がいのある子ども、日本語を母語としない子どもや家族をどう支援するか。 

 

(1)地域の学校ではなく特別支援学校に行く障がいのある子どもが、中学校において増えている実

態がある。大阪市はこの現状を掌握しているか、データがあればお示しいただきたい。今後、障

がいのある子どもが地域の学校に通うためにどのような施策を考えているのか。 

 

(2)大阪市は｢市民の声」の｢回答」において、「医療的ケアを必要とする児童生徒を含む障がいの

ある児童生徒が安全･安心に学校生活を送れるよう、引き続ききめ細やかな対応に努めて参りま

す」としているが、大阪市の小学校で、医療的ケアを必要とする児童について、学校給食で二次

調理の対応がなされず、保護者が学校に行って二次調理することが求められている事例が問題に

なっている。医療的ケアを必要とする児童・生徒の二次調理の要請に早急に対応する必要がある

と考えるがどうか。 

 

(3)「報告書」では、 ｢日本語を母語としている場合、非正規が 8.6％（5 歳児：6.3％）であるの

に対し、日本語を母語としない場合、（非正規が）17.2％（5 歳児 11.4％）であった」となってい

る（ｐ287）。 

 大阪市でも外国にルーツをもつ世帯が増加しているが、日本語を理解できない親が本来必要で

あるはずの社会保障制度を知らず、利用できていないために貧困状態に置かれていることは先述

したとおりである。区役所の相談窓口に通訳者の常勤配置が求められるなど、問題は山積してい

る。さらに｢報告書」では「日本語を母国語としない世帯の非正規の多さも目立ち、支援策が急が

れる」（p446）と指摘しているが、大阪市はこのような外国にルーツをもつ世帯に対して、現在

どのような支援策を実施しているか、未実施であれば今後どのように支援していくのか、お聞か

せ願いたい。 

   

【６】必要な支援を必要とする子どもに「確実に届ける」仕組みをどうつくるのか。 

 

(1) ｢報告書｣は｢児童扶養手当や就学援助制度でさえ、必要な対象家庭が受給していない」として、

必要な支援が「必要な子どもや家族に『確実に届ける』ことが課題である」とし、そのためには

「大きな仕組みを作る必要がある。貧困対策のための支援のポイントの提示と徹底、取りこぼさ

ずに流れていくような仕組みの法制化と徹底は市として取り組むべきであろう」とした上で、「学

校の『チーム学校』の機能を生かして・・・拾い上げ支援につなぐ仕組み（スクリーニング会議）

を作っていくことである」とし、そこで「支援が必要となった子どもたちを・・・子ども食堂や
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学習支援などにつなぐには、学校に地域資源として入っていることも方法である」としている

(p.455)。｢チーム学校｣とそれを支える体制についてどのように考えているか。 

 

(2)上記の提言は非常に重要である。大阪市はモデル校ないしモデル地域を指定するなどして、必

要な支援を必要とする子どもたちに「確実に届ける」具体的な仕組み作りのために早急に取りか

かるべきだと考えるがどうか。 

 

(3)支援を｢確実に届ける｣仕組みを法制化し、学習支援、生活支援につなぐには、各学校、地域に｢子

ども食堂」のような子どもたちの「居場所」が地域資源として入っていることが必要である。大阪

市は今後、「子ども食堂」に代表されるような子どもの居場所事業をどのように位置付けて支援し

ていくのか、明らかにすること。 
 

(4)｢報告書｣は「スクールソーシャルワーカー(以下、SSW)の常勤化を政府が掲げているが、キ

ーになる人材を投入して、スクリーニング機能を生かし、必要な制度、サービスに確実につなぐ」

仕組みを、子ども全員を把握できる学校で作ることを提案している(p455）。そのためには SSW

の全中学校区への各 1 名ずつの配置が必須条件となろう。 

 大阪市は、大阪市議会における  ｢平成 29 年度予算編成並びに市政運営」についての一般質問

における答弁で、SSW の配置を「平成 31 年度に国の配置基準に合わせた 22 名という目標を踏ま

え、さらなる人材確保に努める」としている。しかし、文科省は SSW を「平成 31 年度までに全

国の全ての中学校区に 1 万人配置する」としており、大阪市の 22 名目標は国基準からも大きく逸

脱している。 

 2016 年度は大阪市における SSW は 8 人しかおらず、１人で３～4 区受け持っていた。国基準か

ら考えても 2019 年度までに SSW を全中学校に各 1 名ずつ、計 128 名配置することが必要ではな

いか。 

 SSW を増やすためには雇用条件の改善が不可欠である。非正規の現状では低収入で交通費も支給

されず、雇用保険もない。「チーム学校」の「キーになる人材」の役割を果たすためにも常勤化が

必要と思われるが、SSW 配置と雇用に関する大阪市の見解をお聞かせ願いたい。 

 

(5)大阪市の『市民の声」への「回答」は、｢子どもの家事業」を「留守家庭児童対策事業へ移行

し、補助制度を一本化した上で補助を継続しております」としているが、「留守家庭児童対策事

業」の対象は小学生に限定されており、中・高生に対するものではない。 

 困窮度が高い世帯の子どものための居場所づくりの一環として中・高校生をも支援対象とする

施策が必要であり、 ｢子どもの家事業」への補助金を復活させて事業の拡大・充実を促し、中・

高校生に｢居場所｣を提供できる体制づくりが緊要であると考えるが、大阪市の｢子どもの家事業｣

に対する現在の評価はどのようなものか。現在の事業規模で充分と考えているのか、課題は何か

などについて、大阪市としての見解をお聞かせ願いたい。 


