
青少年モニターワークショップ「貧困家庭の子ども等のサポートを考える」出された意見アイデア一覧 

 

①学校 （意見・アイデア数 75） 

■「食」の保障 16 

・給食の提供 

・給食，バランスの良い食事 

・学食の充実（高校） 

・給食を美味しいものに 

・朝食 100 円 

・朝食 

・朝食クラブ 

・中高でたまに無料バイキング 

・朝練＋朝食，夕練＋夕食 

・全員給食無償 

・給食の時間にもう少し注意してほしい 

・私立，公立関係なく全部給食で 

・長期期間中のごはん問題どうしよう？？ 

・学校で「食育」を毎日行う 

・親向けの栄養に関する勉強会のようなもの 

・地域の人が食事の保障 

■人員体制の拡充 12 

・スクールソーシャルワーカー配置強化 

・スクールソーシャルワーカーの配置 

・教員一人一人の負担の軽減 

・実態に即した教員配置（子どもの数に合わせては

ダメ） 

・教員増 

・先生らってどうなっているのか 

・（小・中）担任１人で３０人の面倒を見るって無理が

ある 

・教師の数を増やす 

・教員の連携 

・部活動をボランティアや OB に任せる（担任の負担減） 

・教員免許養成，更新の際に子どもの貧困を学ぶ機会

づくり 

・先生たちにこの問題を知ってもらえる場 

■外部資源との連携 10 

・どんどん外部のサポーターにつなげる 

・スクールソーシャルワーカーが地域資源に繋ぐ力

をつける 

・地域の人も入りフォローできる体制 

・学校運営協議会をより子ども支援に活用 

・ボランティア受け入れ体制を整える 

・大学サークルと学校のコラボ 

・いろんな大人が関わる 

・学校を通してアウトリーチを広げる 

・学校と居場所の連携 

・つなぎ役 

■居場所の拡充 8 

・自習室を設ける 

・学校を居場所拠点の一つに（夜まで） 

・放課後に集まる場所 

・将来のことをだらだら話せるところ 

・昼休みの居場所 

・夜の学童保育 

・学童保育の充実 

・放課後学習会の人数 

■「学び」の保障 6 

・生き方を学ぶ（教える）授業 

・道徳的なこと（例：集団で暮らしていくには）を教え

る 

・他機関と連携して子どもの学び直しを手厚くする 

・第一に学力をつけられる場 

・教科書を持ち帰らす 

・勉強の復習の場 

■進路を考える機会の充実  5 
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・進路相談の充実 

・いろんな業界の空気を学生に 

・将来について教える 

・進学情報など担任の先生だけでなく知れる場 

・進路相談できる場所 

■金銭的支援 5 

・私大の学費もっと援助して（国公立みたいに） 

・成績と経済支援→条件緩和 

・学費の悩み，奨学金の普及 

・奨学金は本当に機能しているのか？ 

・高校，専門学校や大学進学のための給付型奨学金 

■親への支援 4 

・親の教育，クラス懇談会のようなものをもっと（学

校にはこだわらない） 

・親が相談できる場 

・親，子と合同でカウンセリング（スクールカウンセラー） 

・親子で受けられる授業・イベント 

■学校を行きたくなる場に 3 

・昼寝の時間 

・ゲーム機提供 

・昼休みの時間，テレビ見放題 

■学校生活必要備品の提供・支援 2 

・リユースのやり方（制服リユースに貧困家庭の親が参加しやすい日時） 

・全文具，ランドセル支給 

■その他 4 

・高校はできるだけ退学させないようにすること 

・部活動支援 

・授業で貧困を特集する 

・貧困のイメージの共有，情報共有 

 

 

②家庭 （意見・アイデア数 56） 

■専門職によるサポート増 8 

・ケースワーカー数の増加（１人あたりの負担減） 

・生保世帯等の子どもに対面する行政職員（カウン

セラーは世帯主に対面なので，すみ分ける） 

・世帯へのサポートをコーディネートする人 

・ケースワーカー（相談相手）の固定（ある程度） 

・子どもの進学，在学状況について福祉事務所が把

握できるようにする 

・ケースワーカーによる家庭訪問 

・親と会う機会 

・ボランティアスタッフ経由での保護者のニーズの汲み

取り（何を求めるのかなど） 

■相談しやすい，適切に相談にのれる仕組み 7 

・サポートを求めるのにためらわないですむような何

か 

・親への情報の伝え方（困った時の） 

・困った時の行き先，相談先を認知できるように 

・生活そのものに対しての相談（例：家計，食生活） 

・親の相談を待つのではなく，悩み困難を聞きに行く仕

組み 

・孤立しない仕組み 

・家庭の「困った」を発信できる場 

■家庭学習を保護者に代わってサポート 6 
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・家庭教師 

・家庭訪問型学習，ごはん，遊び 

・学習会などの継続的な取り組み 

・学習支援を小学生から 

・勉強のできる場所，時間 

・学習をしやすい環境を見つけるまたは作り出す 

■保護者へのサポート ６ 

・多子であるほど得をする制度 

・保護者の時短勤務保障 

・保護者の困りごと（障害なども含め）を支える仕組

み 

・保護者向けの支援の充実 

・家庭への支援を金銭面以外だと受けづらい 

・保育園の増設（待機児童を減らす）保育士の待遇向

上も 

■親子が向き合う時間・余裕の確保 6 

・子どもと接する時間を増やす 

・親子で文化体験（思い切り遊ぶ） 

・話をする時間を作る 

・親がその子の属する団体との積極的関係 

・親子間の会話 

・食事を作ってあげて（レトルトではなく） 

■必要な人に届き，活用につながる情報提供のあり方 5 

・行政サービスの情報をできるだけ多くの家庭に伝

える 

・自分たちの家庭でどんな支援があるのかもっと多

く知る機会 

・家庭に支援の説明を 

・制度がわかりづらいので，学内で説明会 

・親と子を交えたセミナーの開催 

■家事や育児を保護者に代わってサポート 5 

・１時間でも見てくれるサポーター 

・家事をやってくれるサポーター 

・基本的なマナーを学ぶ場 

・将来一人でも暮らしていけるように生活のことについ

て身につけさせる 

・親に代わって子守りをする 

■発想の転換 4 

・家庭内だけで子育てをする→地域で子育てをす

る，に転換 

・地域ぐるみで子どもを見守る 

・声かけしているおっちゃん，おばちゃん発掘 

・日曜のお兄さん，お姉さん 

■インフォーマルな支援者の存在 3 

・「インフォーマル」な形でつながりを持ち続ける人 

・専門機関以外で相談できる場を増やす 

・隣近所との付き合い 

■必要なものの支援・提供 2 

・物品の共有ネットワーク（制服など） 

・生活の必要物品を定期的に配布し訪問 

■その他 4 

・空き家ステイ 

・子ども同士のつながり 

・ピアサポート 

・今は，ボランティアなどの制度を生かしきれていない 

 

 

 

 



 4 

③その他の場所 意見・アイデア数 110 

■心から安心できる家庭・学校以外の場所ー空間 14 

・勉強の場というよりは話ができる場所 

・家庭，学校以外の気楽に過ごせる居場所づくり 

・無条件で愛される，受け入れられる場所や人 

・あそび場 

・たまり場 

・親とケンカした際，離れて頭を冷やす場所 

・放課後の居場所を地域に 

・何もしなくてもいい場 

・段階を分けた居場所（大人数→個別） 

・障害者・貧困世帯を排除しない場づくり 

・学校，家庭以外の居場所づくり（スティグマ化されない

居場所） 

・子どもたちがいつでも行きやすい場所 

・子どもたちが集まれる場 

・困っていない時にも親も子も立ち寄れる場所 

■心から安心できる家庭・学校以外の場所ーオープン時間 5 

・日曜日の居場所 

・土日でも子どもたちが遊び学べる場の提供 

・24 時間のインフォーマルな駆け込み場所 

・中高生が夜中行ける場所 

・夜中でも子供達が行ける安全な場所 

■心から安心できる家庭・学校以外の場所—具体的な場 9 

・児童館を保障する 

・銭湯を居場所に 

・銭湯に「子どもの日」をつくる 

・公園の復活 

・遊び場，たまり場へ行く無料バス（大人，学生がい

る） 

・大学内に子どもが自由に出入りできるスペース 

・京都の空き家を使いたい 

・市営団地の支援 

・居場所等へのアクセスをサポート 

■保護者を孤立させない 8 

・保護者の方のネットワークつながりづくり 

・保育所保護者の方へのケア，相談 

・ママ友，パパ友交流会 

・余暇支援団体の活動広報 

・親にゆとりを 

・取り組みについて親御さんに説明して理解してもらう

（意図，目的など） 

・どこかに所属する 

・親同士が「しんどさ」を共有できる場づくり 

■支援者（団体）のケア，能力強化 8 

・支援者への支援 

・食事に対する資金支援 

・支援者の能力向上のしくみづくり（学齢が子どもの

直面している問題に対応できるように） 

・子どもや親との関わり方研修 

・支援団体支援を市民活動センター内で実施（コンサ

ルなど） 

・今回のような場を毎月開催 

・ボランティアを育てる場 

・ボランティアへの支援（教え方，相談スキルなど） 

■多様な大人との関わりをつくる 7 

・親以外の大人との関わり（信頼できる人を増やす） 

・高齢者と関わる機会 

・親でも先生でも大人でもない高校生や大学生との

つながり 

・高齢化の現状を生かして，デイや公民館でも子ど

もと遊んであげる仕組み 

・お年寄りの人と子どもがつながれる場づくり 

・困った子・家庭と出会った時に相談できる場 

・地域の中で子どもを見守り育てるつながり 

■「食」の保障 7 



 5 

・栄養など基準をしっかりもうけてメニューを考える

（子ども食堂などでも） 

・子ども食堂の充実（どの曜日でもどこかで食べれ

る） 

・子ども食堂を大学生にも 

・土日の給食 

・子ども食堂の拡充 

・朝食支援 

・大学学食とのコラボ 

■支援者との関係づくり 7 

・ケースワーカーと顔の見える関係 

・インフォーマルからフォーマルな人へ繋ぐ人 

・貧困家庭を包括的に見れる人（各資源や制度に繋

げる人） 

・相対的貧困ではないけど貧しい家庭の実態把握と

支援策が必要 

・平日以外の相談窓口 

・性被害について受けた際にどうすればよいかを知る

ことのできる手立て 

・個人情報の問題をクリアする 

■支援者（団体）間のつながりづくり 7 

・支援団体の掘り起こし 

・今ある機関がつながる仕組み 

・エリアごとの支援者同士が仲間づくりできる場 

・NPO や各種団体とのつながり，連携強化 

・役所と支援者を繋ぐ 

・ボランティア団体の交流の場 

・産官学民連携をコーディネートしてもらう 

■将来を考える場 6 

・大学生のこれまでの経験や夢を聞いて将来のこと

について考えられる場 

・就職する際の仕事先等の相談場所 

・職業体験 

・親と子を交えたセミナーの場 

・大学へ行きやすい支援作り 

・身近なところから考える将来 

■広報・PR 5 

・貧困の現状と NPO の取り組み，寄付の税控除に

ついての広報 

・「貧困問題」の啓発活動 

・理解者づくり 

・僕ら（注：ワークショップ参加者）のように居場所づくり

をしているが子どもが来ない＝居場所を求めているが

そういう場が見つからない子どもをつなぐ 

・貧困家庭への支援があるというアプローチ 

■支援者・支援団体間の情報共有・協議 4 

・同じ活動している団体との情報共有 

・情報共有，スキル共有 

・ボランティアが持っている情報を学校やケースワー

カーと共有する機会 

・教師（学校）とケースワーカー（行政）とボランティアス

タッフが子どもへの支援について協議できる場 

■専門家の存在価値 4 

・ボランティアグループへの支援，スーパーバイザー

の必要性 

・ボランティア先での専門職の配置 

・専門職を配置できるお金をください 

・ボランティアスタッフに対する相談会（気軽に相談でき

るプロの人が欲しい） 

■担い手の確保 ４ 

・ボランティアの確保 

・大学の授業でボランティアを取り入れる 

・ボランティアを受け入れやすく 

・子どもの学齢に合わせた支援をボランティアが長期

間できるしくみづくり 

■学習環境の充実 4 
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・中学生に対する学習支援の活動を広げる（対象を

拡大） 

・早期の学習支援 

・まちじゅうに自習室 

・子ども用コワーキングスペース 

■支援者・支援団体への問いかけ 3 

・来ている子は本当に困っているのか，何に困っているのか？ 

・自分たちの活動は「困った」を解決できているのか 

・貧困に対する意識の転換が必要 

■支援者・支援団体間の意識共有 3 

・携わる人の意識，情報の共有 

・大学生（ボランティア），事務，食事担当などそれぞれで違う認識はダメ→話し合いや勉強会 

・ヤングケアラーという存在の認知と支援 

■その他 5 

・中学生のチャリ，オートライトを全員に配る 

・子ども自身が直接発信するコミュニティ FM で声を届ける 

・文化体験 

・地区のイベントを盛り上げる 

・中高生年代のレスパイトケア施設 

 

（各班が作成した模造紙） 

［A 班］ ［B 班］ 

  

 

［C 班］ ［D 班］ 
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［E 班］ ［F 班］ 

  

 


