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はじめに
	
  格差はアメリカの厳しい現実である。富裕層がいる一方で貧困層もいる。近年では、この貧困
層の割合が増加してきている。貧困層に対する米国社会保障や福祉政策を明らかにすることが本
稿の目的である。
アメリカで福祉といえば、AFDC（Aid to Families with Dependent Children）と考えられること
が多いが、AFDC はごく一部であり、現在では TANF（Temporary Assistance for Needy Families）
という名称に変わった。TANF は原則として５年で打ち切られる。その後は他のセーフティーネ
ットが存在する。
	
  「格差の連鎖」という言い方があるが、貧困家庭に生まれると教育を十分に受けられず、よい
仕事に就けない。結婚しても結果としてまた貧困家庭になってしまい、子供もまた学校に行けな
い。そういう状態が繰り返されていく。教育との関連では、1960 年代ぐらいまでは人種間での
格差が非常に問題にされていた。もちろん今でも人種とリンクしている部分もあるのだが、実際
には所得による教育格差が大きくなっている。本稿では、格差の実態を見た上で、アメリカの教
育政策における低所得者児童の問題について紹介する。そして、最後にアメリカの低所得者児童
に対する行政や NPO の支援策を見てみたい。
アメリカの格差社会の現状
	
  2011 年に、
「We are 99％」と訴えるデモがウォールストリートを占拠した。所得においてトッ
プ１％の人たちが全体の所得の 4 分の 1 を占め、トップ 10％になると半分を占めている。
「We are
99％」とは、その格差の大きさを象徴する表現である。
長期的な数字で見ると 1920～30 年代はトップ１％の人たちが膨大な所得を得ていた時代であ
った。50 年代、60 年代、70 年代、80 年代にかけては、ある程度平等化が進んできたものの、90
年代頃からまた急に所得格差が拡大している状態になり、これが児童の貧困につながってくるこ
とになる。
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富裕による富（資産）
の独占に関しても同じ
ような数字がある。やは
りトップ１％の人が４
分の１を占めていて、ボ
トムの 80％の人が１割
程度。極端な貧富の差の
実態を示している。

貧困を考える時に、語彙の定義や概念整理が必要である。我々は普通、プア（Poor）とかロー
インカム（Low-income）という言い方で、貧しい、あるいはお金がない低所得者を表現するが、
アメリカでは貧困に関して政府が用いている定義が二つある。「貧困境界」（Poverty Thresholds）
と「貧困ガイドライン」
（Poverty Guidelines）である。
「貧困境界」とは、人口統計局が統計目的
で全国一律の額として策定、貧困者の人数把握に活用しているものである。社会保障局のモリ
ー・オルスハンスキーが算出方法を考案したものであり、1955 年当時は、3 人以上の世帯、税引
き後所得の 3 分の 1 を食費に充当し、世帯人数に基づき、必要とされる最低限の食費を算出し、
これを 3 倍にしていた。現在では、食費は、税引き後所得の 5 分の 1 程度に算出方式が変わって
いる。
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「貧困境界」は、アメリカ全土のどこにどれだけ貧困者が住んでいるかを把握するために、人
口統計局が統計目的でつくっている。「貧困境界」がつくられたのは 1955 年で、今から 60 年前
である。３人以上の世帯で税引き後の所得の３分の１が食費に充てられると考えられ、エンゲル
係数が高かった時代である。この時代を基準に策定されたもので、例えば食費が最低 1000 ドル
かかるとすると、所得は 3000 ドルあれば大丈夫、それ以下なら貧困と見なしている。
ところが今は食費にかける割合が５分の１ぐらいに減っており、食費が 1000 ドルだったら
5000 ドルなければならないはずなのだが、60 年前の基準を引き継いでいるので、3000 ドル以下
が貧困という認識は実態に合わなくなってきている。
もう一つの「貧困」の定義は、「貧困ガイドライン」で、貧困境界の概念を簡略化したもので
あり、現在、日本の厚生労働省にあたる健康福祉局(DHHS)が福祉プログラムの提供に当たり、
生活困窮者、要支援者は誰かを決めるためのもので、50 州と DC で別々に作成されている。
（参考ページ：http://aspe.hhs.gov/poverty/15poverty.cfm#thresholds）

「貧困境界の年間所得」
（図表 4 参照）を見ると、
2015 年 1 月現在で、単身
者で約１万 2081 ドル、８
人家族で約 4 万 1141 ドル
とある。
「貧困ガイドライ
ンの年間世帯所得」
（図表
5 参照）のほうを見ると、
一人世帯が１万 1770 ドル、
８人世帯が４万 0890 ドル
だから、そんなに違わな
い。どちらを見ても似た
ような額で、貧困が定義
されていることがわかる。

一人家庭で年収約１万 1000 ド
ルということは月 1000 ドル弱
なので、日本円に換算すると 12
万円である。それほど少なくな
いと思うかもしれないが、アメ
リカは今、非常にインフレが進
んでおり、住居費が高い。オバ
マケアができたとは言いなが
ら、医療保険なども高い。教育
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費も州立大学でさえかなり高いが、私立だと年間 400～500 万かかるところが結構ある。そうな
ると、この収入ではとても大学には進学はできない。
単身者が一人でアパートを借りる場合は、サンフランシスコやオークランドであったら 1000
ドルで借りられるところはよほど運がよくなければ探せないと思う。
では、貧困境界以下の所得で生活している人はどれだけいるのか。この辺から非常に話がわか
りにくくなるのは、貧困者という場合に一体どの程度の所得の人たちを貧困者というのかという
ことがはっきりしないことである。

2013 年を見ると、
「貧困
境界」が一人で 1 万 1000
ドルぐらいの所得だとす
ると、その 125％である１
万 3000 ドルぐらいから下
の層が 19.2％いる。そして、
100～125％のライン、これ
は１万 1000～1 万 3000 ド
ルぐらいの所得であり、
4.8 ％ に あ た る 。 つ ま り 、
「貧困ガイドライン」以下
の人たちは 15％ぐらいと
いうことになる。（図表 6
参照）。
1960 年代よりも実質的な貧困かどうかという理解や判断は難しいところがある。食費の割合
が低下しているのは、生活全般が改善されたからともいえる。例えば、1960 年代には、ただ同
然で住める場所もあった。しかし、今、特に大都市では住居費が高騰している。医療についても、
重病になれば死ぬだけという時代から、高額な医療を支払えば生きられる可能性が高まっている。
一方、1960 年代には、高校にいかなくても、職を得ることできただろうが、いまではそれはか
なり困難だ。このように生活のレベルが変わり、最低限の生活を送るために必要な教育、医療、
住居などのコストが増大しているので、貧困ライン以下での生活は極めて厳しいといえる。
「貧困境界」や「貧困ガイドライン」の算定の方法については、基本的な変化はない。なお、
この数字が出てくるのは、60 年代と 70 年代以降の変化に着目するのではなく、「80 年代になっ
てもあまり貧困者が減っていない」、「2010 年、2013 年のほうがむしろ 70 年代、80 年代よりは
多い」、あるいは「ほとんど変わらない」といった実態があるという事実、貧困者の割合は少な
くとも減っていないことを問題視するためである。60 年代は経済成長の成果が大きいと思う。
例えば、1964 年の GDP は 7%、65 年は 8%、66 年は 9%も増加した。偉大な社会政策の成果は、
その後少し後にでてきている。
なぜ貧困になるのか。貧困要因としては失業があるが、失業は日本のように憲法の中に労働権
があるわけではなく、いわゆる随意雇用 (Employment at Will)で、いついかなる理由でも解雇で
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きるという法律上の問題にも関連している。少しでも景気が悪くなると、一般的にはレイオフと
言うが、一斉に解雇が行われる。そういう点では日本に比べると失業率がはるかに高いし、それ
に伴って貧困生活、苦しい生活を強いられるような状況に陥りがちである。

貧困生活と最低賃金制度の関係では、最低賃金は、今は全米で時給７ドル 25 セントである。
フルタイムで働くと１万 5000 ドルぐらいの年収になる（図表 7 参照）。一人世帯で１万 1000 ド
ルぐらいが「貧困ガイドライン」だとすると（図表 6 参照）、それを上回ってはいる。しかし、
現実的には、例えばサンフランシスコであれば 1000 ドルではアパートが借りられない。そうす
ると家賃だけで収入が消えてしまうことになる。
最低賃金を上げなくてはいけないという話も出ていて、最近ではロサンゼルスが自治体レベル
で条例をつくり、最低賃金を 15 ドルに引き上げることになった。シアトルやサンフランシスコ
でも地域最低賃金に関する同様の条例ができ、ニューヨークでも検討している。
基礎的家計と政府基準の比較でみれば（図表 8 参照）、実際に生活する上で、人はどのくらい
の生活費が必要なのかを示したものが「基礎的家計」 (Basic Family Income)である。生活する上
で必要な項目として、住居費、医療費、交通費、育児費、レジャー費などをたしていって、幾ら
になるのかを算定している NPO がある。
EEPI（Economic Policy Institute）という労働組合が支援しているシンクタンクの 2007 年の数字
を見ると、親一人子一人で貧困境界は１万 4000 ドル。ところが、基礎的家計で各項目の数字を
足していくと、サンフランシスコでは４万 7000 ドルないと生活できない。差額が３万ドル以上
あるわけだから、貧困ラインでの生活はそれだけ厳しいと言える。
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「基礎的家計」は、具体的にどのように算出しているのだろうか。
「LWC に基づく SF の必要
生活費」（図表 9 参照）を見ると、「大１」「大１小１」「大１小２」とあり、縦のラインに食費、
育児、医療、住居、交通費、その他、税金などが並んでいる。サンフランシスコで必要な経費で
考えた場合に、税引き後の年間所得として、大人一人で生活するのに２万 6000 ドル、大人一人
子供一人で５万 4000 ドル必要、となる。ここでは、住居費として大人一人で 1144 ドルになって
いる。かなり高いと思われるかもしれないが、このくらいで住居探せたらラッキーというのが実
態である。なお、医療費は子供がいると高くなる。
連邦政府の定めている二つの貧困に関するガイドラインは、貧困者の数を把握するためと、政
府の政策上、福祉を出すか出さないかという判断で定めていることである。ただ、それが実態に
合っていない。必要な生活費を積み上げていくと、それよりも相当大きな額が必要になってくる
という現実がある。
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社会保障と社会福祉政策
社会保障と社会福祉政策の歴史によれば（図表 10 参照）、アメリカはもともと政府があまり介
入しないことを是としながらやってきた。ただ、軍人との関係で年金がつくられ、南北戦争の出
征兵士や死亡者に対しての年金制度がかなり前からつくられていた。
19 世紀の終わりには、企業年金もスタートしているが、具体的にアメリカで社会保障とか福
祉というものが連邦政府の法律としてつくられるようになったのは、ニューディール時代に入っ
てからの 1935 年、今から 80 年前になる。この年に、
「社会保障法」 (Social Security Act) が成立
した。

この法律によって、年金制度や失業保険の他、さまざまな福祉政策ができ、その中の一つとし
て、AFDC に当たるものが制定された。その後、住宅保障や高齢者への年金が導入され、60 年
代に入ってくると医療支援策の議論が出てきて、その結果、1965 年には「メディケア」(Medicare)
と「メディケイド」(Medicaid) という二つのプログラムができた。
「メディケア」というのは医療保険である。掛け金を掛けておいて払い戻してもらうという日
本の国民健康保険に近い制度である。ただ、対象者は高齢者と障害者である。メディケイドは医
療福祉制度であるので、掛け金は必要なくて、低所得者であればこれが受給できるという仕組み
になっている。
	
  70 年代に入って、重要なプログラムとして SSI（Supplemental Security Income）が導入された。
低所得者向けの政策としては、この SSI のほうが重要な意味を持ってきているのではないかと思
う。75 年には、EITC（Earned Income Tax Credit）というものができた。これは、所得税の控除
を行う特別な措置である。そして 1996 年には AFDC（Aid to Families with Dependent Children）が
TANF（Temporary Assistance for Needy Families）に代わった。
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ワークフェア関連の政策の歴史を見れば（図表 11 参照）、この政策は 1935 年の Social Security
Act にさかのぼる必要がある。この時は ADC（Aid to Dependent Children）というプログラムとし
て制定されたのだが、これがのちに AFDC に改称された。

1990 年代にウェルフェアからワークフェアへの流れがでた時代と異なり、この当時の福祉政
策は、夫が死亡した妻と子供に対してのいわゆるウィドーズ・ベネフィットに当たるものだった。
ところが 60 年代、70 年代になってくると、シングルマザーが増え、人種的にもマイノリティ、
特に黒人、ヒスパニック系の人たちの受給者が増えてきた。
	
  そして、TANF のように義務化しているわけではないが、60 年代ぐらいから AFDC の受給者
に就労を促すような措置がつくられ、1969 年にニクソン大統領がワークフェアという言葉をテ
レビ演説で使い、広がった経緯がある。ただこの時もまだまだワークフェアを本格的に導入する
のではなく、オプションとして出てきたという状態だった。
	
  80 年代に入ってくると、州レベルでワークフェアを導入する動きが始まり、ウィスコンシン、
ニューヨーク、カリフォルニアも 90 年代半ばにワークシェアが導入された。そして、州ごとの
も の が だ ん だ ん ア メ リ カ 全 体 に 認 知 さ れ る よ う に な り 、 96 年 に は 、 PWRORA （ Personal
Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act）という法律が成立した。
	
  このことにより、福祉政策として、資格のある人はいつまででももらえるという AFDC のプ
ログラムが、TANF になったことで（TANF の T は Temporary であり）、原則として最大５年ま
でしかもらえないというかたちに変わったのである。
	
  さらに、今までは福祉の受給が主だったが、福祉の受給にあたって就労なりジョブトレーニン
グを求められるという形に変わった。
TANF の目的と具体的施策
	
  TANF とは、どのような政策なのか（図表 12 参照）。TANF の目的は大きく四つに分けられる。
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一つは、要支援家庭に財政的な援助を行うこと。財政的に苦しい家庭に現金給付を行うことによ
って、子供が自宅や親戚などの家庭で生活できるようにすること。AFDC と同様に、子供に対す
る支援という位置づけもあるが、お金は直接子供がもらうわけではなく、親などの保護者がもら
うことになる。ただし、AFDC と異なり、就労などの条件つきの現金給付になって、最長で生涯
５年間という規定になっている。
	
  二つ目は、雇用や結婚などを促進することによって、福祉への依存を断ち切ること。雇用とい
うのはわかるが、結婚することで福祉への依存を断ち切るという政策は奇妙に思われるかもしれ
ないが、日本の少し古い言い方でいえば、要するに永久就職。そのような保守的なフィロソフィ
ーが反映されているわけである。
	
  三つ目には未婚の妊娠、出産を抑制、減少させること。これは主としてシングルマザーに向け
られた政策である。ただし、結婚してから夫と離婚なり死別でシングルマザーになる女性という
より、もともと未婚のまま妊娠、出産をして、父親はどこにいるかわからない、という人たちが
かなり増えてきたということが背景にある。そうするとその人たちに対して、未婚での出産、特
に 10 代の未婚の妊娠、出産を抑制するための教育プログラムを提供することが必要になってく
るということである。
	
  四つ目として、二人親家庭を形成、維持することを推奨すること。つまり父親と母親がそろっ
ている家族がいい家族という考え方は、通念的にはどこの社会にもあるわけだが、政策的には露
骨には言いにくいところがあった。この法律の中では、二人親家庭を形成、維持することを推奨
しようということを明確にしている。強制はしないけれども推奨するという言い方だ。
この考えの延長として、Healthy Marriage & Responsible Fatherhood Initiative というプログラム
が導入された。健全なる結婚、責任ある父親を育成していくことが狙いだが、連邦政府によって
予算が組まれ、NPO などに補助金が出され、親に対してあるいは親になる人たちに対してカウ
ンセリングやセミナーを行っている。
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1935 年に AFDC の原型ができた時には、配偶者が死亡してシングルマザーになった、あるい
は子育てを自分一人でしなくてはならない人が多かったわけである。それに対して結婚しないで
親になる、というような人たちがだんだん増えてきたのが 60 年代から 70 年代以降の傾向として
あり、こうした状況を反映して AFDC から TANF に制度変更されたといえる。
TANF は AFDC を廃止してできたプログラムだ（図表 12 参照）。AFDC の C は Children、つま
り子供だから、子供を扶養する親に対する支援が目的だった。TANF は、この延長上にあるので、
扶養しなければならないが、扶養するのに十分な所得がない家庭に対して現金給付などを行うも
のだ。したがって、対象は子供とその親、保護者である。
世帯の単位をどう定義するかにもよるが、給付は世帯単位で行われる。ただし、給付額は、子
供に対しては幾ら、親に対しては幾らというふうにして決まる。世帯ごとにまとめた額で示して
いるが、低所得の世帯の親や子供であっても、全員が受給できるとは限らない。例えば、親で言
えば SSI を受給しているともらえない。子供も 19 歳未満までに制限されている。
TANF の生活保護的な意味合いのキャッシュアシスタントとしての面については、所得が低く
て子供が何人いるから一人当たり幾ら必要なので、何人分ということで計算、支給される。ただ
し、TANF を受けている人がいつまでも福祉に依存していては困るから、その親は働くなり学校
に行くなり、職業訓練を受けるなりしなさいと、そのためのデイケアを用意しますよとか、その
ための学校の費用は負担しますよという、自立促進型のプログラムという側面もある。
TANF で今まで福祉に依存していた人たちが教育とか職業訓練によって自立できる可能性が
開けてくる。ただ、５年の間に自立できるかどうかというと別の話であり、議論になる点である。
TANF は子供がいる人しか対象にならない。ただ、妊娠して、出産前なら対象になる。若者の貧
困家庭の子供が、10 代、20 代ぐらいになった時の職業訓練的なものはまた別になる。職業訓練
であれば、労働省の管轄しているものが大半だと思うが、よく知られているものに、Job Corps
がある。ジョンソン政権下で作られたプログラムで 16 歳から 24 歳の低所得の若者を対象に、
NPO などに委託して無償で職業訓練を提供している。教育プログラムもあり、高校中退者には
高卒資格が取れるようになっている。また、若者に限定しているわけではないが、Work for
Investment Act のもとで、さまざまな職業訓練プログラムがつくられている。行政は縦割りと言
われるが、低所得者向けのプログラムも例外ではなく、TANF は厚労省に相当する健康福祉省だ
が、フードスタンプは農務省、Pell Grant だったら教育省と、それぞれ管轄するところが違って
いる。例えば同じ年で、同じような職業的な問題を抱えていても、こっちの人には子供がいるか
ら TANF の対象で職業訓練を受けられるが、子供がいない人は別のプログラムでないとできな
いということになる。個別の状況に関しては、ソーシャルワーカーが、その人の問題とその人に
あったサービスはこれがあるとか、支援してくれる団体はここにあるといった形で、コーディネ
ートして、「あなたはこうしたらいいのではないですか」と提案する。
普通の人は自分がどのプログラムを受給できるのかわからないので、役所に行けば何とかして
もらえるだろうと思って行っても、ぐるぐるたらいまわしにされるだけで終わってしまうことも
ままある。そういう点では日本でいうところのケースワーカー、アメリカではソーシャルワーカ
ーに話をして、その人に合わせたメニューを考えてもらうのが一般的な対応の仕方だ。
ソーシャルワーカーは個人としてやっているわけではなく、ソーシャルワーカーにも行政に所
属している人と、NPO に所属している人がいる。仕事としてのソーシャルワーカーというのは
一つの資格なので、この資格を取るための学位としては MSW(Master of Social Work) などがある。
学位を持たないでソーシャルワーカーだ、という人もいないわけではないが、基本的には学位を
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取得して組織に雇われ、ケース・マネジメントをする仕事だ。
TANF の予算の推移と現状
AFDC の予算は、1970 年代でピークになっている。非常に多くの資金を連邦政府から支出さ
れていた。このため、予算の縮減が必要だという財政上の理由が一つである。それから、シング
ルマザーが増えるような社会では良くないとし、二人親家庭が規範となる社会にしなければいけ
ないという、キリスト教の原理主義の人たちが考えるような部分とを合わせた理念を背景に、こ
の政策が出てきた。
そのために、この TANF はキャッシュでお金を出すというだけではなくて、チャイルドケア
に出したり、就労支援に出したりということが含まれている。TANF のお金はシングルマザーと
かローインカムで子供がいる人すべてがもらえるという話ではなくて、仕事へ行くためのデイケ
アを用意し、仕事に就く前の就労支援のためのお金にも使いなさい、という形になってきている。
児童の受給者
	
  AFDC の受給児童数は、1970 年には 610 万人だったのが 1993 年には 950 万人とピークになっ
た。この間に 300 万人以上増えていて、財政負担が大きくなった。財政負担を減らすことを一つ
の大きな理由として導入された結果、TANF へ移ってからは政府の財政支出は急激に減ってきて
いる。
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2010 年、2011 年には 330 万人でピークの３分の 1 に減った。数でみる限りは非常に多くいた
AFDC の受給者が TANF になって大幅に減少したという実態がある。この減少については、成
果があったという見方と、福祉から追い出されてしまったという見方の両方がある。例えば、貧
困生活を送っている児童のうち、AFDC を受給していた人は 1995 年には 60％いたのだが、2012
年 TANF になると 20％を切ってしまった。貧困世帯だけれども、結局 TANF も受給できない子
供がかなり出てきているという問題を示している。
TANF の「児童の受給者」
（図表 13 参照）で、貧困生活を送る児童の受給率が 1995 年には 61.8％
だったのが、2012 年には 18.9％に減少した理由の一番大きな理由は５年で切られてしまうこと
だ。まず第一子が生まれて３年間もらった。第二子が生まれて２年間もらった、というと、第三
子はもらえなくなる。その結果、自動的に受給資格を失ってしまう人が出てくる。従来であれば
もらえていた人たち、Entitlement の時の条件は、貧困で子供がいるから、ということで自動的に
もらえていたのが、就労や職業訓練を受けなければいけないとか、また５年間の制約があるとい
うことになると、当然その対象外になってしまう親、家庭、児童が結果として出てくる。そのた
め、900 万人が 300 万人に減ったというのは、そのプログラムの成果なのか、受けられるはずな
のに受けられなくなっている児童が増えていて結果的に減少しているのか不明である。
貧困者の数とか、あるいはフードスタンプを受けている人たちの数というのは、受給者の割合
を見るとあまり変わらないのに、なぜ TANF だけが減っているのかというと、TANF は支給を打
ち切ってしまうことが一つの大きな目的としてあり、政策としては成功したという言い方ができ
るわけだ。成功したというのは、政策の意図としては受給者を減らしていって、支出を減らした
いということによって政策的な意図は達成されたわけだ。だが、そこで受給できない人はどこへ
行くのかというと、結局、SSI をもらったり、General Assistance という現金給付の補助を受けた
りすることになる。このように TANF 以外の政策に頼らざるを得ないのだ。
結果として、他の福祉関連の支出が増えていくという現象は出てくると思われる。もしくはず
っと貧困のままで学校も行けなくなるという問題が一方で出てくる。人数が減った、お金が減っ
たという点では成果だと主張できるが、従来はもらえた子供がもらえなくなったのであり、お金
を出さなくなったからということなのである。
	
  低所得者への TANF 以外の支援策（図表 14 参照）としては、アメリカで福祉というと AFDC
というイメージが強いが、それだけが福祉政策ではなく、キャッシュアシスタンス以外にもいろ
いろある。
キャッシュアシスタントとしては、SSI が重要である。ソーシャルセキュリティは掛けたお金
に対して返ってくるという日本の年金と同じような仕組みで、自分の所得が幾らであって、それ
に対して年金を何年間幾ら掛けたから幾ら戻ってくるというものである。社会保険庁、いまでは
年 金 機 構 か ら 案 内 が 来 る が 、 同 じ よ う な こ と が ア メ リ カ で は 社 会 保 障 局 (Social Security
Administration)から送られてくる。
「あなたが掛けているのはこれだけで、何歳から受給すると毎
月幾らもらえますよ」という通知がくる。よほどたくさんかけている人は別だが、それだけで生
活できるわけではないので、足りない人に対して現金の補助をする。その仕組みが SSI である。
2013 年に 1800 万人ぐらいの人が受けている。
	
  もっと一般的に使われているのが SNAP（Supplemental Nutrition Assistance Program）である。
これは、数年前に変えられた名前で、それ以前はフードスタンプと呼ばれていた。フードスタン
プは、食料クーポンである。スーパーなどに行って食品を買う時に現金で支払うのではなく、引
換券で払う。その引換券がフードスタンプである。例えば 100 ドルの引換券をレジにだすと、100

14

ドル分の食品を購入できる。ただ、紙とか鉛筆に対しては交換しない。キャッシュをあげてしま
うと何でも使える。お酒やたばこ、ドラッグを買うということがあり得るので、食品にしか使え
ないようにする。そういうねらいがある。
政府が貧困者全員に食品を配るということは現実的に無理だ。このため、いわば配給業務をス
ーパーやお店に代理してもらうために、貧困者にフードスタンプを渡し、それがスーパーなどで
の購入使われ、スーパーから政府払い戻しを求めるという仕組みだ。
このフードスタンプは 2013 年には 5000 万人近い人たちが受けている。今、アメリカの人口は
３億ちょっとだが、６分の１が受けているということになる。このように、フードスタンプの受
給者は非常に多いが、予算的に見ても連邦政府は 826 億ドルという、膨大な額を投入している。
他には、住宅補助がある。低所得者向けにつくられているアパートもあるが、所得の 30％以
上を家賃で占められてしまうと生活が非常に厳しくなるという考え方から、例えば月収 1000 ド
ルの人は、その 30％である 300 ドルが低所得者向けのアパートなどの家賃の上限になる。その
家賃は実際には 500 ドルだとすると、200 ドル分を政府が出すというのがこの住宅補助の仕組み
である。2013 年の貧困世帯 930 万のうち、540 万が受給しているということが統計上示されてい
る。
その他、WIA （Workforce Investment Act）による職業訓練プログラムがある。また、LIHEAP
（Low Income Home Energy Assistance Program）と言われている光熱費への補助や Lifeline と言わ
れている電話代への補助などがある。アメリカでは、Lifeline というシステムに入っていると非
常に安い料金で電話をかけられる。電話が水とか電気と同じように生活の必需品の一つであると
いう認識でこういう仕組みがつくられている。

さらに、低所得者への「負の所得税」として、EITC （Earned Income Tax Credit）のような所得
税に対する措置がある（図表 15 参照）。Negative Income Tax という言い方もされている。所得税
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というのは、所得が低いと
払わないでいい人たちが
出てくる。ただ、そういう
人たちに対して、他の人た
ちが払った所得税から補
助する仕組みである。所得
が低い人たちは、この
Earned Income Tax Credit
があると、少しは生活が楽
になる。例えば、所得税の支払い義務がない人たちに対して、子供が一人の世帯では 3250 ドル、
子供が二人いる世帯では 5072 ドル、３人以上は 6044 ドルなどの上限があるが、連邦政府が補助
していくという仕組みである。
その他、Child Tax Credit という 17 歳未満の子供がいる家庭への補助がある。子供一人当たり
年間 1000 ドルである。年収が夫婦で 11 万ドル。単身者は７万 5000 ドル超えると対象外になる
ものの、これはかなり幅広い人たちが受給できる。前に民主党がやっていた子ども手当に近いも
のである。単身者で７万 5000 ドルというと、かなりの所得がある人も含まれるので、全部が低
所得者とは言えないといえる。
TANF 以外の児童向け補助政策
TANF 以外の児童向けの補助政策（図表 16 参照）についてだが、児童というか、もう少し上
の年齢もいるが、奨学金制度がある。これは日本に比べると充実している。奨学金も民間の奨学
金と政府の奨学金があるが、政府の奨学金の代表的なものが Pell Grant である。ペルというのは
このグラントをつくる時に尽力した上院議員の名前から取っている。よく人の名前を冠した法律
とか政策名というのがあるが、提唱した議員の名前をつけたものである。
この Pell Grant は低所得者の大学生や専門学校に行く人たちに対して支払われるので、児童向
けとは言えないのだが、学費が相殺される。学費が１万ドルであったならば、そのうちの 5000
ドルぐらいまでは補助される。
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もう一つ	
  Child Nutrition Programs というのは食事のプログラムだが、学校では朝食とか昼食、
アフタースクールの食事が出てくる。学校へ行って食事をとるのに、アメリカでは日本と同様に
お金を取るのだが、そうすると食べることができない児童がいると困るので補助をしていく。無
料の人もいれば一部を負担するということもあって、所得によってスライディングスケール、つ
まり応能負担の形になっている。
これ以外には、Head Start & Family Services Programs や Child Care もある。
TANF に組み込まれているプログラムもあるのだが、TANF 以外にも福祉政策とか諸々の政策
がある。TANF は連邦政府、州政府の資金で運営しているわけだが、連邦政府は主としてお金を
出すという役割を持っていて、具体的にやるのは州や郡になる。
TANF の実施運営は、法律に書かれている基準に基づいている。実際に担当していくのは郡で
ある。郡はアメリカではカウンティという言い方をされる。サンフランシスコはサンフランシス
コ・カウンティ、バークレーやオークランドはアラミダ・カウンティである。カリフォルニア州
では 60 ぐらいのカウンティがある。全米では 3000 ぐらいのカウンティに分かれている。それぞ
れのカウンティごとに実施運営されている。

カリフォルニアのプロ
グラムは通称カルワーク
ス (CalWorks)というが、
正式には California Work
Opportunity

and

Responsibility to Kids であ
る（図表 17 参照）。これは
受給資格、所得財産などの
上限や就労義務などがある
わけであるが、２人世帯、
３人世帯、４人世帯、５人
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世帯など、世帯によって所得の上限と実際に支給される額が幾らまでということが決まっている。
教育成果の格差
以上のような福祉政策があるが、教育の格差はどの程度なのか。最近よく使われている言葉と
して、教育成果格差 (Achievement Gap) がある。アチーブメントというのは到達という意味であ
る。
1964 年の公民権法ができた後に行われたコールマンレポートという調査がある。この調査で
は、児童の教育成果については学校や家庭、地域などの要素が関連していると結論づけられた。
1960 年代のコールマンレポートが出され、Head Start プログラムが走り出した時代、教育のコミ
ュニティごとの格差を是正するために黒人の多い地域の学生を白人区へ送り出して、白人の多い
地域の学生を黒人区へ送り出して、校区間の教育の力を是正しようという施策、いわゆる強制バ
ス通学制度があった。1971 年の最高裁判決で学校における人種隔離状況を改善する措置として、
マイノリティの多い学校からマイノリティが少ない学校へ、あるいは白人が多い学校から白人が
少ない学校へバス通学をさせることで人種的なバランスを取ろうとする措置が広がった。これは、
校区間というより同じ学校区内にある学校間の人種のアンバランスを解消させることが主眼だ
った。その意味では、学力格差の解消を直接目的にしたものではないが、同じ学校区の中でも学
力が高いところと低いところとがあるし、学校区ごとの格差もある。
学校区は公立学校を対象としたものだが、アメリカにももちろん私立学校もある。公立学校は
基本的に無料だが、私立学校は相当高いお金を払っていくということになるから、その結果、公
立と私立による親の所得によるすみ分けができるということはある。
コールマンレポートをきっかけに、教育の成果に関する格差についての議論が展開され、現在
では SAT の点数や GPA、退学率などのポイントを用いて、人種や社会的経済状況、性別などに
基づき、格差を検討する調査が数多く実施されている。
SAT というのは大学入試に向けた標準試験である。GPA は卒業の時の ABC、優良可みたいな
ものを点数化したものである。退学率は主として高校の退学率が用いられるが、大学への退学率
をいう場合もある。これが実態としてどうなっているのかというのが次の話になる。
サンフランシスコの近郊にスタンフォード大学がある。ここの研究所で、教育格差の問題を調
べている研究者がいるが、その中の論文の一つとして、2001 年生まれの児童と 25 年前に生まれ
た低所得家庭と高所得家庭の児童の学業成績の格差は 30～40％拡大していると指摘している。
親の所得による児童の学業成績の格差は、黒人と白人の児童の格差の約２倍に及んでいる。こ
れは 50 年前の公民権法ができたころであると、黒人と白人の児童の格差、成績の格差はずっと
大きかったのであるが、今は所得による格差のほうが大きくなっている。
要するに黒人でもミドルクラスの人が多くなってきている。黒人の貧困層は３分の１と言われ
るが、昔は相当の割合の黒人が貧困で、貧困イコール黒人というイメージがあった。ところが今
は白人も含めてあるいはヒスパニック系のなかでも所得格差が広がってきているので、低所得者
というカテゴリーで教育格差の問題を考えたほうがいいのではないかといわれている。
では、学校で低所得者の児童がどれだけいるのかということであるが、Southern Education
Foundation という南部にある、パブリックポリシーの NPO が調査した結果である（図表 18 参照）。
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（出典）
http://www.southerneducation.org/getattachment/4ac62e27-5260-47a5-9d02-14896ec3a53
1/A-New-Majority-2015-Update-Low-Income-Students-Now.aspx

「低所得児童、公立学校の半数」（図表 18 参照）では、0.0～38 以下の州は北側。右側のマサ
チューセッツとかバージニアとかニュージャージーとかあるがこれの見方は、要は公立学校であ
っても低所得者の児童が少ないと考えられる。
公立学校の多くは、学校に募金をする組織をもっているから、豊かな親が多ければ、それなり
に学校の予算も多くなるといえるだろう。先ほどご紹介したように、私立学校に通っている児童
は公立学校の児童数と比べると 1 割にすぎない。したがって、大半の児童は公立学校に通ってい
るので、州というかなり大きな単位で考えれば、それぞれの州の低所得者の割合にかなり対応し
た割合で、低所得家庭の児童が公立学校に通っていると考えられるのではないか。例えば、東部
のバーモント、ニューハンプシャー、コネチカット、マサチューセッツなどは、ニューヨークよ
り、貧困率が数パーセント低い。なお、低所得者児童（図表 18 参照）には、連邦政府のランチ
補助の対象者なので、貧困ラインの 2 倍の所得層までが含まれることも留意してほしい。
この図を見ると、公立小学校における低所得者児童の割合は、1989 年には 32％だったのが、
2000 年には 38％に増加していた。2006 年には 42％、そして 2013 年には 51％に増え、半数を超
えるまでになっている。ただ、ここでの低所得者の定義がわかりにくいかもしれない。最初に説
明した貧困ライン、貧困境界以下の人という意味ではなくて、その２倍ぐらいまでの所得の家庭
の児童をプアと言っている。
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「家庭の所得と高校の退学率」
（図表 19 参照）だが、年数は別として、高校の退学率の全体が
2013 年 6.8％。これが所得の下位から上位までを４区分した時の一番下の４分の１の層に当たる
人が 10％を超えていて、その一つ上の層が８％、その上が５％、一番上位 25％の層は 3.2％しか
退学していないということになる。上位５％と下位５％に３倍以上の開きがあるということにな
り、所得によっての退学率に非常に大きな差があると言える。ちなみにアメリカは高校も義務教
育になるから、そこで落ちてしまうということは先々非常に不利な状態になる。
「高校中退者の就労状況」
（図表 20 参照）を見てみる。16 歳から 24 歳までの若者のうち、高
校中退者の就労状況は、2013 年で４割しかいないということになる。失業している人が２割、
無職の人は４割くらいいる。結局、高校を辞めてしまって、そして職についても失業する、ある
いは無職でいる。求職活動していない無職の人というのが非常に大きな割合でいるということで
ある。こういう人たちは時間が経てば経つほど就労することが困難になる。
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では、成績とどんな関係があるのか。
「親の所得と SAT のスコア（2013 年度）」
（図表 21 参照）
を見ると、SAT のスコアは、読解と数学と作文に分けているが、所得で見てみると、ゼロから
２万ドルの低所得の家庭、一方で、20 万ドル以上の高所得の家庭を比べると、読解の点数では
年収２万ドル以下の家庭の子供は 435 ポイント。それに対して 20 万ドル以上の家庭の子供は 565
ポイントである。ものすごい差である。数学も同じように 463 ポイント対 586 ポイント。作文も
429 ポイント対 563 ポイント。すべて 100 ポイント以上の差が出ている。所得が上がるにしたが
ってスコアが高くなるという結果が出ている。これはなぜだろうか。
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「教育費支出の格差拡大」
（図表 22 参照）だが、所得がトップ４分の１は、赤いラインである。
ボトム４分の１の教育費支出と比較すると、1970 年代には３～４倍の開きだったのが、今は７
～８倍の開きになっている。Opportunity Gap というように、教育を受ける機会がなかったから
こういうことが起こる、要するに低所得者だとお金がないから教育費にかけられるお金が少ない
結果だということになる。
具体的な数字では、現在、トップ４分の１の人たちは子供ひとりに対して 9000 ドル近いお金
を投入している。それに対してボトム４分の１の家庭は 1300 ドルしか投入できない。これは音
楽やアートのレッスン、本の購入、家庭教師とか諸々を含めているわけだが、勉強、教育を受け
る機会がないから成績が十分に上がらないという見方ができるわけである。

次に「学歴による所得格差」
（図表 23 参照）だが、高校卒未満だとフルタイムで１年間働いて
も２万ドルちょっとしか収入がない。ところが大学院卒だと８万９000 ドルと、９万ドル近い。
４倍～５倍の開きが出てくるわけである。
結局、低所得者児童の場合、家庭からの教育投資が不足し、高校は義務だから一応進学したと
しても中退してしまう。そうすると無職や低所得の仕事についてしまう。	
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大学に行ったとしても退学の可能性が大きくなって、結果的に低所得者の家庭をつくっていく。
さらに若年出産の問題もあって、生まれた子供も低所得者児童になるという負のサイクルがつく
られていくということが、データと関連して述べることができる。
アメリカの教育政策
日本と同じように初等、中等、高等という言い方があり、初等の前に幼児教育がある。
幼児教育には、新生児から小学校に入学する前の教育として、Early Childhood Education	
  や、
Day Care、つまり託児所、Pre school がある。託児所を教育施設と見るかどうかは議論があるか
もしれないが、幼児教育の一部と見なされている。
一般的には Pre-School と言われる就学前の教育機関として、Pre-K or PK or Pre-Kindergarten と
呼ばれるものが各地に設けられている。

小学校前の幼稚園
に当たる Kindergarten
を含めて、高校までを
K-12 と言う。幼稚園
１年目から 12 年目ま
でという意味である。
要するに幼稚園プラ
ス 12 年間の義務教育
と考えていただいて
いいのである。日本は
全国どこへ行っても
６－３－３制だが、ア
メリカの場合は５－３－４とか６－３－３とか８－４とか６－６とか、幾つかのバージョンがあ
る。だから呼び方も結構違っていて、High School と一般的には言うが、Junior High と Senior High、
その二つをくっつけて Junior High and Senior High Combined	
  があったりする。
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このように、いろいろなバージョンがあるが、最終的には全部で 12 年間、プラス Kindergarten
になる。就学開始年齢も５歳から８歳くらいから始まり、終わる年齢も 16 歳だったり 18 歳だっ
たり、州によって違っている。
「高等教育システム」は、高校以降の教育機関すべてをさすので、専門学校とか職業訓練校と
か、短大あるいはコミュニティカレッジ、大学、大学院、プロフェッショナルスクール等が含ま
れる（図表 25 参照）。こうした教育機関の数が表に示されている。（図表 26 参照）

公立学校全体の３分の１ぐらい私立学校がある（図表 26 参照）。
公立学校のほうが規模の大きい学校が多いので、３分の１の生徒が私立学校に行っているという
ことにはならない。2011 年でいえば、私立学校の生徒が 530 万人だが、公立学校は 5000 万人ほ
どなので、ほぼ 1 割である（参考資料 http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgc.asp）。
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TitleⅣ認定高等教育機関というのは、教育法の第４条の認定を受けた高等教育機関である。その
認定を受けると連邦政府の奨学金を提供できる。法律には、条文を区分する単位として、編、章、
節などがある。アメリカの法律では、特に長い条文を持つ場合、Title という単位を用いて区分
している。TitleⅠ、TitleⅡ、TitleⅢは、第一編、第二編、第三編ということになる。公民権法で

いうと TitleⅦでは雇用の問題を扱っている。TitleⅨは教育法における第９編である。
その下に学位認可教育機関とある。学位認可の学位とは、AA とか BA などの学士号や修士号
などのことである。これらの学位をだすことができる高等教育機関をいう。
「生徒、学生数」
（図表 27 参照）を見ると、学生数は当然若い年齢層の人たちが多く、高齢者
になると減っていく。しかし、日本でもリカレントという言い方がよく聞かれるようだが、アメ
リカの大学・大学院では 30 代以上の人たちが 13％余りいるわけだから、高等教育機関において
は社会人の再教育がかなり広がっているということができると思う。
「公立学校における連邦政府の役割」
（図表 28 参照）についてだが、アメリカの連邦政府はも
ともと教育には干渉しない、教育はコミュニティでやりなさいという考え方だった。連邦政府内
に教育省、Department of Education ができたのは 1980 年で、まだ 35 年しかたっていない。
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連邦政府が個々の教育に口出しをするということはほとんど考えていなかったわけだが、だん
だん関与が深まりつつある。そのきっかけとしては“スプートニクショック”があった。人工衛
星の打ち上げで、アメリカがソ連に先を越されてしまったのである。そこで、科学技術などに対
して、国として教育投資をしていかなければならない、教育を国として促進していかなければい
けないという政治的な主張がでてきた。
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また、1964 年に公民権法が成立すると、教育における差別を解消しなければいけないという
ことで、教育に対して連邦政府が介入するようになった。州政府に任せておくと、非常に保守的
な州とか黒人差別が根強い州とがあるため差別が維持されるので、連邦政府が関与しなければな
らないということになったわけである。
ただ基本的には、連邦政府が奨学金を出したり、教育機関のデータを収集したり、教育的な課
題に対して国民の関心を高めるということが主で、教育の個々の現場に対してどうこうするとい
う発想はほとんどなかった。
教育行政の中心的な存在は、学校区である。学校区というのは、School District または Unified
School District と言われている。一般的には School District であるが、今回、訪問予定のオークラ
ンドの場合は Unified School District である。”Unified”とは何かというと、学校区が集まって連合
体というか協議会を形成しているところが多いようだ。直訳すると統一学校区である。
日本の教育委員会は、例えば大阪市であれば大阪市教育委員会というのが行政区に対応してい
る。周辺の豊中市とか箕面市とかそれぞれの教育委員会があるわけだが、そういう形とは違って、
市町村を幾つかカバーした形で教育委員会がつくられていることも少なくない。
市町村の議会は、議員と言われるが、それに相当する School Board のメンバーはやはり公選で
選ばれる。市議会議員と学校区の議員の選挙は別だが、同じ日に行うことも多い。
学校区は、それぞれの管轄区域内の学校の教育を支援するための組織で、具体的には予算を編
成したりカリキュラムをつくったり、学校で用いる機材や器具の購入をしたりする。教職員の採
用は、学校区が行う。日本も安全ではなくなってきが、アメリカの場合は銃があったりするので
児童の安全確保をすることも学校区の役割となっているし、いじめの問題にも対応している。
2011 年現在で、学校区の数は１万 3588。アメリカには郡が 3000 ぐらいあり、郡の中につくら
れる市が２万ぐらいある。また、町村も 1 万 6000 近く存在します。学校区の数は、市町村の数
よりかなり少ないわけである。複数の市町村をカバーしている学校区がかなりある。
「学校区の役割と予算」
（図表 29 参照）の公立学校の歳入の下の表を見ると、これは非常に大
事なのだが、地方、州、連邦となっているが、地方と州の割合は大体同じぐらいで、連邦政府の
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資金はそれほどに多くなく、10％ぐらいである。連邦政府が影響力を与えようとすると当然お金
を出さなければ影響を与えられないわけだから、10％しかないということは、影響力が限られて
いるということである。ただ、そうはいっても、どこもそんなに潤沢にお金を持っているわけで
はないので、連邦政府の資金がないと非常に困るという場合もある。
表の中の地方の財源として固定資産税があげられている。固定資産税というのは建物や土地に
対してかかってくる税金だから、住民や地元の企業などが出していることもかなりある。換言す
ると、住民などの税金で運営しているから、連邦政府や州政府があまり口出ししなくていいとい
う考え方が通ってきていることになる。逆に、州とか連邦のお金が増えてくると、お伺いをたて
なければならなくなってくるわけである。

「60 年代からの主な教育関係の制度の変遷」
（図表 30 参照）については、後でご説明する NCLB
（No Child Left Behind）につながってくる。その前に、重要なのが ESEA (The Elementary and
Secondary Education Act) という法律である。
「ESEA の目的と概要」（図表 31 参照）に示したように、この法律は 1965 年にできた。直訳
すると初等中等教育法となるが、第１編で低所得者児童の教育改善のため、地方教育機関への財
政支援を行うということが定められている。
	
  これが全米の教育を連邦政府としてきちんとやっていこうとする第一歩ということもできる。
特に、いわゆる“偉大な社会計画”という貧困との戦いが言われていた時代を反映して、教育の
機会均等を完全に実現することがアメリカにとって最も重要な国家目標の一つであり、教育の機
会均等の実現は低所得者児童の教育状態を改善することだとされていた。
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具体的な対象は、先住民、要するにアメリカインディアン、それからホームレス、英語が十分に
できない児童である。そして、人種とか所得による教育成果の格差を是正するために、学校の施
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設や学習に必要なリソースを投入していくことを目的とした。これを経て、だんだんに政府が介
入してくる。
ESEA 予算の推移の表をみると、金額が非常に伸びていっている。連邦政府資金が急速に投入
されるようになってきたのである。この ESEA は何度か改訂されているのだが、主な改訂として
は 1966 年に障害児への支援を追加した。1967 年には移民の児童に対してのバイリンガル教育も
ある。それから幾つかの改訂があって、1994 年には、今回皆さんが行くチャータースクールに
関する制度も導入された。
2002 年に成立した NCLB はどんな法律かというと、政府は四つの特徴をあげている。説明責
任の強化、選択権の拡大、資金の使途の柔軟性、読解力を最優先した教育の実現、である（図表
32 から図表 35 参照）。
特徴の一つ目の説明責任だが、これは、学校は教育をしているのだから、生徒は勉強していれ
ば結果はどうでもいいということは認められないということである。一定の基準を各州ごとに決
めなさいということだ。内容は州が決めていいけれども、それに対して年度ごとに進歩したかど
うかを判断しなさい、ということである。
基準と進捗度の判断については、AYP（Adequate Yearly Progress）が進歩しなくてはいけない
ということになる。これが２年連続で不足していると要改善校になる。３年連続すると、学習が
遅れている児童に個人指導などが義務化される。４年連続すると教職員の入れ替えやカリキュラ
ムの延長。５年連続になると学校全体の再建計画を求められる。６年連続になると学校が閉鎖さ
れる場合もある。
このような形でまず基準を決めて進捗度を測って、その上でそれが達成されていかないこと、
こうした罰則が出てくるということを決めた。これを Accountability と、日本語では一般的に説
明責任と訳している。
特徴の二つ目は、選択権の拡大である。親や児童に対して学校の選択を認めるかどうかという
話である。児童はこの学校に行きなさいと通知されるわけである。さっきの AYP を満たしてい
ない学校だったら親は嫌だ、と言って他に行かせる。そうすると交通費がかかるので、交通費も
学校区のほうで保証しなさいというようなことを決めている部分である。そうしないと、転校し
てもいいと言われてもそこまで行くことができないと問題なのである。
特徴の三つ目は、資金の使途の柔軟性である。連邦政府は資金を出すわけである。柔軟性とは、
幾つかの補助金プログラムがあるが、州や学校区が柔軟に活用しながらやっていくことを認める
ものである。補助金利用の柔軟性の図（図表 34 参照）をご覧いただくとお分かりのように大半
の州で、柔軟使用が認められている。
特徴の四つ目、読解力の最優先。読み書きができないと勉強も先に進めないということだと思
う。３年次終了までに読みができるようにする。そのための予算を多く投入しようということで
ある。これを Reading First といってそのための補助金が設けられている。この補助金は、連邦政
府から州政府に、そこから学校区などに競争的資金として、コンペのような形で出します。学校
区が応募してお金を取って、Reading First を進めていくということをしている。
３年次ということは、５歳から始まれば８歳。８歳から始まれば 11 歳。割と早い段階で読み
ができるようになっていくことが期待されていることが理解できる。SAT は読解と作文と数学
だが、まずは読みを優先するという方針がつくられている。
NCLB で特に議論になっているのは説明責任の部分と選択権の問題である。説明責任の部分で
AYP を満たしていないことになると罰則がくる。そうすると学校の自主的な判断ができないの
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ではないか、あるいは選択権が拡大すると悪い学校はもっと悪くなってしまう、ということにな
るわけである。
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この NCLB のフレームワークを図式化してみると（図表 36 参照）、連邦政府が州に対して補
助金を出すわけである。そして州政府は基準と AYP を設定する。そして学校区等に対して資金
を提供し、ちゃんとやったかどうかということを州政府に出していく。個々の学校に対して学校
区は学力の向上計画とか学校の監督指導を行い、学校から成果を出してもらうという形になる。
州政府は学校がそうした成果を達成した場合にはアワードを出す。表彰するわけである。一方
で児童には実際に学校が教育を提供するわけだが、学校の学力向上が十分でない状態になると、
親は転校を求めたり追加教育を求めたりすることができる。それに対しては学校区のほうから資
金が出されるという構図になっている。

低所得者児童への行政や NPO の支援
	
  前にも述べたが、低所得者層の割合を見る時に、低所得者の定義が必要である。Poor と Nearly
poor と Above low-income に分けると（図表 37 参照）、51％というのは Poor と Nearly poor を足し
たということで、Nearly poor の人たちは連邦政府の基準の 199％まで、要するに２倍までの額が
ある人。単身者だと１万 1000 ドルが Poor なので、１万 1000 ドルから２万 2000 ドルまでが Nearly
poor の人ということになる。その人たちの割合が 51％だったが、こちらの表は古い数字なので
45％になっている。
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  親の教育レベルと低所得者児童の関連性（図表 38 参照）では、親がフルタイムで働いたとし
ても、学歴が低いほど低所得になる確率が高い。また、それは 1986 年から 2006 年までの間に拡
大している。このことは、この 20 年間で教育が所得に与える影響がより大きくなったことを示
している。

連邦政府による児童支援策（図表 39 参照）では、初等中等教育の部分とか、Title１、Chapter
１と言われる部分とか、Head Start とか、Special Education があるのだが、上の二つについては、
先ほどお話しした ESEA と NCLB のところで基本的にカバーされている。最後のところ、Special
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Education は障碍児教育になる。
Head Start も 1960 年代のジョンソン政権の産物である（図表 40 から 44 参照）。ジョンソン政
権は民主党、その後にニクソン、フォードと共和党政権が続いた後、70 年代後半のカーター政
権が民主党、そして 84 年に共和党のレーガン政権になりした。その後、共和党のブッシュ、民
主党のクリントンと政権は変わったが、Head Start はジョンソン政権が始めたことだが、超党派
で進めてきた。その後、Head Start だけでは不十分で、内容的に 1995 年から Early Head Start の
プログラムが始まっているので、1960 年代ぐらいは、まだ小さい子供に教育をするという概念
自体が一般的になかったことがある。政策としては、３歳から５歳が Head Start だから、教育の
対象としては早い段階からのスタートとも言える。しかし、その後、3 歳未満から教育すべきと
の研究成果が出て、政策に反映された。政策上は、1993 年にクリントン政権が Head Start に関す
る検討委員会を設置、その結果が翌年発表され、新生児から 3 歳未満の幼児向けのプログラムも
実施することが求められた(参考資料：http://caheadstart.org/pdfs/history/HeadStartHistory.pdf)
これらは、Head Start と総称されているが、Head Start と Early Head Start と今は二つに区分さ
れている。何が違うのかというと、Early Head Start は０歳児から３歳児までで、Head Start は３
歳児から５歳児までが対象である。だから年齢によって分けている。
Head Start Early Learning Outcomes Framework のそれぞれが何を求めているのかということで
ある（図表 41 参照）。図表 41 の上の段に、「期待されている部分」として、APPROACHES TO
LEARNING / SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT / LANGUAGE AND LITERACY /
COGNITION / PERCEPTUAL MOTOR,AND PHYSICAL DEVELOPMENT とある。これは学習の成
果対象を意味していて、左側の上の INFANT

/

TODDLER DOMAINS が Early Head Start 、

PRESCHOOL DOMAINS が Head Start に当たる。
例えば、SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT では Early Head Start も Head Start も変
わらないのだが、３番目の LANGUAGE AND LITERACY になると、Early Head Start のほうは
Language and Communication で言語とコミュニケーションを問題にしていて、Head Start のほう
は Literacy だから、読める、識字ということになる。次の Cognition は認識するということ、Early
Head Start のほうは認識だけできればいいということになるのだが、Head Start のほうは
Mathematics Development なので数学的、算数的なことも多少わからなくてはいけないとか、
Scientific Reasoning、科学的な合理性を理解するということとあるように、若干目的は違ってき
ているということがある。内容的には Head Start も Early Head Start も、連邦政府が補助金を出し
て、NPO とかに対して補助金を提供して、低所得者とその親に対して、教育、食事、健康に関
するプログラムを提供するという性格のものである。ただ年齢によって到達目標が若干違ってく
る。
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この Head Start の実施状況は、Center Based と Home Based の二つのやり方がある（図表 42 参
照）。Center Based は施設に行って受ける。要するに託児所のようなところで Head Start を行う
ということである。一方で Home Based は指導員に家に来てもらうという仕組みになっている。
実施状況は、補助金を受給した団体のうち、Head Start のみの団体は全体の 42％。Early Head
Start だけは 13％、Head Start も Early Head Start も両方やっているのは 45％と最も多くなってい
る。
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児童と親を含めた参加者の数（図表 43 参照）は、2013 年は 107 万 6000 人。世帯数では 98 万
9000、このうち 4 万 5000 世帯は参加期間中にホームレス状態になった経験がある。家に住んで
いることができるかできないかという状況の人たちがいるわけである。また、ここに参加してい
る人たち 21 万 7000 世帯の親は、職業訓練などを受講しているということである。

図表 44 の「プログラムスタッフ」のところに何万人という形で出ているが、団体が雇用して
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いる専属の職員、実施している団体というのは NPO であったり民間の団体であるが、Head Start
自身はプログラムとしては政府が行った事業なので、NPO 等は受託する。その部分に関しては
政府の財源で行う。
Head Start だけを行う団体はあまり多くない。他にも子供に対するいろんな事業をやっていて、
その中の一つが Head Start なので、団体の予算は団体ごとに違ってくる。具体的にどこからどれ
だけお金が入ってきているのかということになると、日本でいうと内閣府などのサイトで会計報
告を見たらいいのと同じように、アメリカの場合は“990 書式”というのがあるので、それを見
ると、ある程度どんな割合でお金が入ってきているのかということがわかると思う。

	
 
Center Based のほうは、Advanced が 13％。BA が 58％。Associate が 25％。一番多いのは BA
である。要するに大学の学部の卒業資格を持っている人が 58％ということになる。Advanced は
大学院レベルということになる。
先ほど言ったように、100 万人ほどの利用者がいるわけだが、それに対して Head Start、Early
Head Start を実施している団体が採用している職員というのは 23 万人。１対４ぐらいの割合とい
うことである。ただ、これ以外にボランティアとしてかかわっている人たちもかなりいる。実際
にケアとか指導に当たるスタッフの多くはバイリンガル、バイカルチャーの人たちが多いという
ことである。
Head Start の予算だが、表にあるとおり、一貫して増加傾向にあるが、職員はどのぐらいの給
料をもらっているのだろうか。驚かれると思うが、非常に安い給料しかもらっていないのである。
生活費が高いカリフォルニアの統計でも、BA の人たちでも年収で３万ドル代だから、かなりき
つい生活だと思う。2013 年当時だから。
次に奨学金について示している。ここでは Pell Grant という奨学金制度の申請者と受給者の数
を追っているが、ここ数年非常に増えている。
リーマンショック後、景気が悪くなってきたことも影響していると思われる。学費などでかか
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った費用のうち、一定の上限まで政府が大学に支払うという制度なので、奨学金というお金を直
接学生に渡すわけではない（図表 16 参照）。
1972 年には学生が必要としているコストの 72％を Pell Grant はカバーしていたが、2008～2009
年では 32％しかカバーしないことになった。Pell Grant の持つ意味は重要ではあるのだが、それ
だけで学生生活が送れるというレベルからはだいぶ遠のいてきているという実態がわかる。
奨学金は政府以外のものも非常にたくさんある。よく知られたものに、大学生向けでは United
Negro College Fund がある。K-12 の段階では、Children's Scholarship Fund	
  がある。こうした民
間の奨学金は政府に比べれば額としては多くはないだが、United Negro College Fund は主に黒人
に出していて、1944 年にできたので 60 年間で 45 億ドル、40 万人の学生に提供してきた。要す
るに毎年１万人弱ぐらいの人たちに対して提供してきており、それなりに大きな役割をはたして
きた。
Children's Scholarship Fund のほうは 1998 年に設立された。それ以降 14 万 5000 人が受給して
いる。年間数千人の児童が受給していることになる。
その他いろいろな Scholarship 提供団体がある。
教育支援では、After School Program を取り上げた（図表 45 参照）。これは K-12 の児童対して、
授業時間以外に実施される補習やアクティビティなどの総称である。宿題の面倒を見てもらった
り、別のカリキュラムをやってもらうなど、いろいろな内容がある。
	
  カリフォルニアでは 2012 年の住民投票で ASES（After-School Education & Safety）Program に
補助金が提供されるようになりた。これによって After School Program についての資金が州政府
から出てくるメカニズムができたということがある。

Tutoring and Mentoring も同じように使われることがあるのだが、Tutor というと家庭教師と訳
されるように、教育に関することがメインで使われるのに対して、Mentoring のほうは、教育以
外にも用いられます。結果的には教育になるのでしょうけれども、学校教育というのではなく、
誰か、経験ある人のそばについて社会生活に関することなどについて教えてもらうというイメー
ジが強いのである。
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  児童に対してもマンツーマンで学生が小学生に教える形の Tutor とか Mentor を扱う団体が各
地にある。例えば Jump Start とか Be a Mentor という団体がある。そうしたプログラムを専門で
行うところもあれば、活動の中の一部としてやっているところもある。
NPO の教育に関しての直接的なサービスになると、Tutoring とか After School とか Head Start
を委託したり、あるいは奨学金を提供したり、ということがメインになってくると思う。ただ、
教育というのは教育だけで成り立っていない部分が当然ある。主に一人親家庭に対する Mentor
を提供している BBBS(Big Brothers and Bid Sisters)という NPO があるが、ここは 20 万から 30 万
人ものボランティアがいて、週に１回ぐらい Mentor が子供と遊んだり勉強を見たりするプログ
ラムを実施している。主に低所得者の子供が対象だが、NPO が提供したボランティアを通じて、
少しは生活に張りがでたり、勉強するようになるという効果がある。ただ、こうした団体は、教
育系には分類されないであろう。
教育に絞れば、After School とか奨学金などのプログラムをもっている NPO を紹介した。この
ほか、Foster Grandparents という連邦政府のプログラムがあるが、これはリタイアした高齢者が
子供の遊び相手になったりする、BBBS と同様なプログラムだ。これもかなりの人数の人たちが
関わっているが、直接学力支援をしているわけではなく、結果として学力的なものも上げていく
ことにつながっているということもある。
	
  政府、あるいはカウンティと NPO はどのような関係で仕事をするかというと、基本はコンペ
方式にして、行政のほうで受託希望者を募集し、審査を行い受託するというやり方だ。そういう
場合に内容、企画の斬新さ、あとはトラックレコードといって、どれだけ今までに似たような実
績があるかということもある。そういう意味では新規参入は難しく、日本でいうところの随契に
当たるようなものは基本的になくなってきている。
	
  どういう枠組みで NPO が補助金をもらい、補助金に対してどれだけのことをしたかという実
績での政府評価は、1980 年代ぐらいまでは量的な指標が多かった。例えば Head Start だったら毎
日何人の人が来ていたかという数字だ。これをアウトプットという言い方をしている。1990 年
代に入ってくるとアウトプットからアウトカムという言い方になった。アウトカムは何かという
と、どの辺までリテラシーを期待し、そこに到達した児童はどれだけいるのかといった成果指標、
質的指標が求められるようになった。
アメリカの NPO に受託した場合の、政府に対しての説明、あるいは、最近では政府だけでは
なくてドナーと言われる普通の寄付者、企業の寄付者に対してのアウトカムの提示が求められて
きている。
おわりに
貧困問題の背景には、教育と雇用の問題がある。すなわち、学校と仕事の問題がある。このよ
うな仮説にたって考えると、貧困問題の解決には、低所得家庭の子供に対する対策と親に対する
対策の両方を対象にしていかなければ上手くいかないのではないかということなのである。
政府としては行政責任として、SSI とか EITC などの現金給付を含めて、最低限の生活を保障
していくということは当然しなければならない。さらに、児童に対しては学校区や州の教育省が
教育を充実させ、親に対して連邦政府が提供する補助金を活用して TANF などを通じた職業支
援をしていく。
	
  一方で NPO は何をするのかというと、子供の学力支援として、Tutoring を行ったり After	
 
School を計画したり、あるいは NPO から WIA（Workforce Investment Act）事業による職業訓練
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プログラムを提供したりしている。
	
  行政機関からの学力支援としては Head Start があったり、あるいは奨学金を提供したりすると
いう形になる。低所得者児童への福祉や教育の支援策の大枠のイメージである（図表 46 参照）。
	
 

NPO と 行 政 の 連 携
でいうと、NPO は連邦
政府や州の行政機関、
あるいは学校区からの
お金で運営されている
という部分が非常に大
きいわけである。そう
いう形でのコラボレー
ション、教育格差是正
においても、協働とい
う仕組みを含め、対策
が成り立っている。
第一に、オークランドの教育委員会(学校区)の前委員長は、NPO もやっている。プラスアルフ
ァとして、学校を支援するためのお金を行政から出していく枠組みをつくる方法の一つとして、
もう 20 年ぐらい前だが、住民投票で Kids First Initiative というのをオークランドで通した。オー
クランドの予算の一定の割合を児童への教育資金に振り分け、その資金を用いて NPO が教育事
業を実施していくというような仕組みである。第二に、TFA（Teach For America）では学力支援
を行う NPO である。NPO はよくボランティアを使うわけだが、完全なボランティアではなく学
生を集めて、その学生に指導員、教員の補佐をさせていくという形をとっている。
	
  第三にチャータースクールという学校の仕組みがある。これは行政機関に申請を出して認可を
受けて、主として親と教員が従来のパブリックスクール、公立の学校のやり方と違う方法をとる
ために、行政からの資金を受けながら民間で運営していく仕組みだ。特徴としてはアートを重視
するとか、数学を重視するとか、特定の人種や民族に焦点を当て、黒人に対してとか先住民の教
育をするとか、様々な形がある。三つの高校を運営している NPO である Envision Education など
は、チャータースクールの運営会社といった様相がある。
チャータースクールは、ややもすると公立学校で出来のいい児童を引っ張ってきて成果を出し
ているのではないかと言われることがあるが、データ的に見るとチャータースクールに来ている
学生は他の公立学校に比べて、低所得者の児童が多いし、そこでいろいろな教育方法や資金の投
入の方法とかを工夫しながら成果を出している。家族の中で初めて大学に行く子どもを出せると
いう割合が高いことでも評価を受けている。要するに低所得者の親から生まれた子供が、また低
学歴で終わってしまうというサイクルをどのように変えていくか。今まで大学に行っていない親
から大学へ行く子供が出てくるというのが一つの目安として考えられるところがある。そういう
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指標を使いながら、教育の効果、低所得者を中心とした低学歴家庭からの低学歴の継続を断ち切
っていこうということに取り組んでいる学校である。
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