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組織間連携に着目した地方自治体による子どもの貧困対策の取り組み実態
- 大都市基礎自治体を対象として Research on measures of child poverty based on collaboration between relevant organizations
: Focusing on activities conducted by municipalities in large cities
大原 光代*・雨宮 護**
Mitsuyo Ohara*, Mamoru Amemiya**
Child poverty is becoming a serious problem in Japan. As poverty causes many problems because of economic difficulties, it is
necessary to detect it early and intervene with cooperation from relevant organizations. The purpose of this study is to identify
patterns within child poverty interventions conducted by local municipalities in Tokyo, focusing on collaboration between
appropriate organizations. By this research, new or existing rules that allow for the sharing of child’s personal information can
encourage collaboration with local municipalities and relevant organizations. Additionally, the study revealed that it is important to
build an organizational structure that is easy to collaborate among relevant authorities in the future and to incorporate information that
can be understood commonly.
Keywords: Child poverty, Collaboration, Economic difficulty, Relevant organizations, Local municipalities
子どもの貧困, 連携, 経済的困窮，関係機関，地方自治体

1. はじめに
日本における子どもの貧困問題が深刻化している．国民
生活基礎調査によると，子どもの貧困率は年々上昇してお
り，2015年には13.9%の子どもが貧困状態にある1)．こうし
た中，国は，2014年1月に「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」2)（以下，子どもの貧困対策法）を施行し，同年8
月には「子供の貧困対策に関する大綱」
（以下，大綱）を閣
議決定した．また2015年には「生活困窮者自立支援制度」
3)
を創設するなど，
子どもの貧困対策への制度的枠組みが整
いつつある．
国での枠組みが整う一方，自治体でも，大綱を参考にし
た施策・事業が取り組まれ始めている．子どもの貧困対策
法は，都道府県レベルの自治体において対策を実施するよ
う求めているが，近年，横浜市4)や柏市5)などのように，市
区町村レベルの自治体での取り組みも見られるようになっ
ている．市区町村レベルの基礎自治体は，より地域住民に
密接な関連を持つため，問題解決にあたっての役割は大き
いと考えられる．
子どもの貧困問題の解決には，支援対象者を迅速に把握
することが重要である．貧困問題は，放置されると，教育
格差の拡大，貧困の再生産，自己肯定感の低下，将来的な
社会経済損失など様々な二次的被害を生むからである6),7)．
子どもの貧困対策に取り組む基礎自治体においても，対象
者の早期発見と問題の早期予防が求められる．
また，子どもの貧困は，いじめ，虐待，学習遅滞など様々
な問題を引き起こすため，問題に対処するためには，複数
の支援主体による介入が不可欠である．これらの問題は子
ども自身だけでなく，生まれ育った家庭環境の問題でもあ
ることから，保護者や家庭への支援も必要である．
問題の早期発見・早期予防，複数の支援主体による介入
の両者において重要なのは，子どもの貧困対策に関係する
主体間の連携である．実際，子どもの貧困対策法は支援を
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包括的に進めるための関係主体間の連携を求めている2) ．
しかし，市区町村レベルでの子どもの貧困対策は緒につ
いたばかりである．市区町村の中には，対象者からの支援
申し出を待つだけの消極的なところ8)や，
貧困状態の子ども
を把握していても，関係者・機関との連携や情報共有が不
十分で，具体的な支援に至っていないところ9)もある．こう
した中にあって，先進自治体で実践される取り組みの実態
を，関係主体間の連携に着目して明らかにすることは重要
な課題である．
貧困問題は，2000年代後半頃から特に教育学・教育社会
学などの分野において研究されてきた．例えば，貧困の再
生産10)，教育格差11)等，貧困によってもたらされる問題を
取り上げた研究が多い．これらの研究は，いずれも貧困世
帯の早期発見の重要性について述べているものの，その具
体的な解決策についての知見は不十分である．自治体や関
係機関による要支援者への支援を扱った研究としては，ひ
とり親世帯や生活困窮世帯などを対象とした研究がある
12),13)
が，子どもの貧困対策について扱われた研究はない．
本研究は，関係主体間の連携に着目しつつ，自治体によ
る子どもの貧困対策の取り組み実態を明らかにすることを
目的とする．特に，取り組み先進例と考えられる自治体を
対象に，①各自治体において貧困対策を開始する際の庁内
外の関係主体との連携・情報共有のための仕組みづくり，
②貧困対策開始後，具体的な支援を実践する際の庁内外関
係主体との連携の実態の2点を明らかにする．
明らかにされ
た結果から，
関係主体間の連携を促す要因について考察し，
将来に向け有用な知見を得る．
2. 研究方法
2-1. 研究対象地
東京23区の中で子どもの貧困対策に取り組む4つの自治
体を対象とする
（表1）
．
日本財団の調査レポート7)によると，
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表1 研究対象地の概要
面積(㎢)
人口(万人)
18歳未満人口
(万人)
子
全小中学生の
ど
うち児童扶養手
も
当受給率（%）
の
貧
困 就学援助率
に
（%未満）
関
す 18歳未満世帯
る
指 のうちひとり親
標 世帯率（%）
区の特徴

A区
10.2
21.2

B区
53.3
67.0

C区
32.2
56.2

D区
60.7
71.7
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外国人が 課題先進 元工業集 住工混在
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区
積地
地域
（引用文献17，18，19を元に作成）

東京都は貧困状態にある子どもの数が全国で2番目に高く
（16,927人）
，また貧困状態の子どもを放置した場合の社会
的損失額が最も大きい（4,012億円）と推計されている．そ
のため全国の中でも子どもの貧困問題が比較的深刻である
と考えられる．また，東京23区には，全自治体に子ども家
庭支援センター(1)が設置されており，多数の関係機関と連
携して自治体ごとに子どもへの支援に取り組んでいる．こ
れらのことから，本研究の目的である，関係機関との連携
体制や，自治体の実情に伴う支援実態の把握が可能である
と考え，東京23区を対象とした．23区の中でも今回対象と
した4つの自治体は，
子どもの貧困に関する指標で数値が高
く（表1）
，いずれも都内において先行して貧困対策に取り
組み始めている．そこで子どもの貧困対策を行う自治体の
先進事例に位置づけられると考え，研究の対象とした．
2-2. データと分析方法
(1) 貧困対策開始時の連携・情報共有の仕組みづくり
(a) データ
貧困対策を開始する際の庁内外連携や情報共有の実態を
把握するために，各自治体で貧困対策を所管している部署
（以下，所管部署）にインタビュー調査を行った（表2）
．
調査では，貧困対策の開始経緯，支援実践開始時の庁内体
制，外部の関係部署・機関との情報共有や連携等について
把握した．
(b) 分析方法
インタビュー調査で得られたデータを元に，支援実践開
始時の庁内外の連携体制について把握し，自治体間で比較
した．
(2) 貧困対策実施時の施策と連携の実態
(a) データ
各自治体で主な支援事業に携わる部署（表3）
，事業に関
わりのある庁外の団体・施設（表4）を対象にインタビュー
調査を行った．各自治体の部署を対象とした調査では，部
署の概要（職員数，課の設置経緯等）
，子ども支援・貧困対
策に関する取り組みの内容，住民・地域による協力・連携
の状況，庁内部署・関係機関との情報共有・連携の状況，

今後の課題等について把握した．事業に関わりのある庁外
の団体・施設を対象とした調査では，団体の概要（団体設
立経緯，職員数，有資格者の人数，運営方法等）
，子ども・
子育て支援に関する取り組み内容，自治体・関係機関との
情報共有・連携の状況，今後の課題について把握した．
併せて文献調査を行い，インタビュー調査で把握しきれ
なかった，事業内容の詳細，各支援事業の効果や実績など
を把握するとともに，インタビュー調査で得られた情報を
補強した（表5）
．事業要綱からは，各事業の実施主体や関
係機関を把握し，インタビュー調査での情報を補強した．
事業評価からは，事業の課題・効果を把握した．区議会会
議録からは，各自治体内での検討の様子を時系列で把握し
た．
(b) 分析方法
インタビュー調査で得られたデータを自治体間で比較し
やすいよう，同じく子どもの支援について実態調査を行っ
ている先行研究14)を参考に「基盤づくり」
，
「早期発見」
，
「介
入」の3つの支援フェーズで整理した．ここで，
「基盤づく
り」は庁内外の組織との連携を強化するための取り組みや
ツールの作成等，
「早期発見」は自治体が把握していない要
支援者を見つけ出すための取り組み，
「介入」は要支援者を
支援する取り組みである．
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表2 インタビュー調査概要1（自治体の所管部署）
自治体名

調査対象

実施日

A区

子育て支援課

2017.5.22

B区

子どもの貧困対策担当課

2017.5.25

C区

子ども政策課

2017.8.4

D区

福祉管理課

2017.7.21

表3 インタビュー調査概要2（自治体の所管部署以外）
自治体名
A区

B区

調査対象
自治体シンクタンク

実施日
2016.12.1

子ども家庭支援センター

2017.6.16

福祉部福祉推進課

2017.6.19

福祉部福祉管理課

2017.6.8

こども支援センター

福祉事務所

2017.6.22
2017.8.2-8.22
（メール）
2017.8.16

子ども家庭支援センター

2017.8.16

教育委員会教育支援センター

2017.8.25

健康生きがい部健康推進課

2017.8.28

福祉部生活福祉課

2017.8.8

子ども家庭支援センター

2017.8.9

くらしとしごとの相談センター

C区

D区

表4 インタビュー調査概要3（関係団体・施設）
自治体名

調査対象

実施日

A区

ボランティア団体 2017.7.19

C区

NPO団体

2017.9.6

主な事業
子どもの居場所づくり
支援
個人・団体向け育児
支援
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表5 文献調査の調査内容

貧困対策の計画的枠組みについては，B・D区では貧困対
各区で用いた文書の数
策計画が策定されており，C区では次世代育成のための計
使用データ
内容
A
B
C
D
画の一部に貧困対策を位置付けていた．A区はそのどちら
各事業の目的，内容，対
でもなく，計画を策定せずに必要な施策を都度実施してい
事業要綱
象者，実施主体，協働す 4
4
6
4
た（ただしA区では，支援実践開始後，子ども・子育て支
る関係機関・個人
援計画の一部に貧困対策を位置付けている）
．なお，計画策
各事業の実績・効果検証，
事業評価シート
8
5
11
4
定の有無によらず，いずれの自治体も貧困対策に特化して
今後の課題
検討する会議体や対策本部を立ち上げ，庁内関係部署で検
各事業の内容・支援に至
区議会会議録
討する体制をとっていた．
った背景，実績
3-2. 支援実践開始時期の庁内の組織体制
貧困対策としての新事業
プレスリリース
とその内容
貧困対策の所管部署に関しては，A・C区は，共通して子
3. 貧困対策開始時の連携・情報共有の仕組みづくり（表6） ども・子育て分野の担当部署が担っていた．一方，B・D
3-1. 貧困対策の検討開始時期から支援実践開始時期まで 区は貧困対策開始にあたり新たに設置された，貧困対策に
の経緯
特化した部署が担っていた．そのうちB区では政策経営部
分析結果について，表6にまとめる．
内に子どもの貧困対策担当課，D区では福祉部内に子ども
貧困対策検討の契機は，A・B・D区では区長等の発言や 貧困担当副参事を設置し，それらが所管となり貧困対策の
意思，C区は区の次世代育成のための計画の検討であった． 中軸を担っていた．また，どの自治体も，子ども・子育て
検討開始時期は，A区のみ，子どもの貧困対策法が制定さ 分野，母子保健分野，福祉分野の担当部署，教育委員会の
れる以前から開始されていた．検討の際，A区は自治体シ いずれかの部署を含めて組織体制を築いていた．特に教育
ンクタンクの研究員，B・D区は大学教授や研究センターの 委員会については，全ての自治体において連携先となって
研究員など，外部有識者を招いての検討が行われていた． おり重要な関係組織と考えられる．

表6 貧困対策開始時の特徴
A区
検討開始時期

開始経緯

支援実践開始時期
貧困対策の中心部署
（◎所管部署）

貧困対策に特化した
部署（係）の設置
検討会議の場
策定状況

行政計画
概要

B区

C区

D区

2009.5
2014.8
2015.7
2016.4
区長を中心に“子どもの幸 区長就任当時（2007年）か 次世代育成推進行動計画の 子どもの貧困対策法・大綱を
せ”を考える過程で貧困対 ら，区のボトルネックの1つ 検討時期と子どもの貧困対 受け，「D区でも貧困を抱え
策に着手，自治体シンクタン に“貧困の連鎖”を掲げて取 策法の施行時期が重なり， る子どもがいるのではない
クによる独自の調査結果に り組む
議題に上がる
か」と庁内において疑問が
基づいて貧困対策を実施 子どもの貧困対策法の施行 その部会として子どもの貧 沸き上がり貧困対策の実態
を機に本格的に取り組みを 困対策に関する専門部会を 調査・検討を開始
開始
設置し検討を開始
2012.4
2015.4
2017.4
2017.4
◎子育て支援課
◎子どもの貧困対策担当課 ◎子ども政策課
◎福祉管理課
教育委員会
政策経営部各課
福祉部管理課
こども家庭部各課
総務企画課
福祉部各課
教育総務課
教育委員会
衛生部各課
健康政策部各課
教育委員会
子どもの貧困対策担当課
福祉部（子ども貧困対策担
（未設置）
政策経営部，総務部，福祉
（未設置）
当）副参事
部出身者で構成
（現・子ども生活応援担当課）
子どもの貧困・社会排除問 子どもの貧困対策本部
子どもの貧困対策連絡調整 既存の要支援家庭等対策委
題検討部会
会議
員会を拡大
支援実践開始後，子ども・子 貧困対策計画を策定
子ども・若者計画（2015年度 貧困対策計画を策定
育て支援計画（2015年度末 （2015年度末）
末策定）内に位置付け
（2016年度末）
策定）に位置付け
貧困対策の単独計画を策定 「教育・学び」「健康・生活」 貧困対策の単独計画を策定 「経験・学力」「生活・健康」
せず，支援実践開始後，新 「推進体制の構築」の3つの せず，子ども・若者計画に位 「居場所・包摂」の3つの柱を
たに策定した子ども・子育て 柱ごとに施策を立て，それ 置付けた上で，区内のプロ 立て，それぞれの柱に沿っ
支援計画の事業として実施 ぞれの柱に沿って事業を展 ジェクトとして事業を実施
て施策・事業を展開
計画内の施策の一つに「子 開
「子ども」「家庭」「地域社会」 計画は5年計画
どもの貧困に対する取組」を 計画は5年計画
「支援体制」の4つの柱を立 計画策定前に実態調査を実
掲げ，新規・既存事業を位置 各事業の目標値や指標を設 て，それぞれの柱に沿って 施し，貧困対策計画の指標
づけて事業を展開
定．評価を実施し，効果検証 事業を展開
を設定
毎年区立小中学校の親子を
対象に実態調査を行い，結
果を計画や事業に反映
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3-3. 外部関係機関等との連携体制
いずれの自治体も，繋がりのある外部の機関として「要
保護児童対策地域協議会」の構成員を挙げた．要保護児童
対策地域協議会とは，虐待を受けている子どもなど要保護
児童等（要保護児童，その保護者，特定妊婦など）の早期
発見や適切な保護を目的に，地方自治体が設置する組織で
ある15)．設置は努力義務とされているが，全国ほぼ全ての
区市町村に設置されており，本研究の対象自治体について
も，全自治体が子ども家庭支援センターの所管の下に設置
している．
インタビュー調査や事業要綱を参照した結果，いずれの
自治体も児童相談所，警察署，医師会，歯科医師会，医療
機関，民生委員・児童委員が同協議会の構成員に含まれて
いることがわかった．また同協議会には，庁内の関係部署・
機関として，子ども・子育て分野担当部署，福祉分野担当
部署，母子保健分野の部署・各地区保健センター，教育委
員会，小中学校も含まれており，実質的に同協議会が関係
主体との連携の基盤となっていると考えられる．
4. 貧困対策に関する主な施策と支援実践（表7）
4-1. 基盤づくり
分析結果について，表7にまとめる．
「基盤づくり」のフェーズにおいて，特徴的な取り組み
を行う自治体として，A・B・D区は，貧困対策開始時期に，
自治体シンクタンクの研究員（A区）や大学教授などの有
識者（B・D区）を交え，問題の実態を正確に把握するため
の調査を実施している．これにより，区の課題を把握し，
方向性を定めた上で，具体的な支援に着手している．B・D
区では，区内の小学生やひとり親世帯を対象にアンケート
を行い，教育，健康，家計などの観点から生活実態を把握
している．こうした正確な実態把握に基づき，B・D区は貧
困対策計画において，貧困対策の指標を定め，大学教授な
ど外部有識者を交え効果検証を行っている．特にB区は
2015年度から毎年実態調査を実施し，貧困対策計画の指標
の推移を見て施策・事業の効果検証を行っている．計画に
定められる指標は「生活保護世帯に属する子どもの高等学
校等中退率」
（D区）など，各自治体の実状に合わせて定め
られている．A区では，区内の学校，子ども家庭支援セン
ター，子育て支援部，教育委員会等から，貧困世帯に関す
る事例を集めてケーススタディを実施し，貧困状態に陥り
やすい家族構成や就業状況，所得等の実態把握を行ってい
る．
ひとり親家庭への支援にも各自治体が積極的に取り組ん
でいる．A・B・D区ではひとり親家庭への相談事業を実施
し，B・C区はひとり親家庭の相談窓口を新たに設置してお
り，ひとり親家庭への支援に力を入れている．
それ以外の特徴的な取り組みとしては，ひとり親世帯向
けガイド（B・C区）など，支援を必要とする人に合わせた
情報を確実に提供するためのガイドや，子どもの居場所一
覧表(2)（B区）など，子どもを支援する関係部署・機関，地

域団体が要支援者を発見した際に適切な支援先に繋げるよ
うにするためのリストなどを作成する取り組みが見られた．
4-2. 早期発見
「早期発見」のフェーズにおいては，支援対象者が自発
的に情報を提供しやすい環境を整えてリスクキャッチする
方法と，支援対象者の申告なしに地域住民や地域に出入り
する事業者，ボランティアなど本人の周囲にいる人がアウ
トリーチでリスクキャッチしていく方法の2つの取り組み
が見られた．
前者の例としては，妊産婦を介した問題の早期発見があ
る．妊産婦に対してはいずれの自治体も支援を充実させて
いるが，支援を行うなかで，将来の子どもの貧困リスクを
把握する仕組みを入れている．具体的には，要支援妊産婦
を，妊娠届出時や産後の家庭訪問時に実施する面談やアン
ケートによりスクリーニングし，本庁舎の母子保健分野部
署や地区の保健センターの保健師がリスクをキャッチし子
ども家庭支援センターと情報共有する取り組みがある．子
ども家庭支援センターは，共有された情報を元に，子育て
期まで継続して支援を実施する．妊産婦については複数の
関係機関が支援に携わるため，関係機関同士での連携を迅
速に行えるよう，支援基準や支援方法を予め定め共有して
いる．例えば，スクリーニング時に行われるアンケートの
結果を点数化し，その点数ごとに支援方法（育児支援ヘル
パー，家庭訪問など）のパターンを決めている．こうした
取り組みについて，A区では，支援基準が明確になること
で，各担当が各自で判断し保健師などの専門職と迅速に連
携できるようになったという．
後者の例としては，A・B区において福祉部の担当課を窓
口としてライフライン事業者と連携することで，生活困窮
者を早期発見している．自治体では全ての要支援者を確認
することが難しい．そこで電力，ガス，水道など区内のラ
イフライン事業者と協定を締結し，事業者が検針や徴収の
際に生活困窮者や要支援者を発見した場合の通報を求めて
いる．
この協定では個人情報の取り扱いについて予め定め，
通報を受けた際の対応を迅速に行っている．A・B区では，
通報の対象となる「異変」の内容（新聞がたまっている，
何度自宅を訪ねても同じ洗濯物が出ている，等）を区で定
め，ライフライン事業者に予め伝えている．これにより通
報するべき基準が明確になり，ライフライン事業者からの
通報がなされやすくなっているという．
4-3. 介入
「介入」のフェーズでは，いずれの自治体も無料の学習
支援事業に力を入れており，生活困窮者自立支援制度の任
意事業としての位置づけでも実施している．A区以外は地
域団体や民間企業，NPO法人などに委託して学習支援を実
施しており，委託先はプロポーザル方式で選定している．
事業を行う上で，A区では元学校関係者を指導員として支
援先に配置することで，学校との情報共有を容易にしてい
る．D区では従前から教育長が貧困問題に関心があったた
め，就学援助世帯を対象とする学習支援活動の広報におい
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て教育委員会の協力を得られている．学習支援事業の対象
は中学生，特に高校進学を控えた中学3年生が多い．生徒が
持ち寄る教材を使用したり，団体独自の教材を作成して指
導したりするなど，
指導方法は運営主体により様々である．
場所は公共施設などを利用し，主に大学生ボランティアが
指導に当たっている．また，B・C・D区では高校生を対象
とした中退防止の支援を，A区では不登校児童の支援を行
っている．この事業を進める以前からA区では，
（貧困以外
の理由も含めて）学校になじめない不登校児童が学習支援
に参加できないことが課題となっていた．そこで学習支援
事業を教育委員会と連携して行うことで，不登校児童が学
習支援事業に参加できるようにしたという．
学習以外の地域での活動支援は，A・B・D区において取
り組まれている．B・D区では，学習支援活動の委託先とは
異なる団体の協力により学習支援時の軽食や場所の提供を
受けている．また地元企業の協力で，定期的に遠足や交流
会を開いたり，地域のイベントに参加したりしている．A
区においては居場所づくり支援事業として地域の団体と協
力し，週1日程度，放課後に「子どもの居場所」を開放して
いる．
「子どもの居場所」は区内数か所に設けられ，中高生
30名弱が集まり，勉強や食事を通して交流を図っている．
また不定期で，中央省庁や企業の社会人との対話会を実施
している．いずれの活動においても勉強に限らず，地域社
会に触れ合う機会を増やし，学習面以外の能力の育成に力
を入れている様子が伺える．
A・D区でのインタビュー調査では，区内での活動実績が
ある団体はエリア毎の特徴（経済困窮世帯の多い地区，学
力格差が深刻な地区など）が捉えられているため，団体と
自治体担当者との間で意思疎通がしやすいという声が聞か
れた．そして活動実績がある団体がまず自治体と繋がりを
持ち，
そこと繋がりのある他団体とも連携していくことで，
区内の複数の団体と連携していくという．
5. 考察
以上のように，自治体が貧困対策を進める上で，庁内外
の様々な関係機関と連携し，自治体毎に異なる支援を実施
していることが示された．ここでは，連携による支援を可
能にした要因として，①組織間で要支援者の個人情報の共
有を可能にする仕組み，②組織間連携を促進する組織的・
人的要因の2点について考察する．
5-1. 組織間で要支援者の個人情報の共有を可能にする仕
組み
貧困対策開始時においては，
連携している外部の組織は，
要保護児童対策地域協議会の構成員を中心とするものであ
った．この協議会の構成機関に対して守秘義務が課されて
いることが，要支援者の個人情報や支援内容の共有・協議
を可能にさせたと考えられる．
支援実践時においては，「早期発見」のフェーズでライ
フライン事業者や子ども家庭支援センター，保健センター
等との間で要支援者の個人情報の共有が見られた．これを

促したのは，ライフライン事業者とは協定が締結されたこ
と，子ども家庭支援センター・保健センターは要保護児童
対策地域協議会の構成員であることが要因として考えられ
る．
このように，
既存の個人情報保護の枠組みを活用したり，
新たに個人情報保護のルールを定めたりすることで，要支
援者の早期発見・早期対応が可能になっていると考えられ
る．
5-2. 組織間連携を促進する組織的・人的要因
貧困対策開始時においては，多くの自治体において，子
ども・子育て分野，母子保健分野，福祉分野の担当部署，
教育委員会が，主たる部署に含まれていた．そして，支援
実践時においては，そうした部署が窓口となり，更に他の
部署や関係機関と連携していた．
当初の担当部署の編成が，
貧困対策のための既存事業の所管と一致していたり，従前
から要保護児童対策地域協議会の構成員であったりしたこ
とが，支援実践時において，さらなる連携を促進したもの
と考えられる．取り組みごとに異なる関係機関・部署間で
連携するためには，コアとなる部署の分野包括性や既存事
業との連続性が重要と考えられる．
支援実践時においては，
「介入」のフェーズで自治体担当者と顔が利く団体がまず
連携し，その団体をハブとして地域内の複数の団体と繋が
りを作っていくことで連携の輪を広げていると考えられる．
また，人的要因としては，支援実践時において，「基盤
づくり」のフェーズで大学教授や研究者などの外部有識者
と連携し第三者による意見を取り入れていることや，「介
入」のフェーズで元学校関係者や教育長を介した学校から
の情報や，地域の事情に詳しい団体からの情報を取り入れ
ていることが庁内において分野の異なる部署間での共通理
解につながり，部署間での連携が進められるきっかけにな
っているのではないかと考えられる．属人的要因によりも
たらされ共有される情報が，連携促進の一要因となってい
ると考えられる．
6. 結論
本研究では，組織間連携に着目して，自治体による子ど
もの貧困対策への取り組み実態を明らかにした(3)．結果か
ら特に，連携を促す方策として，個人情報の共有を可能に
する既存枠組みを活用したり新規のルールを策定したりす
ること，対策開始期において将来の連携を容易にさせる組
織構成とすること，自治体外部の人材を活用し，連携主体
間での共通理解となる情報を取り入れることの3点を指摘
した．
今回の研究では，
東京23区の4つの自治体を対象としたが，
得られた知見の一般性については課題を残す．特に，大都
市以外での取り組みについて明らかにすることは，今後の
課題である．
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表7 各自治体の支援実践時の特徴

対
策
開
始
前
～
開
始
後

実態調査

基
盤
づ
く
り

貧困対策計画
策定状況

ひとり親家庭への支
援

その他

妊産婦
への
支援

早
期
発
見
対
策
開
始
後

概要

年間面談
実施率

締結先
ライフラ
イン事業
者との 通告基準
協定 （異変の例）
個人情報に
ついて
運営主体

A区
B区
C区
D区
区内の貧困世帯42事例 区内の小学生とその保護
区内の小学生とその保護
を対象としたケーススタ 者を対象に実施
者，児童育成手当受給世
ディ
世帯の経済状況や健康・
帯を対象に実施
（未実施）
貧困状態に陥りやすい 生活状況，食生活等を把
世帯の経済状況，健康・生
原因や状況等の実態把 握
活状況，公的支援利用状
握
況等を把握
2015年度末に策定
2016年度末に策定
「教育・学び」「健康・生活」
「経験・学力」「生活・健康」
（未実施）
（未実施）
「推進体制の構築」の3本
「居場所・包摂」の3本柱で
柱で構成
構成
専門相談員の配置
相談窓口の設置
相談窓口の設置
母子父子自立支援員によ
1400件弱（2016年度） ひとり親家庭支援員によ ひとり親世帯向けガイド作 る相談
る相談
成
ひとり親世帯向けガイド
作成
子ども家庭支援センタ 地域活動・団体リスト
子育てアプリの作成
地域で貧困対策に取り組
ー強化
子どもの居場所一覧表の 地域で貧困対策に取り組 む団体の把握
作成（区内140か所程度） む団体の把握
生後4ヶ月までの乳児と 妊娠届出書提出時にアン 妊娠届提出時に専門職が面談を実施
産婦，若年齢の初妊婦 ケートを実施，その結果 要支援妊婦として判断された場合，支援計画を作成し，
を対象とした家庭訪問 を点数化して要支援妊婦 地区担当の保健師が継続支援
を実施
を把握
EPDS（エジンバラ産後 要支援妊婦は個別の支援
うつ質問票）の結果を点 計画を作成し，当事業に
数化して要支援妊産婦 特化した専門職が継続支
80%弱
60%強※
を把握し，地区担当の 援
（2016年度）
（※2016年度前半のみ）
保健師が継続支援
電力・ガス会社，住宅供 電力・ガス会社，住宅供給
給公社，東京都水道局 公社，東京都水道局，不
動産関連事業者，金融機
関
新聞がたまっている， 郵便ポストに新聞紙がた
（未実施）
テレビがつけっ放し，何 まっている，等
度自宅を訪ねても同じ
洗濯物が出ている，等
庁内の個人情報保護審 庁内で取り決め
査会で一括承認済
直営事業

NPO団体・民間企業への委託

小学5年生から
中学生

中学生，中学時代から利 小学6年生から高校生
用していた高校進学者の
対象
一部・高校中退者・未進学
子どもの
者，等
学習支援
小学生30名強，中学生 計180名程度
計90名程度
参加人数 30名強
（2016年度）
（2016年度）
介
（2016年度）
入
1か所，週3回
4か所
2か所，週6日
場所・
実施回数

地域による活動

居場所づくり支援
上記の学習支援事業にお
事業（子ども食堂，団体 いて軽食・場所の提供など
による学習支援等）
の協力
5か所，110名程度
（2016年度）
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（未実施）

中学生，中学時代から利
用していた高校進学者の
一部
中学生150名強，高校生10
名弱
（2017年度）
4か所，週1回

上記の学習支援事業にお
いてイベント・体験活動の
企画・実施
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