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サマリー

教育格差の定義 出生・環境・属性など本人の意思に関係なく決められたものによって
希望の喪失や学習権の侵害が発生している状態

教育格差が解消された状態 どんな出生・環境・属性でも公平に希望と学習権が保障される社会

政策対象 ①相対的貧困世帯の児童生徒 ②外国籍児童生徒
③発達障害を持つ児童生徒 ④女子児童生徒

政策コンセプト 交差性を超えて、全ての児童生徒の希望と学習権の保障へ



学習権
侵害

希望
喪失

課題分析：教育格差の定義

出生・環境・属性など
本人の意思に関係なく決められたものによって
希望の喪失や学習権の侵害が発生している状態



課題分析：セグメント分け 約170万人

約15.6万人
約80万人

約791万人 相対的貧困

外国籍

障害

ジェンダー



課題分析：交差性について

人種、エスニシティ、ネイション、ジェンダー、階

級、セクシュアリティなど、様々な差別の軸が組み

合わさり、相互に作用することで独特の抑圧が生じ

ている状況

交差性とは

例

貧困×外国籍

外国籍×障害

ジェンダー×貧困



交差性を超えて

真の課題解決へ



どんな出生・環境・属性でも

公平に希望と学習権が保障される社会



要因分析：課題と要因まとめ

外国籍 貧困

障害ジェンダー

①不就学

②高校進学率低

③高校中退率高

①大学進学率の
違い

②学部の偏り

日本の労働環境

性別分担役割意識

特別入試枠不足

社会関係資本不足

不明瞭な現実

相互理解不足

貧困

アウトリーチ不足

社会関係資本欠如

特別入試枠不足

相互理解不足

①学習環境の不備

②職業選択の狭さ

ロールモデルの不足

生活費の不足

②生きづらさ

①進学率低



要因分析：外国籍

Øそもそも教育機関に繋がらない・繋がり続けられないという課題

不就学、または不就学の可能性がある外国籍児童生徒は全国に約2万人（※1）

①不就学

②高校進学率の低さ

③高校中退率の高さ

高校中退率は全高校生の平均と比較して約7倍（9.6%）（※3）

高校進学率は約9割だが、全日制高校進学率は約6割（※2）→定時制・通信制進学が多い

※1：文部科学省（2020）『外国人の子どもの就学状況等調査結果（確定値）』より
※2：外国人集住都市会議（2018）『外国人集住都市会議おおた2018 報告書』より

※3：文部科学省（2019）『「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査
（平成30年度）」の結果について』より



要因分析：外国籍

不就学

高校進学率低

高校中退率高

児童就労

情報不足

手続きの困難さ

学習遅滞

いじめ・非行

貧困

社会関係資本欠如

アウトリーチ不足

相互理解不足
（同化主義的文化）

特別入試枠不足



要因分析：相対的貧困

学習環境の不備

貧困により学習
環境が整わない
ことによって勉
強が思うように
進まず、できな
い→やらないの
ループの起点に
なってしまう



要因分析：相対的貧困

職業選択の幅の狭さ

保護者が仕事で時間
をとられてしまう事
により、体験格差な
どから進学するイ
メージであったり、
様々な職業を思い描
けない



要因分析：相対的貧困

学習環境の不備

職業選択の幅の狭さ

保護者の長時間労働

親子の会話の減少

社会関係資本の不足

生活環境の悪化

ロールモデルの不在

生活費の不足



男

要因分析：ジェンダー

文部科学省「学校基本調査令和2年度版速報」より 内閣府男女共同参画局「令和2年度男女共同参画白書」より

女



要因分析：ジェンダー

大学進学率の違い

学部の偏り

私的収益率の低さ

意欲の減退

日本の労働環境

性別役割
分業意識



要因分析：発達障害

「発達障害の可能性がある」児童生徒

6.5%
・通常学級に

15人に約1人
・他の障害と異なり、
見た目でわかりづらい



要因分析：発達障害

低い進学率 生きづらさ

高校卒業後の
大学進学率

約7万人中1750人
進学率は約3%

周りと上手くコミュニケー
ションがとれず、毎日
「死ね」と言われた。
担任教師にも怒られる。
高校生,自閉スペクトラム障害

周りに気を使わせてしまうか
ら、発達障害であることを
隠して生活している。

社会人,学習障害



要因分析：発達障害

進学率の低さ
支援の継続性

ロールモデルの少
なさ

周囲の偏見、差別

入学困難

対人関係の困難

生きづらさ

入試制度の未整備

社会関係資本不足

健常者と障がい者
の相互交流不足

不明瞭な現実



要因分析：課題と要因まとめ

外国籍 貧困

障害ジェンダー

①不就学

②高校進学率低

③高校中退率高

①大学進学率の
違い

②学部の偏り

日本の労働環境

性別分担役割意識

特別入試枠不足

社会関係資本不足

不明瞭な現実

相互理解不足

貧困

アウトリーチ不足

社会関係資本欠如

特別入試枠不足

相互理解不足

①学習環境の不備

②職業選択の狭さ

ロールモデルの不足

生活費の不足

②生きづらさ

①進学率低



政策提案：コンセプト・概要

交差性を越えて、全ての児童生徒の希望と学習権の保障へ

①教育年金制度による教育投下予算の増加

②学習支援事業等の教員養成課程への組み込み

③外部講師による講演と新課程「社会正義」の導入

④入試制度改革

⑤企業認定制度の拡充・改変



政策提案：コンセプト・概要

①教育年金制度

⑤企業認定制度

④入試制度改革

②学習支援

③新課程「社会正義」

交差性を越えて、
全ての児童生徒の

希望と学習権の
保障へ

労働環境

性別役割分担意識

特別入試枠不足

社会関係資本の不足

相互理解不足

アウトリーチ不足

生活費不足

不明瞭な現実



政策提案①：教育年金制度

Ø 「教育年金費」を所得税に上乗せすることで約6626億円の財源を確保

Ø 確保した財源を実態調査やアウトリーチなど様々な施策に投下

Ø 教育年金費を支払う現役世代に対しては将来世代が支払う年金額の増額がインセンティブに

目的

Ø あらゆる政策を打つ上で不足している財源を年金制度として確保し、教育関連への予算を増額させる

施策

※子どもの貧困改善シナリオ（日本財団）によると、子どもの貧困を解決することで1世代当たりの税・社会保障純負担
が1.1兆円増加

生活費不足 社会関係資本の不足不明瞭な現実



政策提案①：教育年金制度

①現状把握のための調査費（約5億円）

②アウトリーチによる
母子世帯の生保捕捉率向上（約4,625億円）

③個別支援チーム・
支援計画の立案（約1,813億円）

④母子世帯に対する
児童扶養手当の増額（約113億円）

⑤同郷コミュニティ
創出支援事業（約70億円）

教育年金費（約6,626億円）

社会関係資本の不足不明瞭な現実生活費不足



政策提案②：学習支援事業等の教職課程への組み込み

教職課程コア・カリキュラムの追加・変更

Ø 「幅広いニーズを持つ児童及び生徒に対する長期的関わりと実践的経験学習」をカリキュラムに加える

Ø 1年次から各現場に週1回派遣され、実践とリフレクションを重ねる

Ø 教育基礎科目や専攻科目の一部を必修から外し、任意科目とする

目的

Ø 貧困、外国籍、障害など様々なニーズを持つ児童生徒の支援リソース・社会関係資本の補填

Ø 理論偏重な教職課程に対して長期的・実践的な児童生徒との関わりを導入→理論と実践の統合

Ø 貧困、外国籍、障害などに対する教員の資質・能力向上

社会関係資本の不足



政策提案②：学習支援事業等の教職課程への組み込み
相対的貧困

Ø NPOの学習支援現場等に派遣

Ø 児童生徒に合わせた個別カリキュラム

とスモールステップの授業

外国籍

Ø NPOや行政管轄の日本語教室等に派遣

Ø 教科指導・日本語指導など個別のニー

ズに合わせた柔軟な授業

障害

Ø 特別支援教室や通常学級等に派遣

Ø 学習支援員や準特別指導員として教員

や支援員をサポート

教職課程在籍者
約50万人を派遣

社会関係資本の不足



政策提案③：外部講師による講演＋新課程「社会正義」

目的

Ø 学校外部の人間による講演を通じた児童生徒の職業イメージ・キャリア観の具体化

Ø 貧困や障害など様々なテーマに対する児童生徒の関心・意識の向上

Ø 自分自身や身近な事例を通じた児童生徒の「共生」の姿勢の涵養

外部講師による講演をフックにした「社会正義」の授業

Ø 「障害」や「ジェンダー」など様々なテーマに関連した外部講師による講演を行う

Ø 講演内容や授業でのインプットを踏まえて、クラスでディスカッションやPBLを行う

Ø 義務教育段階においては「学活」「道徳」や「総合」、高校段階においては「公共」の時間を利用

社会関係資本の不足 相互理解不足 性別役割分担意識



カリキュラムイメージ

＜小学校低学年＞

従来の道徳の授業のように具体的な話から「公平」や「平等」
といった概念を学ぶ

＜小学校中学年＞

具体的な身の回りの葛藤や衝突、疑問を題材として経験学習
を進める

＜小学校高学年＞

地域社会に根ざした社会課題を取り上げ、課題解決型
の学習を行う

＜中学校＞

日本社会全体の社会課題について多角的な視点
から考え、意見を深める

＜高等学校＞
日本社会全体の課題と自分自身の

アイデンティティやキャリアを接続させる ＜ジェンダー＞
・理系女子
・研究職の女性 ＜外国籍＞

・外国人労働者
・外国人大学生

＜障害＞
・一般企業勤務者
・大学生

政策提案③：外部講師による講演＋新課程「社会正義」

社会関係資本の不足 相互理解不足 性別役割分担意識



政策提案④：入試制度改革

目的

高校入試における障害者枠・外国籍枠、大学入試における障害者枠の増設

Ø 外国籍枠については、日本語や母国語の能力に対応した共通テストを実施

Ø 発達障害者枠については、学力検査と面接試験を実施し、両方を考慮して、合否を判断

現行の学力偏重型入学試験制度にそれぞれ特別枠を設けることで、

Ø 日本語・母国語教育が十分でない外国籍生徒にも学ぶ機会を保障し、高校進学率の低さを是正する。

Ø 発達障害のある児童、生徒は、特性を引き出す面接試験を加え、高校・大学進学率を向上させる。

特別入試枠不足



政策提案④：入試制度改革
外国籍のこども 発達障害を持つこども

試験形態 «共通試験（全国共通）≫
数学・英語（ルビ振り、和〇辞書持ち
込み可）
ただし、来日3年以内なら、母国語によ
る作文に代替可。
≪特殊試験≫
共通試験合格後、高校と面接試験。

≪学力検査≫
それぞれの特性に対応した配慮を
行いながら実施。
≪面接試験≫
高校又は大学と面接を実施。

両方みて合否を判断。

人数 4500人程度 高校 12600人程度
大学 38500人程度

増設場所 各都道府県の公立高校に1つ以上。
外国人移住地域には枠の数を人数に応じ
て増やす。

各都道府県の国公立大学・高校に1
つ以上。

特別入試枠不足



政策提案⑤：企業認定制度の拡充・改変

目的

企業認定マークの基準変更・新設

Ø 男性の育児を支える企業に対して、「男性版くるみん認定制度」を新設し、新たな目印に

Ø 既存のプラチナくるみん認定に男性版くるみん認定の要件を追加し、双方向から促進

Ø 理工系分野の企業の奨学支援を義務化した「STEMえるぼし認定制度」を新設

Ø 企業における男性の育児休暇取得を促進し、性別関わらず、育児と仕事の両立へ

Ø 既存の基準を改変し、STEM分野における女性活躍を推進

Ø 将来の女性技術者に対する企業の支援を義務化し、理工系学部の女性学生を増加

労働環境 性別役割分担意識



政策提案⑤：企業認定制度の拡充・改変

§ 「次世代育成支援対策男性特化法」制定
§ 男性の育児に着目した認定基準
§ 企業PR＆代替職員採用助成金

§ 「理工系女性人材育成推進法」制定
§ 理工系女子学生に対する奨学支援事業義務付け
§ STEM分野の女性活躍に着目した認定基準

参考:厚生労働省 新「くるみんマーク」、「えるぼし」

労働環境 性別役割分担意識



まとめ

交差性を越えて、
全ての児童生徒の
希望と学習権の

保障へ

①教育年金制度

⑤企業認定制度

④入試制度改革

②学習支援

③新課程「社会正義」
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ご清聴ありがとうございました



APPENDIX



交差性について：貧困×ジェンダー

第１図出典：厚生労働省（2019）『平成30年賃金構造基本統計調査の概況』より
図表1-2a出典：労働政策研究・研修機構（2019）『「第5回（2018）子育て世帯全国調査」結果速報』より

Ø日本においては、女性であることが貧困になるリスクの一つになっている



交差性について：貧困×外国籍

出典：田中宝紀（2016）『外国にルーツを持つ子どもたちの貧困ー今、子どもの貧困問題関係者に知って欲しいこと』（Yahoo！ニュース）より

Ø日本においては、外国籍であることが貧困になるリスクの一つになっている



交差性について：外国籍×障害

Ø外国籍児童生徒の特別支援教室在籍率は高い

Ø 日本語が理解できないために知能検査の結果が低く出る

Ø 実際に発達障害を持っているのか日本語ができないため知能

検査の結果が低いのかの判別が難しい

Ø 保護者への説明などの課題も

参考：毎日新聞（2019）『外国籍は通常の2倍 特別支援学級在籍率 日本語できず知的障害と判断か』より

参考：教育新聞（2019）『障害のある外国人児童生徒への対応 保護者説明など課題』より



発達障害者の人数計算について

現在大学に在籍している発達障害者の数

は約7000人

発達障害者の数は全体の約６.5%と推計さ
れる。

現在の中学3年生の総数は約100万人な
ので、 100万人*0.065＝65000人

ここから高卒程度の発達障害者は約

65000人いると推計される。

65000人に対して、大学に在籍している
人は7000人

7000÷4=1750人

進学率は約3%



教育年金について：リターンと財源確保の検証

Ø 教育年金リターンの試算ロジック

Ø 子どもの貧困改善シナリオ（日本財団）に基づいて算出→1世代当たり税・社会保障純負担が1.1兆円増加

Ø 1世代当たりの純負担増は現役世代（44世代）全体に還元→1世代当たり250億円の還元

Ø 現役世代視点だと、毎年1世代あたり250億円以下の支出であればよい→44世代だと結局全体として1.1兆円を超えなければよい

Ø 教育年金財源確保上限の検証ロジック

Ø 日本のGNI＝約550~600兆円程度 所得税＝約20兆円程度

Ø 教育年金財源を所得税から確保する場合、所得税を約21兆円すなわち純負担を5%増にする必要がある

Ø 累進性をつけるために、一定の収入以上の世帯以降の税率を中心に引き上げることを考えれば非現実的な数字ではない



教育年金について：アウトリーチ型福祉

¡アウトリーチ型福祉への予算投下

¡ 社会保障制度の捕捉率向上を目指す、補足率がヨーロッパ並みに上がると2.5
倍になる

¡1850億×2．5＝4625億



教育年金について：個別支援チーム・計画

¡ 支援チームの結成・個別支援計画の策定
¡ 貧困・障害・外国籍について教員養成課程生徒や専門職、他の支援機関と連携しながら継続的で効果的な支援を展
開

¡ 障害→特別支援員（特別支援教育支援員） 80万人

¡ 外国籍→多文化コーディネーター 15.6万人

¡ 貧困→CWerやSSWer 170万人

¡ 行政職の職員をそれぞれ80人につき1人配置

¡ 80万＋15.6万＋170万＝265万人 265万人÷80＝33125人

¡ 3万3125人－1万5千人＝1万8125人

¡1万8125人×1000万＝1812億5千万円

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/002.pdf


教育年金について：コミュニティ創出

¡ コミュニティ創出事業

¡ •公民館や市民センター的な場所を貸し出し、イベントを企画し、コミュニティの活性化や地域住民・NPOと
の交流（副目的）を図る

¡ •アウトリーチなどで繋がった外国人や児童生徒へのイベントやコミュ二ティの紹介してもらい同郷グループ
内で母語教育なども推進していく。

¡ 1グループ40人×7万＝在日外国人280万

¡ 運営のために年10万円×7万＝70億円



教育年金について：児童扶養手当増額のロジック①

Ø 児童扶養手当の計算方法を変更することで、相対的貧困層

全体にとっての手当て増額と累進性の向上を目指す

Ø 今回は相対的貧困状況下にある母子世帯を対象に試算

Ø 貧困線を中心に正規分布を仮定（正確な分布が不明なた

め）し、対象セグメントにおける総世帯数×差額（新制

度ー旧制度）×階級度数で計算

Ø セグメントは「二人世帯」「三人世帯」「四人世帯」「五

人以上世帯」に分けて計算、セグメントごとの世帯数割合

は厚生労働省『平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果

報告』に準ずる

Ø 新しい計算方法については予算を加味して検討

※図はイメージです



教育年金について：児童扶養手当増額のロジック②

セグメント 総額

二人世帯 19億9840万円

三人世帯 35億7420万円

四人世帯 28億5710万円

五人世帯 28億6890万円

合計 112億9860万円



教育年金について：
児童扶養手当増額の
ロジック③
（右図は一例）



教育格差の定義について
Ø メリトクラティックな近代教育制度は貴族制度や身分制度から人々を開放した。どんなに貧しい家の生まれでも、必死に勉強し

努力することで立身出世を為すことを可能にした。原理的に全ての職業や地位が全ての人間に開かれるようになり、人々はより

自由になった。

Ø しかしながらその反面、結果を出せなかったものに対して「その人間の努力不足」というように個人に責任を帰属させる「自己

責任論」が台頭する。頑張れなかった、あるいは結果を出せなかった個人の背景は考慮されることなく、社会から切り捨てられ

ていく。

Ø 現在、日本の教育制度は普遍主義的に全ての児童生徒に平等な教育機会を提供している（しようとする）。形式的平等主義の元

で自己責任論はより強化されていく。

Ø その一方、教育社会学の研究成果から教育の再生産機能や、家庭のSESや生まれた地方、国籍といった出生・環境・属性と教育
達成や生涯賃金との間の相関関係が明らかになってきている。一見自由で公平な競争に見えた学校教育制度が、実は全くそうで

はなかったという衝撃的かつ痛々しい現実が共有されるようになってきている。

Ø 建前上は形式的に平等であるが故に「脱落」や「失敗」を自己責任に帰す社会の顔と、実際にはそれが出生・環境・属性など本

人の意思決定に関わらない要因によってある程度規定されてしまうという社会の現実との乖離は、様々な歪みを生じさせ、その

しわ寄せは「社会的弱者」と呼ばれる人々が一身に被っている。

Ø 今回はそのような複雑な社会の二面性を把握し理想状態を描くために、単に教育達成や学習結果に囚われることなく、学習を

「権利」として機会や過程の視点からも多面的に捉え、結果に直接には関係しないと思われる「希望」についても包摂するよう

な定義を採用した。



企業認定制度詳細
Ø 「次世代育成支援対策男性特化法」制定
Ø 男性版くるみんの認定基準
・男性（配偶者が出産した男性労働者）育児休業取得75％以上
・育休を取った労働者がいない間の代替職員補填率100％
・育休を取った労働者の職場復帰率を上司の人事評価項目に入れる

Ø 認定メリット
マークの取得による会社のPR活動に加え、代替職員採用助成金支給

プラチナくるみん Ø プラチナくるみん認定要件に「男性版くるみん取得」を追加

Ø 「理工系女性人材育成推進法」制定
301人以上の労働者を常時雇用し、STEM分野をコア事業とする事業主に、理系

女子学生に対する奨学支援事業を、法的義務付け
Ø STEM分野版えるぼしの認定基準
・正社員に占める女性労働者の割合が30％以上
・正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が25％以上
・直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が15％以上

参考:厚生労働省 新「くるみんマーク」、「えるぼし」


