
- 1 - 
 

令和３年度かながわ子ども支援協議会 議事録 

 

（事務局） 

○「令和３年度かながわ子ども支援協議会」を開会する。 

 

○本協議会は、神奈川県情報公開条例第 25 条に基づき「公開」とする。発言者の氏名、発

言内容、要約の議事録も公開される。なお、本日、傍聴の希望者はいない。 

 

○協議会の開催にあたり、神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部長松谷よりご挨拶

申し上げる。 

 

＜部長挨拶＞ 

 

（事務局） 

○出席者は、お手元の出席者名簿のとおりである。欠席者は２名である。事務局として、

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部長松谷、次世代育成課長川上、他子ども教

育支援課、学校支援課、子ども家庭課、生活援護課の職員が参加する。 

 

（事務局） 

○それでは議事に入る。かながわ子ども支援協議会設置要綱第４条第４項の規定により、会

長に議長として議事の進行をお願いする。 

 

（末冨会長） 

○まず、次第の２「議題」を事務局から説明してもらう。 

 

＜資料１に基づいて、事務局説明＞ 

 

（末冨会長） 

〇事務局からの説明に対して、確認事項はあるか。 

 

（吉中委員） 

〇令和２年度の点検なので新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響があるという前提で

いいと思うが、資料１の５ページ、中途退学率について、退学率が下がっているという

データがあったが、下がっているのは子どもたちが健全に退学を留まったというよりも、

新型コロナウイルス感染症感染拡大で退学に至る前に、学校生活をしていないと考えら

れるのではないか。 

 

〇資料１の７ページ、中学校卒業後の就職率が低い数値で表記されているが、0％だったら

誰も就職できてないと誤解を招かないか。母数は全体の中学校卒業者だと思うが、「進

学をしていない学生のうち、就職したもの」と記載した方が分かりやすい。高校卒業者

の就職率も同様である。「就職希望者のうち○○％就職できた」という数字の出し方の

方が良い。 
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（末冨会長） 

〇ご指摘のあった高校中退率について、梅田委員に意見を願う。 

 

（梅田委員） 

〇おっしゃる通りの側面はある。資料１の中途退学率について、１％台から０％台で元年

度から２年度まで推移しているが、本校の場合はそれ以上の割合で推移している。昨年

度、今年度に関しては新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で圧倒的に学校に来る

時間が少なくなったのは、退学率に大きな影響があったと思っている。具体的に言うと、

例年であれば出席状況が良くなくて進級卒業が出来なくなるような生徒たちが、学級閉

鎖等により登校の必要がなくなり、進級卒業できたケースもある。そのような側面が中

途退学率に影響した可能性があると受け止めている。 

 

（末冨会長） 

〇この点について、出席要件の若干の緩和で、中途退学率が改善できると言える。文部科

学省の中央教育審議会でも、日本は履修主義で、出席日数にこだわっていたが、定期考

査や単元テスト重視の習得主義、必ず出席にこだわらない形での学びも認めていかない

か、と生徒に寄り添った検討をしている。 

昨年度は中途退学者が減った一方で、不登校・長期欠席の数は小・中・高校あわせて過

去最高になっている。その中で、中途退学者が減っているのは、登校せずに行う学びも

認められているということだと思う。 

どこまで出席にこだわるのかは、県全体で中途退学予防といった観点から検討する必要

がある。 

 

〇吉中先生の２つ目のご指摘、子どもの就職率について、この点に関して神奈川県はいち

早く子どもの貧困指標を作っておられるので、指標の標記についてもアップデートをし

ていった方がよいと感じるが、事務局から説明はあるか。 

 

（事務局 川上課長） 

○子どもの就職率の分子と分母を確認し、ご指摘いただいた表現が可能であれば、そのよ

うな形で修正することを検討したい。統計上、どこまで正確に数値を把握できるか確認

してから正式に回答したい。 

 

（末冨会長） 

○指標の変更は、この会議の議題となってくることなので、指標は従来通りにしながら、

本文の方で中学校卒業後進路未決定率、未決定者、パーセンテージと実数を含めてお書

き添えいただくことをお願いしたい。 

 

（二ノ宮委員） 

○資料１の１１ページ、地域における学習支援等について、地域未来塾の令和２年度の実

施個所が４カ所で令和元年度と変わりないが、市町村の数の割には少ないと感じる。９

番、放課後子ども教室の数は４カ所増えているが、３３市町村のうち取組のない市町村
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があるのではと感じたが、そのことについてお聞かせ願いたい。 

 

（次世代育成課 川上課長） 

○放課後子ども教室の実施個所数について、本日所管の課の出席がないため、なぜ少ない

かという点についてお答えは難しい。承知している範囲では県内 30 市町村で放課後子ど

も教室自体の実施はされていると認識している。 

 

（末冨会長） 

○放課後子ども教室について、実施していても学校の規模、人材の確保等でなかなか実施

しづらい自治体もあるのではないだろうか。地域未来塾については都道府県下の実施率

の格差も大きく、放課後児童クラブとの関係で実施しない地域もあれば、実施する地域

もある。子どもの貧困対策の観点から大切なのは、放課後の過ごし方の格差が、子ども

たちの学力面だけではなく、生活習慣の形成や友達とのかかわり、自分への気持ち（非

認知スキル）にも影響がある。どれくらいの子どもたちが子どもの貧困対策につながる

ことができていて、要保護、準要保護の子どもたち、ひとり親世帯や外国につながるよ

うなご世帯も含め、つながることができているか、という視点で指標も進化していける

とよい。特に国が今、標準化した調査項目を定めている以上、調査のコスト自体は下が

る。調査のサイズダウンをするか、自治体として調査しないといけない指標によりシフ

トするかといったことも踏まえて検討した方が良い。本当に必要な子どもがどれくらい

カバーできているかという視点で計画を作り、進めていかないと意味がない。指標の作

り方の進化の提案を神奈川県からできるとよいと感じる。 

 

（栗原委員） 

○資料１の９～１０ページ、スクールカウンセラー（以下ＳＣ）とスクールソーシャルワ

ーカー（以下ＳＳＷ）の配置の問題について。ＳＣは１００%と記載されているが、ＳＣ

は複数の学校を兼務していることを認識し、神奈川県として１００％で終わりではなく、

ＳＣの人数を増やしていく方向で進めてほしい。ＳＳＷについてもＳＣと違った役割を

果たしており、将来的には兼務ではなく１校 1 人で配置いただき、ケースワークなどの

福祉的調整だけではなく、子どもを暴力から守る、性的な被害から守る等の指導も含め

ＳＳＷが担っていけるとよい。 

 

○資料１の 10 ページ、就学援助制度について利用者が飛躍的に増えているが、書類を配布

する市町村が増えた以外にも、利用者が増えた要因はあるのか。新型コロナウイルス感

染症感染拡大の影響はあるのか、お聞かせ願いたい。 

 

（末冨会長） 

○ＳＣ、ＳＳＷについて私も同意する。 

 

○就学援助制度について伺いたい。 

 

（学校支援課 木村指導主事） 

○ＳＳＷの増員について、今後も配置、活動状況もふまえながら拡充の必要性も含め検討
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をしているところである。 

 

（子ども教育支援課 武下グループリーダー） 

○ＳＣとＳＳＷについて１校に１人ずつの配置について、教員のように定数配置とするよ

う国に要望をしている。あわせてＳＣは全中学校に配置しており、そこから小学校に派

遣する形をとっているが、県のＳＣ以外にも市町村のＳＣ、ＳＳＷもいるので、県と市

町村のＳＣ、ＳＳＷが協働しながら相談体制を充実させているところである。 

 

（末冨会長） 

○他に確認されたいことはないか。 

 

（木村委員） 

○高校の中途退学者や、高校卒業後に就労される生徒さんについて会議の中で出たが、別

添２の２８ページに記載の、かながわ子ども・若者総合相談センター、かながわ若者サ

ポートステーション、高校生世代自立支援事業等の取組みがあることを、必要な子ども

たちに知らせる方法はあるのか。 

 

（梅田委員） 

○本校は学校教員以外にもフォローしてくださる外部の方々と長年連携している。横浜市

の若者サポートステーションについては定期的に出張相談で学校に来ていただいている。

またＮＰＯ法人も昼休みや放課後、カフェを開きながら、ボランティアの方と交流の中

から生徒から悩みを聞き出すことも行っている。また地域の法人会さんに自立支援をお

願いする等、積極的に外部とつながっている。スクールキャリアカウンセラー（就労支

援に特化した職員）も常勤しており、福祉就労にも強いので、校内で外部の支援につな

げるというシステムが本校は確立している。社会で学校の福祉的側面が脚光を浴びてき

ており、今後の状況においてどの学校にも必要になってくるはずなので、他校の教職員

への情報を共有の必要性を感じている。 

 

（末冨会長） 

○田奈高等学校は顔の見える大人が、そのままサポートしてくれる大人であるという点が

非常に大きな特徴である。中学校・高校で、相談先のリーフレット等が配られることも

あるが、どのような大人がかかわっているのか、顔の見えない関係だからこそ相談につ

ながりにくい側面がある。もちろんオンラインだからこそ相談につながりやすいという

側面があることも、神奈川県の LINE 相談の取組みで分かっているが、とりわけ思春期、

青春期の子どもたちをどのようにサポートにつなげるかは、悩ましい問題である。でき

れば子どもと大人の顔の見える関係作りが好ましい。 

 

（栗原委員） 

○資料の別添２ 構成事業一覧について、子どもたちの意見を拾い上げる事業が少ないと

感じる。かながわ子ども家庭 110 番相談 LINE について、子どもより保護者の相談が多い

のではないかと思う。全体的に子どもたち自身が相談できる場所の案内が少ないと感じ

た。（自身が携わっている相談事業について）子どもの声をより多く拾うために新年度
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から LINE 相談を導入する予定だが、１つのＮＰＯ法人での実施では難しい点があるので、

行政との協働で進められるとありがたい。 

 

（末冨委員） 

○LINE 相談について様々な運営からは、人手が必要等、運営が難しいと聞く。手厚い支援

体制を御考慮いただきたい。 

 

（末冨会長） 

〇 次に、次第の３「報告事項の説明」について事務局から説明してもらう。 

 

＜参考資料１から５に基づいて、事務局説明＞ 

 

（末冨会長） 

○参考資料５について補足する。昨日一部修正があり、内閣府のホームページに公開され

ているので、事務局よりリンクを再共有していただくようにお願いする。 

 

○コロナ禍で各自治体により行われていた調査と大きく違いはないが、ひとり親世帯で食

品を買えなかったケースが４割弱となっているので、かなり厳しくなっていることが分

かる。この調査の意義は、調査の結果ではなく、調査の項目の利用にある。今まで各自

治体で調査票を作成していたが、それでは自治体間の比較が不可能である。また自治体

によっては子どもの貧困に対する調査項目として妥当か疑問に思われる項目もあるため、

最低限国が示す項目は聞いてほしい。精度の高い質問項目が選ばれているので、神奈川

県での調査にも活かしてほしい。 

 

○この調査の実施方法は 5000 世帯に配布し半数の回答を得られている。学校を通しての配

布をし、なるべく全数調査に近い形で把握をしていけるようになると、子どもたちの困

難さに対する指標は所得だけではなく入っている。家庭内の虐待経験や友達から攻撃さ

れている等、子どものリスクについての指標もバランスよく盛り込まれている。結果ば

かり報道されているが、大切なのは調査項目であるという事を補足させていただく。 

 

○他の報告事項について質問はあるか。 

 

（木村委員） 

○参考資料４ 生理の貧困に向けた取り組みについて、数に限りがあるため、大学のみの

配布となっているとは思うが、今後、中学校や高校への配布の拡大はあるか。 

 

（次世代育成課 川上課長） 

○所管課が違うため、把握している範囲でお答えするが、資料に書いてある範囲だけでは

なく、高校等でも配布が始まっていると承知している。 

 

（末冨会長） 

○子どもたちに届きやすいよう窓口配付でなくトイレに置いていただきたい。 
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（次世代育成課 川上課長） 

トイレの方で配布していると承知している。 

 

（子ども教育支援課 武下グループリーダー） 

○中学校への生理用品の配布については、所管が各市町村になるが、各市町村でも生理用

品の中学校での配布を始めているところもある。 

 

（末冨会長） 

○現金給付も現物給付もどちらも大切なものである。様々なアプローチで多くの支援がつ

ながっていくという神奈川県の取組みが分かった。 

 

（今井委員） 

○要保護児童や要支援児童や特定妊婦等、このような方々は貧困のリスクが高い世帯なの

で、このような方々が支援につながることが大切である。母子保健でいうと乳幼児の頃

から、母親とお会いして困りごとの相談から始まるが、これが徐々に変わっていって、

要保護のお子さんであると、コロナ禍で学校の休校をきっかけに不登校や親からの虐待

が増えてきており、支援の重要性を感じた。 

 

○市町村の方でも子ども家庭総合支援拠点を設置することになっており、本市も 10 月から

18 歳までのお子さんを支援するという形で、当課で担当しているが、取り組むことによ

り小中学校のＳＳＷとのつながりが強くなった。 

 

○市町村の強みとしては、赤ちゃんの時から母親と接しているという事がある。虐待対応

も当課で担当しているので、関係性の中で支援につながるケースもある。子どもの貧困

は幅広い。子どものリスクに関する項目をしっかり取り入れた神奈川県子どもの貧困対

策推進計画になることを望む。 

 

（末冨会長） 

○子どもの貧困は低所得だけではなく、子どものウェルビーイングが阻害されている状態

が子どもの貧困である、という事が国際的なスタンダートである。子ども自身が幸せで

あるか、という事に焦点を当て、国も調査を変更し、次の指標の改善につながっていく

と考えている。神奈川県としての次の指標、調査の在り方が子ども自身のウェルビーイ

ングの改善につながっているかをふまえ考慮していただきたい。 

 

○また保護者支援もなるべく早期から対策していただきたい（周産期や乳幼児期から） 

 

○これで予定されていた議題については以上になる。 

 それでは、今期の協議会での議論は本日が最後ということなので、構成員の皆様に、子

どもの貧困対策の推進に関して感じていらっしゃることを、一言ずつお願いしたい。 

 

（栗原委員） 
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○電話相談について、親子関係がうまくいかない子どもたちから相談がある中で、17 歳ま

でだと児童相談所につなげるが、どこにも相談したことがない子どもたちもいる。その

ような子どもたちにも届くような広報の仕方を工夫していく必要があると感じている。 

 

○特に虐待を受けた男児の行き場が少ない（シェルター等もあるが、性被害をうけた他の

子どもたちがいるため受け入れのハードルが高いことが多い）と感じることが多く、改

めて必要性を感じている。 

 

（梅田委員） 

○先ほど就職のデータ等があったが、あくまでも平均値として示されているもので、実態

としては学校間で差がある。ＳＳＷについて、本校は拠点校となっているが、他校から

の派遣依頼は少ない。他校からどんな時にお願いしたらよいか分からないという声もあ

る。またＳＣとＳＳＷの違いがわからないといった声も現場にある。学校の居場所機能

は重要なので、学校も教職員も学校の福祉的側面に力を入れていかないといけないと感

じている。 

 

（二ノ宮委員） 

○主任児童委員を 23 年ほどやってきたので、学校、地域の方との関わりを持ってきたが、

親御さんの余裕のなさを感じる。親御さんのサポートの重要性を感じる。 

 

（今井委員） 

○子どもの妊娠期からの支援をしっかりと行い、必要な方には支援を継続していき、次の

ライフスタイルにつなげていく。地域で見守り、地域で育てる視点がこれからは特に重

要である。 

 

（齊藤委員） 

○神奈川県子どもの貧困対策推進計画の指標について、件数や人数が記載されているもの

について、子どもが年々減少しているが、母数の減少が反映されていない。児童扶養手

当の受給者数が減少しているので、貧困家庭が減っているようにも見えるのだが、子ど

もの母数自体が大きく減っているので、受給対象児童数を０歳から 18 歳までの児童数で

割り、率での表記もしないと貧困が改善しているかがわからないと思われる。 

 

○昨年度から給付金の事業が来ており、子どもを対象とした給付金もあり、その効果は見

えづらいが、例えばヤングケアラーの国の報告は、子どもたちにオンラインでアンケー

ト調査をしていて、自由意見を取り上げている。そのような取り組みを国や県で行って

いただきたい。子どもの貧困に対する様々な施策があるが、それが子どもたちにどのよ

うに反映しているのか、子どもたちの意見を聞きたい。 

 

 

（末冨会長） 

○今、国でもこども家庭庁について大きく議論されているが、同時に子ども基本法の制定

について今から協議が進められる見込みである。その際に主要なポイントの一つになる
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のが「子ども自身の声、意見」、もしくは「声なき声」もふまえて政策に参画してもら

う、もしくは声を反映させることとなる。このことを公式のものでも当たり前にしてい

くプロセスに入っている。 

 

（樋口委員） 

○私は生活困窮者自立支援法の中での、困窮の自立相談支援のチームの統括をしており、

コミュニティーソーシャルワーカーとして藤沢市の直営の窓口と、藤沢市から委託をう

け地域に密着した相談員と、藤沢市は両輪で行っている。ソーシャルワーカーとして相

談を受ける側だが、社協職員なので葛藤も多く、難しい事も多い。 

 

○コロナの貸付の事業も社協はしており、昨年度一年間で藤沢市社協が受けた件数は延べ

約 6700件、貸付金の申請額の総額は 23億を超えており、申請者の年代は 30代、40代と

いう子育て世代の割合がとても大きかった。今までギリギリで生活出来ていた層にコロ

ナ禍の影響が大きく出て、貧困の層の幅が広がった。経済的な事だけではない、子ども

の幸せという観点を、地域とのかかわりの中でこれからも誠実に対応していきたい。 

 

（末冨会長） 

○貸付金の現場は過酷を極めるものだった。感謝を申し上げるとともに、引き続きよろし

く申し上げる。 

 

（木村委員） 

○委員就任以来、新聞の「子どもの貧困」や「学習」についての記事に気に留めて読むよ

うになった。今、タブレット端末が小・中・高校の生徒たちに普及していると思うが、

タブレット配布の制度は県によってもばらつきがあるようで、貧困世帯は制度の仕組み

によって左右されるのは気の毒だと感じた。 

 

○もう１つは、児童福祉施設出身の女性が今春に厚生労働省に入省したという記事が出て

おり、このように頑張っている方がいることを知れ、嬉しい記事だと感じた。一年間あ

りがとうございました。 

 

（吉中委員） 

○子どもの貧困対策で、制度の周知が大切だと感じた。梅田先生から、生活保護について

知識が多くない教員もいるという話をお聞きして、その実態に驚いた。生活保護へのス

ティグマは大きく、生活保護受給を拒否する人も多いと聞く。日ごろから親御さんにも

子どもたちにも生活保護という制度があることを伝える、知れる環境があることが大切

だと感じた。今、危惧しているのは、大学生たちを見ても思うが、コロナ禍で捕捉的な

情報が入らなくなってきている。生活保護や奨学金等といった制度に、今、関係ない情

報も、生活の身近にある情報としてあるように、周知方法を考えていかないといけない。 

 

（末冨会長） 

○コロナの前から日本の貧困の状態は大変過酷な状況を親子に科していたが、コロナ禍で

さらに大変になっている。私自身、コロナ禍で感じていることは、平時にできないこと
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は緊急時にもできない、ということである。逆に平時に出来ていたことを活かしながら、

子どもたちや保護者の方々に私たちは関わって、それで何とか支えている現状である。

このような状況だからこそ前に進まなければいけないと感じている。 

 今日は子どもの貧困の全国調査についてお話したが、今年度、来年度にかけてこども家

庭庁が立ち上がる中で、子どもの貧困対策もこども家庭庁に移ると言われているが、子

ども・若者自身の状況をいかに良くしていくか、寄り添い続けられるかという、社会の

力、自治体の力が試される状況になってきている。共助や自助に頼る社会では子ども・

若者は幸せになれないと強く確信するに至る。そのことを忘れずに、この国、神奈川で

生きてきて良かったと思える行政や政治にしていかなければ、大人としての役割を果た

せていない。そのような思いを抱きながら皆様のお話を聞かせていただいた。ありがと

うございました。 

 

○事務局から他にあるか。 

 

（事務局 大山グループリーダー） 

○県の最近の取組みについて報告させていただく。 

 

（事務局 深野） 

○県が窓口になり、「かながわこども食堂・地域食堂ネットワーク」と連携し、子ども食

堂、74 箇所に、株式会社ファイントゥデイ資生堂様からいただいたハンドソープ等を届

けた取り組みについてご報告する。 

 

〇今回、民間の企業にご協力いただき、モデルケース的に大型寄贈にかかる受け入れ調整

をしたが、県としては、今回の取組みで浮き彫りになった課題の解決に向け、今後も県

域での各団体と市町村等との情報共有、企業等への周知及び支援呼びかけを行ってい

く。 

 

（末冨課長） 

〇以上をもって、令和３年度かながわ子ども支援協議会 議事を終了する。進行を事務局

にお返しする。 

 

（事務局 大山グループリーダー） 

○本日の協議会では、子どもの貧困対策推進計画の点検について、非常に参考になるご意

見をいただくことができた。御礼申し上げる。 

 

○後日、議事録の確認依頼をさせていただく。 

 

〇また、次年度の「かながわ子ども支援協議会」では、（中間年の）計画の進捗状況に関

することや、県の子どもの貧困対策の推進に関すること等についての議論を行う予定で

ある。実施時期については決まり次第お知らせする。 

 

○以上をもって、令和３年度かながわ子ども支援協議会を閉会する。 


