
 
 

シンポジウム特集論文（『社会分析』43 号, 2016, 121～130 頁） 

 

学習支援事業は「貧困の連鎖」を食い止めるのか 

 ―長崎県川棚町での取り組みより― 

 

益田 仁  
 

 

1 貧困の世代間「連鎖」をめぐって 

 

・子ども時代の貧困（出身家庭の貧困）がもたらす様々な不利・制約が、本人の

意識・行為やライフコース上の様々な選択・決定に一生涯に渡って影響を及ぼ

し続けるという事実は、研究史上のみならず一般にも広く認識され続けてきた 

・そうしたプロセスを食い止めるために期待されてきた制度：公的扶助・社会保

障制度・租税・公教育等 

・しかし、税制や社会保障制度、学校教育制度、住宅政策が貧困の世代間再生産

をむしろ促進してしまうという現実（所得再分配が機能していない、教育が不

平等を助長する等）。 

・「連鎖」（再生産）をめぐる社会学的研究を大雑把にまとめるとするならば、

①貧困というよりも不平等を生みだす社会的力学の分析に焦点があり（SSM調

査等）、②その構造の分析―特に主体的・文化的要因に着目しつつ全体の見取

り図を描写すること―にあった（c.f. P.Bourdieu, P.Willis, A.Lareau）。 

・グローバール化⇔低成長・競争の激化・規制緩和→国家財政の縮小→社会福祉

制度の「改革」→個人が努力して（あるいは国家が要請する「連帯」による共

助によって）貧困に立ち向かう必要性 

 

○2015年4月、「生活困窮者自立支援法」の全面施行 

・社会保険・労働保険制度（第1のネット）と生活保護制度（第3のネット）の
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中間にある第2のセーフティーネット（地域福祉の一環） 

・貧困（生活保護）にいたる前段での多様な社会的支援 

・学習支援事業（任意事業、国庫負担1/2、生活保護世帯の子どもも対象）が

「貧困の連鎖」の防止策として位置づけられる 

→生活保護世帯のうち約4分の1が、出身世帯も生活保護を受給していた 

→高校進学率：全国平均98.2%、生活保護世帯89.5% 

→「『貧困の連鎖』を防止する観点から、生活困窮家庭の子どもへの学習支

援や居場所づくり、学習の重要性についての保護者の理解の促進等の支援

を行う」（厚生労働省 2014）事業 

 

○自立支援法への賛否はさておき、学習支援事業が家庭環境の不利をカバーする

役割を果たすのであれば、学習支援事業の全面的な展開により、（貧困そのも

のがなくなるか否かは不明だが）世代間での貧困の継承は消失すると考えられ

る。 

 

○長崎県川棚町では、2012年より学習支援事業を開始しており、生活保護世帯の

子どもたちの居場所づくり、学習習慣の形成、学力の伸長が目指され、一定の

成果を上げている。本報告では、長崎県川棚町での取り組み（報告者は学習支

援員として参加）を報告するとともに、こうした支援事業がどのような役割を

もち、特に貧困の構造的・世代的再生産防止の観点からどのような機能を果た

しうるのかについて、その課題等も含め考えてみたい。 

→比較的なパネル調査を行わない限り、学習支援事業の正確な効果は検証し

えない 

→学業成績や高校進学率の高まりのみをもって効果を語ることは難しい 

 

2 全体の見取り図と論点整理 

 

○全体の見取り図 

・近代以降の学校教育制度：家族から委譲された教育機能を担う専門機関 

・学校教育制度の機能・役割： 
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そもそも公教育（義務教育）は教育機会の平等化機能をもつものであるが、

日本（の特に高等教育機関）では学費の私費負担の割合が非常に大きいた

めに、家庭の経済状況が学歴達成（→職業→収入）に大きな影響力をもつ。

しかしその一連の過程で「学力（あるいは教育アスピレーション）」とい

う個人の「努力」や「意欲」で語られがちな側面を経由しているために、

不平等を時として不可視化してしまい、その結果、教育機関は「能力」に

基づいて個々人を各職業階層に振り分ける選別機能（業績主義）をもつと

同時に、教育へのアクセスを可能とする資源や「能力」の背後要因を覆い

隠してしまうという、属性主義的な側面も併せ持っている。 

・教育社会学、社会階層論の知見： 

学力や意欲の階層間格差（苅谷 2001）や家庭の経済状況が大学進学の機会

を左右すること（小林 2008）が確認されている。SSM調査でも、70年代ま

では教育達成に階層の及ぼす影響力が戦後世代で低下しつつあることが指

摘されてきたが、1985年と95年のデータでは出身階層による差が持続して

いることが確認されている（小嶋 1990; 荒巻 2000）。しかし、1955年から

2005年までの6回分のSSM調査データを順序ロジット・モデルを用い、階層

が教育達成にどの程度影響を及ぼすかを長期的に検討した近藤・古田（2011）

は、出身階層による教育達成の差が徐々に縮まってきていることを確認し

ている。この結論の相違に関して報告者は詳しくないので「共通理解が得

られていない一因は、新しい分析手法が次々と開発・適用されてきた点に

あるが、そうした『技術革新』への対応に比べると、階層や格差の適切な

概念規定や測定方法に関する検討が追いついていなかった」（荒牧 2011: 

253）としておきたい。 

→これら全ては「全体の傾向」であり、貧困世帯に限った検討ではない。 

→世帯所得と教育年数（学歴達成）の明確な関係、子どもの貧困率の上昇

（阿部 2008）、学力・学習時間の階層差とその拡大（苅谷 2008）、大卒

／非大卒の再閉鎖化（吉川 2006） 

 

・業績主義を貫徹させるための二つの方法 

A：教育費の私費負担割合の減少（教育機関へのアクセスの平等化） 
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B：「能力」が家庭環境による影響を受けないようにする（あるいは家庭環

境によって左右される指標に基づかない選抜を行う） 

→Aは長らく求められ続け、そして部分的には政策的に導入されながらも、

日本において教育費の私費負担の割合は高いままであり、むしろBが「貧

困の連鎖」の防止のために期待されている。 

 

・このことを貧困の再生産論との兼ね合いで整理。 

一般的な貧困の再生産メカニズム（阿部 2008: 24）は： 

 15歳時の貧困→限られた教育機会→恵まれない職→低所得→低い生活水準 

そこにいくつかの媒介要因を挿入すると1)： 

家庭的背景 

：所得→教育機会→職業→子世代の所得  A 社会保障制度、公的扶助等 

：学力↗     B 公教育、学習支援  

：文化↗（含アスピレーション、生活技能、信頼感等） B 公教育、学習支援、地域社会 

 

学力（成績）を含めた分析は少ないが： 

・相澤（2011）は、1957年以降生まれの人々に関して「15歳時成績」「アスピ

レーション」「教育年数」「初職ISEI」それぞれを従属変数とした回帰分析

を行った結果、「教育年数」に対して規定力をもつのは順に「15歳時成績

（.35）」「アスピレーション（.28）」「父職（.19）」「母教育年数（.11）」

であることを報告している（ただし女性は成績よりもアスピレーションが若

干高い）。また、「成績」の影響力が強くなってきているという。 

→成績・アスピレーションが教育年数を大きく左右する 

・荒牧（2011）によると、中学3年時の成績へもっとも強い影響力をもつのは

「15歳時くらしむき」であると同時に（「父学歴」「父職業威信スコア」も

影響力あり）、それらは高校への進学、大学への進学に直接的に効果をもっ

ている。 

→成績には世帯所得が大きく影響をしている 

→学力が媒介される経路（＝学習支援が対応可能な経路）と、そうでない

経路（＝給付が必要な経路）とがある 

― 124 ―



 
 

○論点整理 

学習支援事業そのものを論じた研究は少ないものの： 

・中嶋（2012）は、広島県福山市での学習支援の取り組みより、①学習意欲の

回復と将来への展望、②居場所としての機能、を成果として挙げ、課題とし

て、①人材確保の難しさ、②補足率の低さ（教育扶助735名中参加者は20

名）、③基礎的学力の伸長とチューター間連携、④学校との連携の必要性、

を指摘している。 

・田谷（2012）は、千葉県A市での3年間の取り組みによって、学びへの意欲

の上昇、小さな成功体験の積み重ねによる自己信頼感の取り戻し、不登校状

況の改善等を確認している。ただし、当初は学習のための集まりであったも

のが、多様な家庭背景をもつ子ども達が参加してきたことにより「居場所」

的な役割をもちはじめ、それが結果としてジレンマを生む難しさを指摘して

いる（A市には学習支援とは別に居場所が事業として提供されている）。 

・子どもの貧困をめぐる解決策を広範に渡って指摘している阿部（2014）は、

アメリカで実施されている「ビッグブラザー・ビッグシスター」による「メ

ンタープログラム」（阿部 2014: 95,175-9）を提唱すると同時に、学習支援

の効果は、「一人の『お兄さん』『お姉さん』との特別な関係を築くことに

よる効果が大きいのではないか」（阿部 2014: 178）としている。 

 

◎こうした先行研究と川棚町での取り組みとの差異からその意義や独自性、成功

要因等を考えるのではなく、活動概要の紹介をしつつ、居場所役割と教育役割

について考えたい。 

 

3 川棚町および学習支援事業の概要 

 

○長崎県川棚町 

 人口：14,568人（5,560世帯） 

 産業：1次産業5.6%、2次産業28.6%（製造業の中規模工場あり）、3次産業

65.8% 

 指標：失業率約5～8%（県内でも比較的高い）、高齢化率約26.9%（2013年） 
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表1 九州各県の生活保護世帯数・人員・保護率  表2 長崎県内の被保護人員数 

・保護率順位（2012年度）            （福祉事務所単位、2012年度） 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省（2013） 

 

出所：長崎県HP 

 

○学習支援事業の概要 

目標：学習の支援、安心できる居場所の提供、基本的な生活習慣の改善、コミ

ュニケーション能力の向上等により、子どもの社会的自立を目指し「貧

困の連鎖」を防ぐ。 

実施主体：長崎県東彼・北松福祉事務所（川棚町・波佐見町・東彼杵町・佐々

町） 

→NPO法人地球っ子（元々は子育て支援・学童保育）が受託 

→居場所を基礎として、「自己肯定感」や「生きるよろこび」を全ての子ど

もたちに保障し、社会性を育むことによって社会的自立を目指すことを目

的としている（NPO法人地球っ子 2014） 

→スタッフは県職員OB、教員OB、民生児童委員、大学生等 

→2012年7月よりスタート、民間アパートの一室、名称「そらいろのたね」 

対象：川棚町近辺の生活保護受給世帯の子ども（小中学生）*対象児童のうち

約3割～5割が参加 

→場所は小中学校近くの民間アパート、送迎を行う 

→参加児童13名（2012年）、14名（2013年）、9名（2014年／中学生5名・小

学生4名） 

実世帯数 実 人 員 保護率(‰) ‰順位

福　岡 39,134 58,790 25.3 1
沖　縄 21,550 30,844 22.0 3
長　崎 11,797 16,675 17.1 9
大　分 9,046 11,704 16.4 10
鹿児島 12,248 16,797 15.4 13
宮　崎 6,912 9,217 12.6 15
山　口 9,314 12,499 10.8 21
佐　賀 5,810 7,668 9.1 28
熊　本 6,526 8,782 8.2 34
全　国 1,498,375 2,067,244 16.2

実人員 保護率（‰）

長 崎 市 13,149 29.7
佐 世 保 市 5,705 22.0
島 原 市 513 10.9
諫 早 市 2,047 14.6
大 村 市 1,656 18.2
平 戸 市 399 11.6
松 浦 市 851 34.2
壱 岐 市 583 20.2
対 馬 市 1,122 33.4

五 島 市 777 19.5
西 海 市 411 13.4
雲 仙 市 576 12.3
南 島 原 市 402 8.1
西 彼 654 9.0
上 五 島 378 17.5
東彼 ・ 北 松 603 11.0
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時間：毎週月曜日・木曜日（小学1～3年生15：00～17：00、小学4～6年生16：

00～18：00、中学生17：15～19：15）。夏休み・冬休みは10：00～15：

00。 

参加：1回あたりの参加児童平均4.6人、支援員4.7人、マンツーマンの支援。

出席率は全体で約7割程度。 

 

取り組みの内容： 

基本的には宿題があれば宿題をこなし、なければ別のテキストに基づいて学習

を行う。勉強する教科は相談して決める。勉強の合間には休憩や雑談の時間を入

れる。ただし、本人が嫌がっている場合や様子が普段と違う場合は、勉強を強制

しない。遊びの時間（トランプやパズル、お絵かき等）や「ただ居るだけ」の時

間も必要によってはある。また、夏休みには戸外活動も実施。 

アットホームな空間での個別的に子どもたちと向き合うことで、学力に偏らな

い幅広い生活ニーズに対応している。事業の評価は学力面（学校での成績や進学

実績）のみならず、生活面の評価もある。 

大学生のボランティア（有償）は1回につき1名。5～10名程度の大学生が、毎

月の大学内のミーティングで日程を調整して「そらいろのたね」に出向く。 

学習支援員は毎回の学習・相談内容や子どもたちの様子を記録簿に記入する。

また、個別に到達目標があり、運営委員会等で報告される。保護者、学校とは必

要に応じて連携を図っている。 

  

事例  

・学習概要（レジュメでは割愛） 

・報告（レジュメでは割愛） 

・参加児童・保護者より（レジュメでは割愛） 

 

4 事業の効果および気づき 

 

・信頼関係をベースとして、自己肯定感・他者への信頼感を育みながら、根気

強く支援を続けることが事業をより効果的にする。（先行研究同様） 
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・学校（担任・関係者・相談員）、行政（県福祉事務所、町福祉課）、家庭

（保護者）との密な連携、スタッフ間での連携と意思統一が事業をより効果

的にしている（先行研究同様）。 

・多様で身近なロールモデルの大切さ（いわゆる「ビッグブラザー・ビッグシ

スター」による「メンタープログラム」（阿部 2014: 95,175-9）） 

・「習慣」を学習支援事業で変える難しさ（一方で、子どもの変化が保護者の

変化を導く場合も） 

・「つながり」が意欲の源泉、「つながり」の支援 

・参加しない子ども、同意を得られない世帯、準要保護児童への支援 

・適切な評価指標とは（事業の評価とは）→評価指標の不在（阿部 2014） 

 

5 考察 

 

・学力の伸長のみを目指すのではない 

→学習塾や学校機能の補完事業ではない 

→業績主義的ガンバリズムが自己責任論の土壌となってしまう危険性（松本

2013）、あるいは選別機能を果たしてしまう 

→ただし、「塾的」な役割も同時に必要である（「学歴社会批判」、「管理

教育批判」サイドからの批判（宮武 2014）） 

→不登校児童の学ぶ権利の保障 

・家庭―学校―地域のいずれでもない空間（新たな地域空間？） 

→安心して過ごすことのできる場所、他者への信頼感や自己肯定感、生きる

よろこびといった人間と生活の基層的な部分が3者によって提供しえてい

ないのであれば、誰がそれらを育みうるのか？ 

・将来の人生を見据えた支援の必要性 

→労働法制や各種制度の説明（社会保障教育） 

→丸裸で労働市場に放り込まない 

・都市部での取り組みとの異なり 

→居場所と学習支援の分離（田谷 2012） 

→「そらいろのたね」のような条件が他の地域でも同様に成り立ちうるの
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か？ 

 

○貧困の再生産を防止しうるのか 

子どもの社会的自立のための基礎的要件を満たすことで、その機能を部分的に果

たしうる。ただし、学習支援事業のみで家庭と学校の養育・教育機能を全面的に

カバーすることは不可能。貧困の再生産は学習支援のみで断ち切りうるものでは

なく、所得・生活保障や教育機会の平等化（学費の公費負担の割合増加）と同時

並行的に進める必要がある。また、以下のような多様な支援を機能別に専門分化

するよりも、雑多で緩やかで統合的な取り組みの中に、日置（2009）のように

「場づくり実践」を通した地域づくりの可能性を見出したい。 

 

○支援の各側面 

Ⅰ．基礎的教育の提供 

 読み書き九九、地図の見方や電車の乗り方、日常生活を送る上でのスキル 

Ⅱ．社会的側面への支援（つながり） 

 他者への信頼感、対人関係の構築、他人への「頼り方」、社会保障教育 

Ⅲ．学習支援 

 学習習慣の形成、学力の向上、勉強の面白さ 

 

注 

1）その他にも、社会階層論や貧困研究において多様で精緻なモデルが提唱されてい

るが、基本的な要因は上記3点に集約可能である。 
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