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4. 事例集 補足資料 

 秋田市 

① 「秋田市子どもの未来応援計画～子どもの貧困対策～」策定について 

＜「秋田市子どもの未来応援計画」について＞ 

û 「秋田市子どもの未来応援計画」には４つの施策が掲げられており、それぞれ代表的な取組 2

事業に対して目標値が設定されている。目標指標は、事業担当者と確認しながら新たに設定

したものも一部あるが、ほとんどが「秋田市子ども・子育て未来プラン（秋田市次世代育成支

援行動計画後期計画）」と整合している。 

û 計画推進の司令塔である子ども総務課は、庁内連絡会を実施し、実態調査の結果や、各事

業の進捗状況の共有を行っている。 

û 代表的な２事業の選定にあたっては、所管課が偏らないよう子ども総務課で調整するとともに、

庁内の連絡会で意識を統一・決定した。 

û 各目標値の達成年は、計画の中間年である平成 31 年度としている。平成 28～30 年度は、

年度ごとに実績値を取りまとめ、庁内連絡会で取り上げて、進捗状況として参加者全員に共

有している。これとは別に、担当課内で年度ごとの目標値を定めている。 

 

② 子どもの貧困対策推進のための推進体制 

＜「子どもの貧困対策庁内連絡会（以下庁内連絡会）」について＞ 

û 庁内連絡会は年間２～３回開催されており、開催時期は年度当初、予算要求確定後の 10 月、

年度末である。計画を策定した年は、３回以上連絡会を開催した。 

û 予算要求確定後に連絡会を開催しているのは、各部署が次年度にどのような事業を実施す

るのかをお互いに共有するためである。また、年度当初の庁内連絡会では新規事業の検討

状況を聞き、各課が次年度に実施する事業を夏までにすり合わせている。 

û 予算要求時及び夏に開催される行政経営会議では、個々の課が単独で予算の拡充や新規

事業を提案しても通りにくいが、庁内連絡会の合意事項であると説明することで説得力が増し、

予算を確保しやすくなった。 

û 庁内連絡会における子ども総務課の役割は、事務局として各課の取組状況の報告を受ける

ことである。目標・指標を公表していることから、こども総務課において各課の進捗を把握し、

全庁をあげて推進する必要があると考えている。 

û 庁内連絡会議には、次長、課長クラスが出席している。 

 

＜庁内外連携について＞ 

û 現在は庁外の関係機関を交えた会議は設けていないが、平成 30 年度からネットワーク会議

を設けることが検討されている。具体的には、校長会、児童養護施設の職員、民生委員、

NPO 法人、ひとり親家庭支援を実施しているセンター等が構成員となる予定である。支援対
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象者との距離が近い庁外の団体から意見を得ることで、行政では気づくことができない支援

ニーズを拾い上げ、施策の方向性に反映させることが期待されている。 

û ネットワーク会議の事務局は子ども総務課が務め、庁内からは教育委員会、福祉関係の部局

から１人程度召集する予定である。 

û 子どもの貧困に関する相談がいずれかの相談窓口に寄せられた場合、相談内容に基づき、

相談対応者が最適と思われる課に直接つないでおり、子ども総務課がその情報を逐一把握、

管理しているわけではない。 

û 現状では各課同士で情報を共有している状況であり、足立区のようなつなぐシートや関係機

関で情報を共有するシステムはまだない。 

 

③ 注目すべき事業：秋田市協働サポート交付金「あきたまご」の活用 

＜あきたまご 事業の概要、採択基準、具体的な選定方法＞ 

û あきたまご（秋田市協働サポート交付金）は平成 28 年度から開始した事業であり、秋田市の

行財政改革の１つである新しい公共の推進の一環として導入された。新しい公共の取組は、

市民活動団体等と市が協働で取り組む事業について市民等から提案を募集し、優れた提案

を採択・実行するものである。特定のテーマを設けて募集をしたわけではないが、平成 28 年

度は、初年度ということもあり、採択団体の枠が１つしかなく、５事業者からの応募があった中

で一般社団法人フードバンクあきた（以下、フードバンクあきた）が採択された。 

û 平成 29 年度のあきたまごの募集においては、従来の自由提案部門に加え、子どもの貧困対

策強化のために課題解決提案部門として「子どもの居場所作り」を新設したところ、６事業の

応募があり、４事業が採択された。 

û 平成 30 年度は、自由提案部門のみに戻す予定である。 

û 秋田県にも同じような市民協働を促進するための「県民協働プロジェクト支援事業」があるが、

三者間の連携（行政、NPO 法人等の市民団体、企業等）を要件としており、新たに事業に取

り組もうとする団体にとってはややハードルが高い場合も想定される。そのため、あきたまごの

要件は二者間の協働（NPO 法人等の市民団体＋行政）を要件としている。 

û 対象団体は、秋田市内に事務所を有しているか、秋田市を主な活動場所としている団体であ

る。 

û 市民活動団体等の構成員の人件費は交付金の交付対象とならないが、有償ボランティアの

人件費は交付対象となる。 

û 審査は公開のプレゼンテーションにより行われ、学識経験者（大学教授）、NPO 法人の中間

支援組織、インキュベーションマネージャーとして秋田市に在籍している地元金融機関 OB の

職員が審査員を務めた。審査会には、提案内容に関係する部局（子どもの居場所づくりでい

えば子ども総務課）も参加した。 

û 採択された事業は、最大３ヵ年まで継続することが可能である。交付額は、１年目は上限 100
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万円、２年目は交付対象経費の最大５分の４（最大 80 万円ではなく、２年目で初年度より事業

を拡大すればその拡大した費用の５分の４で計算する。最大 100 万円）、３年目は交付対象

経費の最大２分の１に抑えている。交付金終了後も良い事業は継続して実施していくことを促

す考え方に基づいている。 

û 継続の可否は審査会において検討しており、事業者に対しては、効果的な実施方法につい

てアドバイスをしている。 

 

審査委員会でのアドバイスの例 

² 事業の対象者を明確にすること、対象者の参加及び利用促進のため、情報提供や事

業の実施手法について改善を図ること 
² 対象者の参加及び利用の状況、満足度を把握し事業の効果測定を綿密に行うこと 
² 交付金終了後も事業を継続できるよう、収支計画を見直し、費用対効果を勘案しつつ

経費削減のための工夫に努めること 
（出典）秋田市「あきたまご審査員講評」より 

 

＜採択団体の活動を支えるための市の工夫＞ 

û あきたまごは市民活動団体等と市の協定に基づき実施されている。採択団体の活動を支える

ための工夫として、協定書には連携先となる庁内関係部局が明記されている。初年度に採択

された「小歩むすび」においては、事業のコーディネーターとして中央市民サービスセンター、

関係部局として子ども未来部子ども総務課、教育委員会学事課が挙げられており、それぞれ

の課の役割が明記されている。 

 

秋田市の役割 

部局名 内容 

市民生活部 
中央市民サービスセンター 

û 協働の観点から、庁内の関係部局間とのコーディネート

を行う。 
û 各市民サービスセンターに食品回収ボックスを設置する

場所を提供するなど、フードドライブの実施に協力す

る。 
û 交付金終了後も活動が継続するよう、協賛企業のマッ

チングを行ったり、別団体の子ども向けの催しとのタイア

ップを調整する。 
教育委員会事務局  
学事課 

û 就学援助支給家庭へのチラシ等の配布による周知。 

子ども未来部 
子ども総務課 

û 児童扶養手当支給対象家庭や、母子生活支援施設入

所者等への周知。 
û 子どもの貧困対策に関する総合的な情報提供・助言。 

（出典）秋田市「平成２９年度秋田市協働サポート交付金事業の実施にかかる仕様書」 

  



 

207 
 

＜フードバンクあきたについて＞ 

û フードバンクあきたは 2015 年から活動している団体である。主な活動内容は、①印字ミスや箱

の破損等で販売できない食品を企業から寄贈してもらい、食料支援が必要な家庭や子ども食

堂を実施している団体に食品を提供する事業、②個人から不要になった中学校・高等学校の

制服を回収し、必要な家庭へ提供（制服リユース活動）する事業である。 

û フードバンクの運営経費は、独立行政法人福祉医療機構の助成金が活用されている。 

û あきたまごに応募する以前から、生活困窮者自立支援事業の関係で庁内の事例研究会に出

席するなど、福祉総務課とつながりがあった。 

 

＜平成 28 年度採択事業 小歩むすび 取組の内容 「みんな de ごはん」＞ 

※フードバンクあきたが提案した「小歩むすび」は、貧困家庭に限らず、孤食している大人や子ど

もが一緒に食事する場を提供する「みんな de ごはん」と「制服リユース」の２本柱で構成されている

事業である。 

û フードバンクあきたがあきたまごの取組として実施している「みんな de ごはん」は、食事の場の

提供を通じ、参加者それぞれが抱えている問題を早期発見し、寄り添いながら支援につなげ

ることを目的に、開設された食堂である。 

û 「みんな de ごはん」を提案した理由は、子どもと大人に対して居場所と食事を提供することに

より、大人が子どもに直接会える機会を創出することで、子どもの様子を直接確認できるため

である。さらに、フードバンクの活動との相乗効果により、子どもの貧困対策に関する支援を効

果的に実施できると考えた。食に困っているということは、その原因が存在し、１つの「困りごと」

をきっかけにその背景にある多くの問題が明らかになる。食事の提供は、支援を必要とする家

庭を発見し、支援につなぐための有用な活動だと考えてられている。 

û 家計が苦しい家庭では、出費を削減する際にはまずは食費が削減の対象となるため、子ども

にブランドものを持たせているような場合でも家計はかなり逼迫している事例がある。 

û フードバンクあきたが「みんな de ごはん」を開始したのは、あきたまごに採択されてからである。

初回の開催は平成 28 年夏頃で、食材はフードバンクが拠出し、足りない肉や野菜は秋田市

の交付金を活用して購入した。交付金の交付を受けたことにより、「みんな de ごはん」の活動

に参加するボランティアへ謝金を支払うことが可能となった。過去のフードバンクの活動にお

いても、謝金の支払ができないことが原因でボランティアの意欲が次第に低下してしまい、活

動の継続が難しくなる事例があったため、交付金による効果の一つと捉えられている。また、

謝金を支払うことにより、主催者としてもボランティアに遠慮なく頼むことが可能となっている。 

û 「みんな de ごはん」は、市庁舎の３階の調理室とその周辺の和室を借りて、月に１度土曜の 12

時から 14 時に開催されている。１回あたりボランティアも含めて 30 人程度が参加しており、そ

のうち子どもは 15 名程度である。 

û 活動方針として、みんなで食卓を囲むことにしている。メディア等の報道により、子ども食堂＝

貧困家庭の子どもが食事をする場所というイメージが先行してしまっているため、子ども食堂と
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いう名称は採用されなかった。 

û 実態としても、利用者のうち、貧困家庭の子どもではないかとフードバンクあきたの担当者が

感じる子どもの割合はかなり低い。 

 

＜平成 28 年度採択事業 小歩むすび 取組の内容 「制服リユース」＞ 

û 制服のリユースは、不要になった中学校・高等学校の制服をフードバンクあきたが無償で譲り

受け、必要としている世帯へ譲渡する仕組みである。あきたまごに採択される以前から、フー

ドバンクあきたが同様の取組を独自に実施していたが、従来は提供者がクリーニング代の実

費を負担していた。秋田市の交付金の交付を受けることにより、団体がクリーニング代を負担

することとなり、提供者にとってのハードルが下がりさらに広く支援を集めることが可能となった。 

û 昔は近所の人同士で制服の譲渡が行われていたが、近年はこのような付き合いが減ってきて

おり、生活に困っている人が助けを求める声を発信しにくい状況にある。このような中、近隣住

民同士の相互扶助に代わるものとして、フードバンクの存在があってよかったという声が多い。 

 

＜取組の成果＞ 

û 「みんな de ごはん」に参加してもらうことで、親、子どもの様子を直接見ることができるため、集

まった親、子どもの様子から「困っていそうな」家庭を発見することができる。「困っていそうな」

家庭がいた場合は、フードバンクの食料支援や市の公的支援につないでいる。 

û 実際に、「みんな de ごはん」に参加した家庭をフードバンクの食料支援につないだことがある。 

＜支援例＞ 

参加した４歳の子どもは男性の担当者に妙に懐くため、参加していた母親にそれとなく話し

をしたところ、現在子どもの父親と別居中で離婚を考えているという状態だった。家計の逼

迫について話題に上がったので、実はフードバンクを運営している団体であると伝え、食品

提供を持ちかけたところ食料支援につながった。 

û もともと、フードバンクあきたの代表理事は PTA の活動に参加しており、様々な保護者と関わ

る中で、秋田市内にも困っている家庭がいることに気付き、フードバンクの活動を開始した。

PTA での活動を活かし、「食品提供をする側もされる側も対等」「話を聞くときは上からアドバイ

スをするのではなく、自身の子育て経験を交えながら話をする」等に気をつけながら支援につ

ないでいる。 

û 困っている家庭に「みんな de ごはん」に来てもらいたいと思う一方で、困窮家庭だけを一本釣

りのように発見することなどできないため、活動を通じ、実際に子どもに会える機会を有効活用

している。 

û また、必要に応じて、市の生活困窮者向けの相談窓口のパンフレットを渡し、公的支援を紹

介したり、他の NPO 法人等が実施している無料の学習塾を紹介したりしている。 

û フードバンクあきたによる１、２回の食支援だけでは対応できない世帯だとフードバンクあきた

担当者が判断した場合、市の相談窓口へ世帯の生活状況を報告するケースもある。 
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＜情報提供の流れ＞ 

① まず本人（相談希望者）に市の支援内容等をフードバンクあきたの担当者が説明し、

個人情報の提供に関する同意を得る。 

② フードバンクあきたの担当者が、秋田市の福祉保健部福祉総務課生活支援担当が

設置している生活困窮者向けの相談窓口に、世帯の生活状況を伝え、情報を受け

取った市の担当者とフードバンクあきたの担当者との間で必要と思われる支援等に

ついて情報共有を行う。 

③ 本人（相談希望者）が生活困窮者向けの相談窓口へ電話をし、相談につながる。電

話で相談の予約をし、実際に窓口に来訪して、相談内容に基づき支援計画を立て

る、という流れとなる。 

û 現状、個人情報の同意は口頭での確認に留まっており、今後は、より適正に対応するため書

面で確認する方向で検討していこうと考えている。 

û 制服リユースの事業でも、保護者に対し、支援者としてではなく、子育てをしている親という立

場でそれとなく家庭の状況を聞いている。「困っていそうな」家庭には、NPO 法人等が実施し

ている無料の学習塾を紹介する等、市の公的支援以外の情報も提供している。 

 

＜今後に向けての課題＞ 

û 平成 29 年度は、子どもの貧困対策に力を入れたいと子ども総務課から相談があり、課題解決

提案部門として「子どもの居場所作り」をテーマとし、従来の自由提案部門と２部門制をとった。

６事業の応募があり、採択事業は４事業（課題解決提案部門２事業、自由提案部門２事業）で

ある。（平成 30 年度は自由提案部門のみに戻す予定） 

û 「小歩むすび」については、交付金活用の期間が終わってもフードバンクあきただけで活動で

きるよう、事業継続に向けてアドバイスしている。 

û 「小歩むすび」を PR しながら、今後も秋田市内に子どもの居場所となるような支援拠点を増や

していきたいと考えている。 

以上 
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 足立区 

① 子どもの貧困対策担当課と庁内外連携について 

û 足立区では、子どもの貧困対策を推進する上で、「救貧」、「防貧」の観点から、子どもの貧困

対策に関する関係部署や子どもの貧困対策担当課で特別に新規事業を企画するのではなく、

区のこれまでの施策の中に「子どもの貧困対策」という考え方を関係部署や実施事業の目的

に埋め込むということを意識している。 

û 実施計画の内容には含めていないが、子どもの貧困対策担当課としては行政の担当者の意

識改革が一番の鍵になると考えている。「子どもの貧困対策」と銘打つと、教育部門や福祉部

門の管轄で、それ以外の部署は関係ないと考えてしまう職員もいる。例え教育や福祉が主管

する事業でなくとも、対象や要件を少し工夫するだけで子どもの貧困対策に繋げることができ

るのだという意識を持って、自分ごととして捉えてほしいとの考えから、職員の意識向上に努

めている。 

û 例えば、産業経済部が工業振興を目的に毎年子ども向けに開催しているものづくり体験の場

においても、通常は対象者に制限を設けていないこともあり、抽選になるほど盛況である。そこ

で、生活困難家庭の子どもには様々な社会的体験が不足しがちである等、「子どもの健康・

生活実態調査」の結果を用いて説明することで、ひとり親家庭の子どもや児童養護施設に入

所している子どもを対象とする回を特別に設けてもらえることとなった。表向きには通常回と同

じではあるが、少し工夫するだけで、貧困対策の推進になり得るよい例である。 

û 他の例としては、キャッチボール大会を実施する際に、母子家庭の子どもはどうしても大人の

男性との接触機会が少ないため、区の担当者から学校へ連絡し、大会の開催を宣伝するよう

お願いしている。 

û 入庁の際の説明会や人事異動の際の研修に同席し「子どもの健康・生活実態調査」の結果

を示しながら、子どもの貧困対策の必要性を伝えてきた。その結果、福祉部門や教育部門以

外の部署でも、少しずつ子どもの貧困対策について何かできるのではという考え方が浸透し

てきた。 

û 担当部署が少し工夫するだけで、子どもの貧困対策に関する様々な取組が可能となる。予算

を投入するだけでは、子どもの貧困対策を推進するには不十分である。 

 

＜庁内の体制構築・計画策定について＞ 

û 庁内の各部署との連携が不可欠なため、足立区全体に関わる施策の立案や経営改革を担

当する政策経営部に、子どもの貧困対策担当部を設置した。 

û 政策経営部の所属としたことにより、全庁的な計画策定を主管する部署ということで、庁内の

とりまとめがしやすくなった。 

û 「貧困」という単語は確かにキーワードとしては分かりやすいが、当事者にとってスティグマとな

り、各種支援の利用に障壁を感じさせるだけでなく、行政の担当者にとっても「貧困」という言
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葉が一人歩きしてしまうことが懸念されている。 

û 平成 26 年に子どもの貧困対策担当部が設置され、まずは、庁内の既存の事業の中から子ど

もの貧困対策につながりそうな事業を洗い出すことから取り掛かった。現行の「未来へつなぐ

あだちプロジェクト（子どもの貧困対策実施計画）」で設定されているような柱立ては当初はな

く、各事業をどう体系立てて取りまとめるのか検討する中で、ライフステージ（乳幼児期、就学

前、小・中学校、高校・大学、就労、子育て）で見るのが分かりやすいということで決まった。 

û 施策体系を検討する上で、「貧困対策として事業を行っている訳ではない」という意見

が庁内の部署から挙がった。しかし、予防対策には様々な事業が役に立つため、各事

業の主目的を否定せず、子どもの貧困対策「にも」なるという説明を行うことで理解

を得てきた。その結果、全庁体制で子どもの貧困対策を行うに至っている。「未来につ

なぐあだちプロジェクト年次別アクションプラン（５ヵ年計画）」の中でも、「本来の

目的」と「子どもの貧困対策に資する役割」に分けて記載している。 
û 計画策定のため、対策本部の下に作業部会を設置。また、新たに学識者を入れた検討会議

(全体会)、検討部会を設置した。まず対策本部で大きな方針を示し、各部の課長クラスで構

成される作業部会で提起された問題について検討し、それを学識者まで含めたそれぞれの

検討部会で更に深く検討し、全体会を経て実施計画案にまとめている。 

û 検討会議には学識者の方々にも参加いただいているが、通常の会議のような「行政からの諮

問」「学識者からの答申」という形式にはせず、起案の段階から関わって頂いており、行政側

からも部長級の職員を参加させている。 

û 学識経験者には自由に議論をしてもらいたかったため、別組織（＝検討会議）とし、最終的な

意思決定は対策本部で行っている。 

û 作業部会を「健康・生活」と「教育・学び」の二つとしたのは、ライフステージを意

識した分類である。学齢期・高校までを「教育・学び」とし、就学前と、就労後等若

者の部分を「健康・生活」としている。はっきりと二分されるわけではないが、ある

程度の区切りがないと話が広がりすぎるため、このような分類としている。「未来へつ

なぐあだちプロジェクト」の p.61、62 のライフステージ別の事業がこれに対応する。 

û 基礎自治体は住民を相手にしており、目的ごと（教育・福祉・医療等）ではなく生活

に関連した切り口のほうが理解してもらいやすいだろうとの考えで、ライフステージ

による分類を行っている。いくつかの都道府県のものを参考にした。議論のなかでは、

「救う」「予防する」「連鎖を断ち切る」という目的別にするという案もあったが、学

識経験者の意見や本部内での検討により、ライフステージの流れに沿った形となった。 

 

＜目標値の設定について＞ 

û 「貧困」の大きな問題は、その連鎖や再生産にあると考えており、その解決には 1～2世代、30

年～70 年かかり、施策と成果を短期的に測定するには無理があると考えている。そのため、

子どもの貧困に関するとして設定した 24 の指標については、実績値の変化は継続して追うも
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のの、目標としては増減のみの設定に留めている。一方で数字として施策の効果を見せられ

るような工夫もしており、実施計画の各事業には、活動指標を目標数字として設定している。

今後、中期目標として成果指標を導入することも検討しているが、その際は事業所管部署や

評価実施に要する労力を踏まえ、既存の調査から分かる数値を用いることを検討している。

一方で子どもの状況を把握するためには、基礎調査は必要と認識している。 

 

＜重点施策の選定について＞ 

û 重要施策の選定については、子どもの貧困対策本部の事務局において重要施策となり

得るものを選定し、所管部署に確認を行い、作業部会等でも検討を行った。最終的に

は子どもの貧困対策本部で決定を行った。 
û 重点施策の選定は予算の多寡ではなく、特に力点を置いて実施すべきものや実施状況

を注視すべきと考えられるものを選定している。 
û あくまで平成 27 年度の計画策定時点での重点事業であり、今後は必要に応じて変更

を行う。 
û 平成 31 年度に計画の見直しを予定しているが、それに先立ち評価方法を見直してい 

るところである。 
û 計画策定後に実施した「子どもの健康・生活実態調査」等を通じて、集中的に対策を

講じるべき部分が見えてきた。調査の結果が生きるように、計画も変更していく必要

がある。基礎調査は一度大々的に実施したら終わりではなく、現状を把握するために

都度必要だと感じている。 
û 就学援助と学力調査のデータを照合したところ、やはり生活保護受給世帯では学力調

査の結果が平均値と開きがあることが分かった。学力向上のための支援だけでなく、

家庭環境等も含め、どのような支援が必要かを考えていく必要があると考えている。 
 

＜「子どもの健康・生活実態調査」について＞ 

û 「子どもの健康・生活実態調査」の質問項目や、結果に基づいた生活困難世帯の認定基準

については子どもの貧困対策検討会議の学識者に意見をもらい、検討した。学識者も交えた

検討の中で「貧困という単語はなるべく使わないようにする」「物質的はく奪に関する基準を定

義に含める(生活必需品の非所有世帯（子どもの生活において必要と思われる物品や急な

出費に備えた５万円以上の貯金がないなど）)」「世帯収入の総額だけでなく、必要な支出の

支払ができているかについても定義の基準に含める(水道･ガスなどのライフライン等の支払

い困難経験世帯)」といったことを決定した。結果的に該当する世帯は 24.9％となった。 

û 「子どもの健康・生活実態調査」の結果は、全庁へ共有するだけでなく、NPO 法人等の外部の

支援団体の勉強会などにも結果を持参して参加している。また、区内で活動している NPO 法

人を集めて議論をしたこともある。 

û NPO 法人については、担当部署ごとに関わりを持っている団体もあるが、「足立区 NPO 活動支
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援センター」を通して区内の NPO 法人の活動を把握しており、連携の際には活用している。ま

た、支援団体を集めて勉強会を実施することで、団体間につながりができ、支援対象者に対

して相互に紹介ができるようになる。個別のケース（特定の支援者・家庭）について取り上げて、

団体に橋渡しをするわけではない。 

û 「子どもの健康・生活実態調査」の結果については、民生委員、青少年団体、スポーツ団体 

の方々などに声をかけて 500 人規模の報告会を行い、区民にも積極的に公表している。 

 

＜つなぐシートについて＞ 

û 「つなぐ」シートの利用の際は、相談者が庁内の各相談窓口で都度相談内容を説明しなくて

も済むよう、負担軽減の観点から、記入内容を他の関係機関と共有することについて、本人に

説明し、同意を得た上で、シートに書かれた個人情報を関係部署間で共有している。 

 

足立区「つなぐシート」 

 
（出典）足立区「つなぐシート」 

 

② 注目すべき事業：「居場所を兼ねた学習支援事業」について 

û 居場所を兼ねた学習支援事業は「生活困窮世帯の子どもの学習支援（生活困窮者自立

支援制度）」を活用して実施している。対象者は、原則として就学援助対象世帯、生活
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保護受給世帯、ひとり親世帯としている。 

û 区で行っている「子どもの居場所づくり」については、原則活動場所等を公開してい

るが、本事業については開催場所を公表しない等の配慮も行っている。 

û 利用者の内訳は重複も含めると、就学援助対象世帯が９割、生活保護受給世帯が３割、

ひとり親世帯が６割程度である。 

 

居場所を兼ねた学習支援事業の概要 

実施場所 

û 拠点施設 区内４箇所（北部、東部、中部、西部） 

û ブランチ（別室）２箇所（北部・東部の定員超過分と高校生の

学習支援の場として設置） 

対象者 

足立区在住の主に中学生 

※福祉事務所のケースワーカー、中学校を通じて区に申込み 

※徒歩、自転車、公共交通機関で通える方（公共交通機関を使う場

合には区から交通費を支給） 

※本事業を卒業した高校生は、登録した上で居場所として利用可能 

参加料・教材費 無料 

（出典）足立区ヒアリング資料より 

 

居場所を兼ねた学習支援事業 拠点ごとの実施状況 

 北部 
中部 

拠点 ブランチ 

開設日 平成 27 年８月 平成 28 年 10 月 平成 28 年８月 

定員 60 名 30 名 90 名 

登録人数 58 名 21 名 82 名 

実施日 週６日 月のみ 週６日（月曜を除く） 

時間 月・水・木・金 

15～20 時 

土・祝日 13～20 時 

日・長期休暇 10～20 時 

16～20 時 火・水・木・金 

15～21 時 

土・祝日 13～21 時 

日・長期休暇 10～21 時 

委託先 NPO 法人キッズドア NPO 法人カタリバ 

 

 東部 
西部 

拠点 ブランチ 

開設日 平成 28 年６月 平成 29 年 10 月 平成 29 年４月 

定員 40 名 30 名 60 名 

登録人数 39 名 12 名 53 名 

実施日 水・木・金・土 火のみ 週６日（火曜を除く） 

時間 水・木・金 16～20 時 

土・祝日 13～20 時 

日・長期休暇 11～20 時 

16 時～19 時半 月・水・木・金 

15～20 時 

土・祝日 13～20 時 

日・長期休暇 10～20 時 

委託先 NPO 法人キッズドア 

（出典）足立区ヒアリング資料より 
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û 参加者の募集については、学校経由で行うことが多く、養護教諭から対象となりそう

な生徒に保健室で事業の紹介をしたり、個人面談で保護者に紹介をしたりと、学校に

よって様々である。（※原則、チラシ等の配布物を利用しない方針だが、学校からの要

望により、表現に十分に配慮した印刷物を配布することもある。） 

û 受託事業者については、事業開始当初は、随意契約だったが、最近は委託候補となる

事業者も増えてきたので、平成 29 年度に事業開始となった西部からプロポーザル方式

で選定している。委託事業者には、学習支援だけでなく、「安心して過ごせる居場所を

提供し、様々な体験活動すること」、「学校の授業の補講的な意味での学習だけでなく、

体験も含めた学習指導ができること」、「地域とのつながりをもとに他団体と協働しな

がら事業を実施すること」を求めている。 

û 実際に居場所を兼ねた学習支援に参加する子どもには、受託事業者が軽食を提供して

いるが、日によって子ども食堂と共同でその日の夕飯を一緒に調理している。また、

カードゲーム、将棋、卓球等のレクリエーションを通じてコミュニケーション能力を

高めている。将棋・卓球以外にも、野外活動や、ロータリークラブ・ライオンズクラ

ブ等と連携してイベントにも参加している。 

û その他、子どもへの支援団体と協働で、居場所を兼ねた学習支援に参加する子どもに

対し、音楽鑑賞、美術館訪問、映画鑑賞等の文化的な活動にも、参加するよう促して

いる。 

û また、町内会の協力を得て、参加する子どもが地域のお祭りの準備から当日まで参加

できるよう働きかけている。 

û 事業開始当初、事業を推進するために連携したいと伝え、担当者が学校に出向いて根

気強く説明を行ったことで協力を得られるようになった。 

û 足立区内の校長会でも事業について説明することで、学校側の理解を得るよう心がけ

ている。事業も開始から３年が経過し、本事業に対する認知度が向上した。 

û 学校以外に、生活保護のケースワーカーから生活保護受給世帯のうち、子どものいる

世帯に対し、事業を周知し、利用につなげている（なお、ケースワーカーのほぼ全員

が事業の視察を終えている）。 

û 体験活動として様々な体験ができた方が良いので、担当する NPO 法人がなるべく様々

な団体と連携できるように、くらしとしごとの相談センターも調整役を担っている。 

û 保護者が事業へ不信感・拒否感を持っている場合、スクールソーシャルワーカーから

事業について説明することがある。 

 

＜取組の工夫＞ 

û 開催場所は原則公表していない。その居場所に集まる子どもたちが貧困家庭であると

周囲に特定されるのを防ぎ、スティグマの問題を排除するためである。 

û 事業を周知するチラシ等にも「貧困」や「生活困窮」等のワードも使用しない。「保護
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者が仕事で帰りが遅い」、「兄弟姉妹がいて家で勉強できない」、「塾に通わせるのはち

ょっと・・・」という対象家庭の保護者に響くフレーズを代わりに使用している。 

û 現時点では、事業の要件に合致しない（無料での学習支援を必要としない）子どもが

集まってしまった等の問題は発生していない。 

û くらしとしごとの相談センターと委託事業者で学習支援を利用している子どもの様子

を報告書にまとめている。作成した報告書は子どもが通っている学校へ共有し、くら

しとしごとの相談センターと委託事業者が学校へ出向いて、学校へ学校以外での子ど

もの様子を共有している。（事業利用時に関係機関と個人情報を共有する旨、承諾を得

ている） 

û 事業を所管しているくらしとしごとの相談センターでは、生活困窮者向けの相談窓口

を設置していることから、窓口に往訪した相談者のうち、子どものいる世帯だと分か

れば、事業を紹介している。相談窓口を設置している部局だからこそ、直接紹介でき

る。 

û 民生・児童委員から地域に該当する子どもがいる場合は、学習支援を紹介している。

民生・児童委員に対しては、くらしとしごとの相談センターから事業の概要を説明し

ている。 

 

＜成果＞ 

û 参加者アンケートによると、夢や希望を持っていると回答した児童の割合が、学習支

援に１年間通った子どもよりも２年通った子どものほうが 13％高く、本事業が自己肯

定感の醸成につながった。 
 

（参考）事業の実施状況 

①平成 27 年度の実績（北部地域）                                            （人） 

登録 

人数 
定員 

登録 生活 

保護 

ひとり

親 

就学 

支援 人数 中１ 中２ 中３ その他 

北部 60 58 12 19 26 
小学生

１ 
20 36 56 

→進学決定率：100％（中学 3 年生の進学先：全日制高校 19 名、定時制高校等７名） 
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②平成 28 年度の実績（平成 29 年３月 31 日現在）                          （人） 

登録 

人数 

定

員 

登録 生活 

保護 

ひとり

親 

就学 

支援 人数 中１ 中２ 中３ その他 

北部 60 60 4 24 31 小学生１ 17 36 56 
北 ブ ラ ン

チ 
10 9 １ ２ ２ 高校生等

４ 
０ 4 ８ 

東部 40 40 11 12 17 ０ 16 21 33 

中部 90 67 35 19 13 ０ 18 44 58 

合計 200 176 51 57 63 5 51 105 155 

→進学決定率：98.4％（中学 3 年生の進学先：全日制高校 46 名、定時制高校等 16 名、未

定 1 名） 

（出典）足立区ヒアリング資料より 

 

（参考）協力団体（足立区公式ウェブサイトより） 

居場所を兼ねた学習支援事業は、特定非営利活動法人キッズドアと認定特定非営利活動

法人カタリバに委託をして実施しています。また、居場所では、次の NPO 法人及び団体等

にさまざまな協力をいただいています。 

団体名 内容 

セカンドハーベスト・ジャパ

ン 

週に一度、たくさんのお菓子を居場所に届けていただいて

います。 

 

おてらおやつクラブ 

お寺にお供えされるさまざまな「おそなえもの」を、仏さ

まからの「おさがり」としていただき、居場所にも「おす

そわけ」をいただいています。 

ライオンズクラブ国際協会

FWT 

毎週土曜日などに居場所を訪れ、中学生のためにあたたか

い食事を作っていただいています。 

学校法人三幸学園 実施場所として、区内にある学校法人三幸学園の施設を提

供していただいています。 

東京中央ロータリー・クラブ 居場所に参加する中学生に向けた、さまざまな体験活動を

企画していただいています。 

日本ケロッグ合同会社 シリアル食品のブランド「ケロッグ」を日本国内で展開す

る日本ケロッグ合同会社の朝食提供支援プログラムの一

環として、居場所に参加する中学生のためにシリアルを無

償でいただいています。 

社会福祉法人聖風会 実施場所として、区内にある社会福祉法人聖風会の施設を

提供していただいています。 

足立活き活き会 中学生のために家庭的でなつかしい「お袋の味」を作って

いただいています。 
（出典）足立区公式ウェブサイト「居場所を兼ねた学習支援」（https://www.city.adachi.tokyo.jp/seikats

u-shien/ibasho.html） 
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（参考）足立区平成２８年度子どもの貧困対策主要事業 実績と評価（個別表）より 

 
（出典）足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 年次別アクションプラン（５ヵ年計画）平成 28 年度子どもの貧困対策

主要事業 実績及び評価結果一覧（平成 29 年 10 月）」 

 

＜今後に向けて＞ 

û 「子どもの健康・生活実態調査」の結果や学識者からの意見により、子どもの頃の様々

な体験の機会が少ないこと（社会資本・文化資本の欠如）も問題視している。そこで、

区内の大学に協力を仰ぎ「大学遠足」を実施した。児童養護施設の子どもを対象に、

子どもと協力大学の大学生が遠足として山梨県や近場の動物園へ出掛けるイベントだ。

参加した子どもからは、「初めて動物に触れた」、「初めて大学生と会った」、「（自分も）

大学に行きたい」という前向きな声が聞けた。今後も経験・体験が不足しがちな子ど

もをターゲットに実施したいと考えている。 

 

③ 個別の事業「スクールソーシャルワーカー活用事業」について 

û 足立区ではスクールソーシャルワーカーを区で採用し、15 名配置している。15 名のう

ち、３名は統括スクールソーシャルワーカーとして配置している。 

û 最近はスクールソーシャルワーカーを採用する自治体が増えてきており、需要の増加

のため、非常勤ではなかなか採用できなくなってきている。 

û 相談件数、各地区の状況に応じて「中学校１校と７～８校の小学校を受け持ち、その

全てを定期的に巡回するスクールソーシャルワーカー」と「中学校３校程度を中心に

巡回し、小学校については要望に応じて都度訪問するスクールソーシャルワーカー」

に役割分担・配置をしている。 
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スクールソーシャルワーカー事業 実施体制 

 

（出典）足立区ヒアリング資料より 

 

û スクールソーシャルワーカーは原則学校長から依頼を受けて活動することとしている。

しかし、学校長が支援すべき家庭を把握していないケースもあるので、教育委員会の

こども家庭支援課（児童相談所の所管課）と連携し、スクールソーシャルワーカーが、

要保護児童対策地域協議会に年に数回参加して、情報収集に努めている。 

û 情報管理については、スクールソーシャルワーカーは非常勤採用ではあるものの、守

秘義務も公務員の規定に準拠している。また、情報は教育相談課で保管し、必要に応

じて引き継いでいる。スクールカウンセラーも教育相談課の管轄なので、この二者間

の連携は課内で調整することが可能である。他の社会資源についてはケースに応じて

都度必要と考えられる相手（養護教員、病院等）と連携している。 

 

＜今後に向けて＞ 

û 学校で勉強そのものを教えることはできても、勉強に臨む姿勢や習慣、学習環境につ

いては、学校・教育部門だけではフォローできず、福祉の領域にも踏み込まないと対

応できないことから連携の必要性を感じている。 

û スクールソーシャルワーカー事業はまだ始まって間もないため、当面は数値目標を設

定するのは難しい。 

û 区内の 36 校を 12 名（統括スクールソーシャルワーカー３名を除く）のスクールソー

シャルワーカーで分担しているが、今後は 18 名として１名中学２校+学区内の小学校

を担当する体制が理想である。 
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④ 施策体系図について 

û 足立区においては、事業費のほかに、平均給料と人数から計算した人件費も計上して

いる。これまで行政評価に取り組んできた積み上げがあり、自治体によっては経験の

蓄積がなければ難しいかもしれない。例えばスクールソーシャルワーカーであれば、

事業費は変わらないが、人数が増えたことにより人件費が増えている。 

û 評価については、所管部署の負担を減らすべく行政評価に近づけようとしたが、24 の

指標には長期的なものが多く、目標値を決めることが難しかった。現在は、事業の目

標として、９つの施策ごとに成果指標の設定を検討している。全体を網羅するもので

はないが、施策単位で、５年～10 年先の中長期の目標を新たに設定したい。先月の全

庁会議で説明し、３月に各所管の担当者への説明会を行い、平成 30 年度の評価からは

この形で実施する予定である。 

û ５年毎の計画の見直しの際には施策体系の柱立ても時代に応じて変わる可能性があり、

有識者にも意見を伺った上で、区として算出できるもの、改善が図れるものを選定し

た。 

û 来年度に向けて、これまでの実績や調査結果等を踏まえ、重点事業の変更を検討して

いるところである。指標のための事業とは考えていないため、密接に関係している事

業であっても、従前の取組に沿って進めればよいと考えられる事業は必ずしも重点事

業として位置付けていない。特に力を入れていかなければならない事業を選定してい

る。 

û 成果指標は、施策の効果を捉えており算出可能なものを選定した。例えば読書量等、

現在は関連付ける事業がなくて見送った指標もある。これらについては、計画の見直

しに合わせて再度検討する。 

 

⑤ その他 

û 様々な要因が積み重なって貧困状態に陥っており、それは世代を超えて再生産されてしまう

ケースが多い。子どもの貧困対策には特効薬はなく、支援をするその子の状態を改善したと

しても、本当の意味での貧困対策にはならず、長期的な視野を持って取り組んでいかなけれ

ばならない分野だと考えている。そのため、一過性のブームで終わらせることなく、継続的に

取組を続けることが重要だと考えている。 

û 保護者が困ったときに相談相手がいるかどうかが、子どもの健康状態に影響しているというこ

とが「子どもの健康・生活実態調査」の結果から見えてきた。ひとり親家庭向けのサロン（サロ

ン豆の木）は既に設置しているが、子どもの年齢が高いと保護者間のつながりが弱くなるため、

中学校・高等学校等に通う子どもを持つ子育て世帯、また父子家庭も親同士のつながりが弱

い。両者にフォーカスしたサロンを開きたい。 

 以上  
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 横浜市 

① 実態調査について 

û 横浜市では実態調査を市民アンケート（横浜市子ども・若者のいる世帯の生活状況及

び就業に関する調査、子育て世帯の保護者を対象としたアンケート）、支援者ヒアリン

グ（区役所、学校関係者、委託事業の実施事業者、その他支援を実施している団体へ

のヒアリング）、対象者アンケート（生活保護、児童扶養手当受給世帯、寄り添い型学

習支援事業、児童養護施設の中学生・高校生）の３種類実施しているが、中でも市民

アンケート、対象者アンケート及び支援機関へのヒアリング結果や既存のデータを組

み合わせることによって、より横浜市の実態を具体的に把握・イメージすることがで

きた。 

û 例えば、子どもの貧困率については、国の値は 16.3％、横浜市の値（国の貧困線を下

回る所得で生活する 18 歳未満の子どもの割合）は 7.7％（人数でいえば４万４千人）

である。一方で、生活保護を受給する世帯に属する 18 歳未満の子どもの数は、約１万

人であった。それに加えて、支援機関へのヒアリングの結果、支援につながっていな

いと感じる家庭が多いことが明らかとなった。つまり、各調査や既存データを組み合

わせた結果、横浜市には、行政の支援対象でありながら支援につながっていない差し

迫った状況の家庭が存在する可能性があることを認識した。 

û アンケート結果は、市ホームページで広く公表することと合わせ、必要に応じて、地

域で活動する団体の方、民生委員・児童委員、児童福祉施設の運営法人等と共有して

いる。困っている子どもがいることを感覚的に把握しているものの、アンケート結果

から、困っている子どもがいることを数値の上でも確認することができ、それぞれの

活動意義を再確認するきっかけとなった。 

û 物質的はく奪の状況についての把握方法は、庁内で候補となる調査項目を検討しなが

ら、横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会に参加している有識者から意見

をもらいつつ、最終的に横浜市で確定させた。確定した調査項目は「過去１年間に、

お金が足りなくて、必要とする食料が買えないことがあったか」、「過去 1 年間に子ど

もが病気やけがをしたときに病院を受診しないことがあったか」、「過去１年間にお金

が足りなくて、子どもが必要とする文具や教材が買えないことがあったか」の 3 点で

ある。これらについて特に庁内で意見が割れることはなかった。 

 

② 計画策定について 

û 計画策定にあたっては、支援が必要な子どもや・家庭に対する支援に携わっている専門機関、

学校、地域等の意見やアンケート調査で把握した子どもや家庭の意見を大切に、検討を進め

ることとした。子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会（有識者や支援団体が委員を務め

る会）は市の行う調査や計画案に対するご意見をいただくとともに、重点的に取り組むべき事
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業や、子どもの貧困対策を進めるために必要な視点に関するご意見、他都市の先進事例の

ご紹介をいただく場等として、開催した。具体的な施策の方向性や計画に掲載する事業・取

組については、庁内検討会で検討を行った。 

û 計画策定の検討を開始するにあたり、まずこども青少年局の企画調整課から教育委員会及び

健康福祉局企画部門に対し計画を策定することを相談し、どのような会議とするか、どのように

検討を進めるか議論を重ねた。各局の企画部門に予め相談することで、その局内の関係課を

より巻き込みやすくなった。 

û 庁内検討会には、実務のことも知りつつ、意思決定ができる最小単位である各課の課長級が

参加した。 

û また庁内検討会には、政策局にも参加してもらい、全庁の動きと連動させて計画を策定するよ

うにした。 

û 区からの参加者については、横浜市内 18 区の担当課が集まる課長会で相談し、どの区が計

画策定のために庁内検討会に参加するかを調整、決定した。 

û 計画策定のために議論するプロセスで、教育部局からは、教育の施策や事業は、「貧困」とい

うくくりで施策を体系化するには違和感がある、という意見が出た。庁内で検討した結果、教育

は、すべての子どもの豊かな育ちを支えるもので、将来のすべての子どもの貧困を防ぐもので

あり「子どもの貧困対策の基盤」であるという整理を行い、計画においても、他の取組の柱建て

とは分けて、施策の基盤に据えることで教育部局の施策も含めた体系化が可能となった。 

û 20 代前半までを計画の対象としている。横浜市では従来から青少年の自立に関する支援に

力を入れており、その支援実績から、20 代前半まで支援が必要だと感じていた。子どもという

と、18 歳又は 20 歳未満を想定しがちだが、大学卒業後、就職して２～３年が経過するなどに

より、一定の安定を得ることで、自立した状態となるため、そこまで支援をつなげていくことが必

要という考え方を反映している。児童養護施設等を 18 歳以降に退所した子どもへの支援は、

国の大綱においても対象と位置付けられている。また、有識者等からも、社会に出た後もしば

らくの間は若者を支える支援が必要であるとの意見をいただいた。 

 

③ 庁内外連携について 横浜市港北区の事例「子どもの貧困対策プロジェクト」 

＜プロジェクト開始の概要＞ 

û 「子どもの貧困対策に関する大綱」にも教育分野と福祉分野等の連携が言及されているように、

横浜市でも、学校と区役所、特に福祉部局との連携を推進すべく、平成 27 年度より「学校連

携担当職員」が配置された。港北区では、課長級職員と担当係長級職員の２名が、学校連携

担当職員として配置され、教育委員会とこども家庭支援課を兼務している。 

û 平成 27 年度に学校連携職員として担当者が着任したときに真っ先に感じたことは、教育委員

会も福祉部局も困難を抱える子どもの支援をすべく支援施策を推進しているにも関わらず、互

いの業務をあまり知らないという課題だった。そこで福祉部局（こども家庭支援課）より、教育委
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員会に連携を打診した。教育委員会としても、学校はあくまで学校にいる間の子どもの様子し

か分からず、家庭にまでは介入できないため、学校の中だけでは解決できない問題について

福祉部局との連携が重要であると感じていた。そこで「子どもの貧困対策プロジェクト」を立ち

上げ、それぞれの関係者が会議に参加し、連携を図ることとなった。 

û 現在、「子どもの貧困対策プロジェクト」として会議を年３回程度開催している。初回は平成 27

年の夏頃であり、お互いに連携が必要だと感じていたこともあり、立ち上げから会議開催まで

迅速に動くことができた。なお、別途担当者レベルでの打ち合わせを実施している。 

û 会議の参加者について、区からは、福祉保健センターのこども家庭支援課、生活支援課のそ

れぞれの課長、係長が出席している。横浜市教育委員会からは、北部学校教育事務所の所

長、指導主事、係長が出席している。また地域連携を推進する部局として、指導主事室も参

加している。事務局はこども家庭支援課と指導主事室が輪番で務めている。 

û 初回の会議は、まず福祉部局と教育委員会がそれぞれどのような支援・事業を実施している

か紹介することから始まった。特に、放課後学び場事業（地域未来塾）と生活困窮者向けの

学習支援等それぞれの部局で類似の活動も行っているため、どのように整理しながら実施す

るかが議論となった。 

 

＜学校での会議の開催＞ 

û 学校連携担当職員が、学校とこども家庭支援課の両者で今後の支援方針を話し合うべきだと

判断した場合、学校にて、個別のケースについて対応方針を相談するための会議を開催する

ことがある。開催にあたっては、まず学校連携担当職員又はスクールソーシャルワーカー（以

下「SSW」）からこども家庭支援課及び学校側に対し開催の打診をする。 

û 自治体の窓口での相談を学校へつなぐ際は、学校連携担当職員が、相談窓口で個人情報

の同意を取り、学校へ相談をつないでいる。 

û SSW は、個別ケースの対応について、教育委員会で開催している受理会議にかけ、関係機

関への個人情報の提供について、精査・判断している。会議には、学校からは担任教諭、（場

合によって）養護教諭、区からはこども家庭支援課、生活支援課、（場合によって）高齢・障害

支援課が参加している。児童相談所等が参加する場合もある。 

 

＜プロジェクトの成果＞ 

û 「子どもの貧困対策プロジェクト」として会議を開催したことで、虐待ではないが、学校で気にな

る子ども、このままだと困窮状態に陥りそうな子どもについて、学校連携担当職員が情報を受

け取り、連携することでお互いに対応できるようになった。具体例としては、居所不明の子ども

がいると学校側から情報が入った際に、庁内外問わずどのように連携すべきか分担することが

でき、結果、居所が判明した。 

û 日頃から顔を合わせ、お互いに実施している事業や担当業務を把握しているからこそ、いざと

いうときに迅速に対応することができた。（福祉部局より） 
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û 日頃から区と互いの業務内容について共有・意見交換することで、教育委員会として、緊急に

対応すべき事案が発生したときに区役所にお願いできることがはっきりしていた。いざというと

きも、教育委員会として対応すべきことが分かっていたため、今後も連携を深め、ベストプラク

ティスを現場の教諭にも広めていきたい。（教育部局より） 

û 会議を開催する中で課長級職と係長が参加することで、組織として意思決定できる役職と現

場レベルとがそれぞれ意見交換の機会を持つことができ、重層化して話を進めることができる

ようになった。 

û 児童福祉法改正に伴い、児童虐待の悪化が予見される場合に、関係機関への個人情報をつ

なぐことができるようになったことも、関係部局の連携を後押しすることとなった。 

 

＜プロジェクト実施における工夫点＞ 

û 教員の年齢によっても指導方針が異なるため、世代によっては、「学校での問題は学校で解

決すべき」と考えている場合がある。しかし、教員が区役所と連携したことで支援が可能になっ

た事例を校長会や専任会にて発表することで、区の支援施策や体制について、理解が促進

された。 

û 教育委員会としては、「子どもの貧困」を全面に打ち出す施策や会議体に参加するより、「困っ

ている家庭への支援」と打ち出した方が、学校や教員だけでは抱えきれない課題への対応を

検討する場というイメージを持つため出席しやすい。（教育部局より） 

û 部局横断で開催する会議だけでなく、それぞれの部局が開催する会議に出席（生活困窮者

向けの支援調整会議に教育委員会が出席、児童専任会議に福祉部局の担当者が参加）す

ることで、互いの事業に対しても理解が進んだ。 

û 子どもに関する相談があった場合、自治体の窓口への相談についてはこども家庭支援課、学

校であれば教育委員会に情報が集約される。両者を兼務している学校連携担当職員が配置

されていることで、どちらが対応した方がより子どものためになるかを判断でき、相談の前さば

きができるようになった。 

û 横浜市内の各区のすべてのこども家庭支援課に学校連携担当職員を配置しているが、虐待

や相談対応の職員に兼務をかけたのは港北区の判断であり、工夫である。給付担当等の別

業務の担当者ではなく、虐待に関する相談・支援を担当している職員に兼務をかけたことで、

相談内容を一括で管理できるため、福祉部局と教育部局の連携がより円滑に進んだ。 

 

＜その他＞ 

û 各種学習支援を福祉部局と教育委員会で実施しているが、放課後学び場事業（地域未来塾）

と生活困窮者向けの学習支援事業のどちらがその子どもに適しているかを教育相談員、教育

支援専門員、担当ケースワーカーなど関係者が協議し、振り分けている。 
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④ 注目すべき事業：「寄り添い型学習支援事業」及び「寄り添い型生活支援事業」について 

※横浜市では、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業として、「寄り添い型学習

支援事業」「寄り添い型生活支援事業」を実施している。 

＜寄り添い型学習支援事業 概要＞ 

û 寄り添い型学習支援事業（以下「学習支援事業」）は、市の事業として区ごとに NPO 法

人や社会福祉協議会等の支援機関に委託している。区が、３年または５年に一度プロ

ポーザル形式で委託事業者を選定している。 

û 生徒１～２名に対し１名のスタッフを配置。単に塾の代わりとしてではなく、居場所

を確保しながら、その子どもの置かれている状況を把握し、「寄り添う」支援を実現し

ている。 

û 対象者は、主に生活保護、生活困窮世帯の中学生、外国語を母語としているなど日本

語での学習に支援が必要な中学生、個別に学習支援が必要だと思われる場合等、幅広

く設定している。 

û 実際の事業利用者は、区によっては小学生が７名程度参加している場合もあるが、中

学生がメインとなり、開催時間が 18 時～20 時半と遅い時間である。また実施場所か

ら自宅等への送迎がないため、自力で実施場所まで通えることが条件である。 

û 事業の周知は、限定的に行っている。各区の相談窓口に往訪した対象と思われる子ど

もの親にチラシを渡している。また学校で支援を受けたほうがよいと考えられる家庭

に対しチラシを渡してもらう場合もある。 

 

＜寄り添い型生活支援事業 概要＞ 

û 寄り添い型生活支援事業（以下「生活支援事業」）では、養育環境に課題がある、ある

いは生活困窮状態にある等、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等に対し、基本

的な生活習慣を身に付けるための支援を行っている。 

û 寄り添い型生活支援事業は、利用者のプライバシーの確保等の観点から、本事業専用

の施設を確保し、実施している。家庭的な雰囲気の中で支援を行えるよう、一軒家や

マンションの一室で行っている。 

û 開所は週に５日、一日５時間以上としている。利用者には、原則として、週 2 日まで

の利用を認めている。 

û 不登校の子どもを受け入れるために早めに 13 時から開設しているところもある。 

û 主な利用者は小学生が中心である。学校が終わってから、実施場所に来て、あいさつ

や手洗い、うがいの習慣付け、食卓の準備・後片付けなどの支援を行っている。 

 

＜事業の工夫について＞ 

û 区をまたぐ越境利用は認めていないが、引越しのタイミングで支援場所を移動する場
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合は、区同士で相談するように市から伝えている。 

û 事業の利用申込書に記載された個人情報は、必要な範囲で運営法人、学校及び公的機

関等と共有されることを予め記載し、保護者の同意を得るなどしてから事業の利用を

開始している。 

û 区ごとに教育支援専門員（嘱託職員）を配置しており、学校と福祉の場をつなぐ役割

を果たしている。子どもが学習支援に参加していない場合は、教育支援専門員や担当

ケースワーカーから各家庭に対し声がけを実施している。 

 

＜事業の効果について＞ 

û それぞれの事業の利用実績は以下のとおり。 

 

寄り添い型生活支援事業・学習支援事業（平成 28 年度）利用実績・進学率 

（人） 

生活支援事業 学習支援事業 

登録者数 
（平成 29 年３月末） 

延べ利用人数 
（平成 28 年４月～ 

平成 29 年３月） 

登録者数 
（平成 29 年３月末） 

延べ利用人数 
（平成 28 年４月～ 

平成 29 年３月） 

生活保護 

受給世帯 
114 7,191 685 22,879 

その他世帯 43 3,150 111 3,997 

合計 157 10,341 796 26,876 

 

平成 28 年度 

（平成 29 年３月卒業） 
卒業生数（A） 進学者数(B) 進学率（B/A) 

生活支援事業参加者 29 人 28 人 96.6％ 

学習支援事業参加者 342 人 339 人 99.1％ 

合計 371 人 367 人 98.9％ 

（出典）横浜市ヒアリング資料 

 

û 学習支援事業や生活支援事業を活用することで、例えば、月 300 円のおやつ代（国補

助事業である関係からおやつなどの食費については事業費から捻出できず別途徴収し

なければならない場合がある）が払えない等、保護者の困りごとに気づくことができ

る。そういった場合、各事業者が主に生活困窮者向けの相談窓口につないでおり、学

習支援以外の家計相談や就労相談につながったケースがある。 

û 自分からあいさつやお礼が言えるようになる、学校から帰ったら手洗いやうがい、宿

題を行うなど、生活の基本や習慣が身に付いている。また、スタッフとの信頼関係が

構築され、家庭や学校以外の第三の居場所となることで、他では話せない悩みの相談

などができている。 

û 子どもたちが、生活支援事業を利用する中で、学生ボランティアなど、保護者以外の

大人と接し、身近なロールモデルを獲得することにより、将来に対する気づきが生ま
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れ、学習に対する意欲が向上したケースがある。 

 

＜今後に向けて＞ 

û 学習支援を利用した子どものうち、無事高校に進学できたとしても中退してしまうリ

スクがある。今後は高校進学後の中退防止のためにも事業を拡大していきたい。 

û 学習支援事業は、今年度全区合わせて 810 人受入れ枠を用意したが、潜在的なニーズ

が高いと見込んでおり、今後受入れ枠を拡大していきたい。受入れ枠の拡大に向けた

課題として、実施場所やスタッフの確保が課題である。 

û 生活支援事業は、現在９区のみで実施しているが、必要な支援を届けるため、支援ニ

ーズを十分に把握し新規実施を進めていきたい。生活支援のノウハウのある事業者が

少ないことや、子どもが通いやすい立地で常設の居場所の確保（現状、委託先と区の

担当者が開催場所を探している）が困難であることが課題となっている。 

û 学習支援事業及び生活支援事業の効果を測定すべく、利用者に対し毎年アンケートを

実施し、自己肯定感や将来に希望が持てるようになったかをきいている。アンケート

は実施事業者を通し配布、回収している。特に生活支援事業については、子どもの年

齢が低いこともあり、アンケートの回答はそのときの子どもの心理状態で左右される

ため、個別に経過をみても、状況がよくなったり悪くなったり安定しない。今後どの

ように事業の成果を図るかが課題である。 

 

＜他の学習支援・生活支援事業との関係について＞ 

û 現在、教育委員会が所管する「放課後学び場事業」（地域未来塾）、健康福祉局が所管

する「寄り添い型学習支援事業」、こども青少年局が所管する「寄り添い型生活支援事

業」、「ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業」の４種類の学習支援・生活支

援事業を展開している。それぞれ対象者が異なるため、事業の統合等については、現

在検討していない。 

û それぞれの局で下記のとおり対象者等を整理している。 

Ø 放課後学び場事業（地域未来塾）：学校の授業でつまずいてしまった児童・生徒を

対象とし、学校の補講的な役割を果たす。 

Ø 寄り添い型学習支援：現在、高校への進学のための支援を中心に行っているが、

基本的には課題を抱えた児童・生徒を対象としている。 

Ø 寄り添い型生活支援事業：養育環境に課題がある、あるいは生活困窮状態にある

など、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等に対し、基本的な生活習慣を身

に付けるための支援を行っている。 

Ø ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業：ひとり親家庭の児童・生徒を対

象とし、ひとり親家庭の独特の課題に対応できるよう、現在モデル事業として実

施。子どもが毎日孤食とならないよう、４事業の中では唯一食事の提供も含めて
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いる。学校が終わった後の居場所づくりとして展開している。 

 

（参考）寄り添い型生活支援事業・学習支援事業（平成 28 年度）委託状況一覧 

 

平成 29 年度 寄り添い型生活支援事業 実施状況（平成 30 年１月現在） 

区（委託元） 運営法人（委託先） 

鶴見 NPO 法人 あしほ 

西 公益財団法人 よこはまユース 

中 一般財団法人 ことぶき青少年広場 

旭 NPO 法人 リロード 

金沢 NPO 法人 コロンブスアカデミー 

港北 NPO 法人 楠の木学園 

栄 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

泉 社会福祉法人 ル・プリ 

瀬谷 NPO 法人 ワーカーズわくわく 

 

平成 29 年度寄り添い型学習支援事業 実施状況（平成 30 年１月現在） 

区（委託元） 運営法人（委託先） 

鶴見 公益財団法人 横浜 YMCA 

神奈川 学校法人 神奈川大学 

西 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

中 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

南 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

港南 NPO 法人 バンブーまなび塾 

保土ヶ谷 NPO 法人 リロード 

旭 NPO 法人 リロード 

磯子 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

金沢 NPO 法人 コロンブスアカデミー 

港北 NPO 法人 楠の木学園 

緑 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

青葉 株式会社 トライグループ 

都筑 NPO 法人 アーモンドコミュニティネットワーク 

戸塚 公益財団法人 横浜 YMCA 

栄 NPO 法人 教育支援協会 南関東 

泉 公益財団法人 横浜 YMCA 

瀬谷 NPO 法人 あすなろ 

（出典）横浜市ヒアリング資料 

 

⑤ 個別の事業「高校と支援機関の連携」について 

û 横浜市は、以前から困難を抱える若者（15～39 歳）の自立支援に力を入れている。中

でも、職業的自立に向けた事業として、国の若者サポートステーション（以下「サポ

ステ」）事業に対し上乗せで事業費を補助しているほか、生活困窮者自立支援制度に基
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づく自立相談支援事業をサポステ事業運営法人に委託している。 

û 自立相談支援事業は、市内全区役所に相談窓口を設置（年齢要件等なし）しているが、

サポステ窓口にも生活困窮状態の若者が多く来るため、ワンストップ支援できるよう

体制を整えている。 

û 対象は 15 歳から 39 歳の若者であり、横浜駅と大船駅の近くに相談窓口を設置してい

る。相談窓口には５名相談員を配置している。相談員が、相談したい生徒がいる学校

へ往訪し、出張相談を受け付けている。 

û 各学校では、卒業後に就職を希望する生徒の中で、通常の進路指導において就職活動

がうまくいかないなど専門的支援が必要な生徒を事業の対象者とし、教員がサポステ

の相談窓口につないでいる。学校現場は、高校卒業前に繋がることができる点も含め、

サポステによる相談支援の有用性を感じている。 

 

＜相談実績＞ 

û 平成 28 年度は 16 校（うち県立高校９校、市立高校１校、その他大学や専門学校が６

校）と連携し、相談者数 124 人、延べ 565 件の相談を受け付けた。 

 

＜今後に向けて＞ 

û 現在、市内の大学、専門学校を含め 16 校と連携しているが、市内にはまだ就職に悩む

生徒・学生が多く存在すると担当者レベルでは感じている。高等学校卒業後の進路に

おいて、就職の割合が多い学校に対し、引き続き連携体制を構築できるようアプロー

チしていきたい。 

 

 以上  
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 新城市 

① 新城市こどもの未来応援事業計画について 

û 新城版こども園の制度設計を進めるため、平成 22～23 年度に関係機関・団体に対してヒアリ

ング調査を実施したところ、保育現場等からは、「朝ご飯を食べて来ない子供がいる」、「虫歯

が多く治療を受けていない子供がいる」等の声があり、潜在的な子どもの貧困の存在が発見

された。 

û 平成 24 年からこども未来課が要保護児童への支援を担当するようになり、困りごとを抱えてい

る子育て家庭の存在が把握しやすくなった。しかし、当時のこども未来課には、要保護とはな

らないが、困りごとを抱えている子育て家庭を支援する制度がなく、既存の制度でも十分な対

応ができていない状況であった。 

û 新城市では、こども園、放課後児童クラブの順で体制整備を進める方針であったため、子ども

の貧困対策についても何かしら取組を開始できないか検討していたところ、地域子供の未来

応援交付金をきっかけとして実態調査・計画策定に着手することとなった。 

 

＜新城市子ども・子育て世帯生活実態調査 調査項目について＞ 

û こども未来課担当者は、日々の業務を通じて子どもの貧困対策の必要性を感じていたが、施

策や事業を検討するにあたっては根拠となる数値が必要となるため、実態調査について検討

を開始した。 
û 自治体規模が比較的小さいことから、抽出調査ではなく、対象年齢の世帯全てに調査票を配

布する全数調査とした。 

û 国が定義する貧困線を用いて貧困世帯の数を算出したところ、全世帯数の 6.3％という結果

であったが、現場担当者の間では、ハイリスクの家庭はより高い割合で存在するものと予想し

ていた。そこで、そのような世帯を現場担当者の感覚に合致した形で捕捉できるよう、市独自

の「相対的貧困境界域」の基準を設定した。具体的には、「急な出費で家計のやりくりができ

ない経験」、「債務が返済できない経験」、「ライフラインが止められた経験」、「世帯の総収入

額が 150 万円未満」、「制度利用世帯(生活保護受給世帯)」の１つ以上に該当する世帯を

「相対的貧困境界域」と定義している。これらの項目は、子どもの貧困対策の推進体制を構築

し、実態調査及び計画策定の検討の場として設けられたワーキンググループの中で決まった。

これを用いて、「生活貧困層（貧困線を下回るの子どもの割合）」と「相対的貧困境界域（前述

の定義にあてはまる、何かをきっかけに生活困窮層に陥るリスクの高い子育て世帯）」の合計

が「生活困窮層」と定義された。生活困窮層の割合は 16.8％となっており、現場担当者の感

覚に合致する数字であった。 

û 実態調査の質問項目を作成するにあたっては、民間コンサルタントからの提案も受け、相対

的貧困境界に該当する世帯を捕捉する方法を検討した。その結果、「親の心の状態について」

（はっきりした理由もないのに不安になったり、心配したりしたことがあるか、感情的に子どもを
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叩いたことがあるか、感情的な言葉で怒鳴ったことがあるか）、「親の生育環境」（自身の 15 歳

頃の家庭の暮らし向き）、「親の最終学歴」、「経済的困窮の経験」（家計の状況、過去 10 年

間の間に、経済的な理由による料金滞納のために、電気、ガス、水道を止められたことがある

か）、「教育に対する考え」等、実態を浮き彫りにするための調査項目が盛り込まれた。 

û ワーキンググループ内では、「親の心理状態に関する質問」、「親の生育環境」等のセンシティ

ブな質問を含めることに対して、市が実施する調査であるにも関わらず踏み込みすぎていな

いかと懸念する意見もあったが、正確に実態を把握する上では必要であると判断し、調査項

目に含めた。調査票を配布する際に「子どもの将来について」の質問であること、「子育て世

帯への支援基盤を整備したいこと」を明記することで、苦情は１件もなかった。 

 

＜調査結果の活用について＞ 

û 担当者が現場で支援にあたる中で「気になっていた」家庭の実態が、実際に数値傾向として

見えることで、支援ニーズについて確証を得ることができた。 
û 調査を通して、子育て支援センターや保健センターなど、庁内の他部署が所管している子ど

もの貧困に対する取組を把握することができた。調査結果は教育委員会にも共有している。 

û 調査の改善点としては、中学校卒業後の子どもの情報の把握、外国籍の子どもや保護者の

情報の把握、子ども本人の声の把握が挙げられる。 

 

（参考）実態調査の結果及び計画の取りまとめを基に平成 30年度に実施を予定している施策 

² こども未来課内に子育て世代包括支援センター（基本型）機能を設置 

² 幼児教育無償化（３歳以上児の平日基本保育時間（８:30-15:00）の無償化） 

² こども園での食育クッキング（平成 29 年度から 15 園中５園で先行実施） 

² 県委託のこども食堂について市内の児童福祉施設が受託、市が周知、ボランティ

アスタッフの募集等について全面協力 

² 市内助産所における産後ケアの助成                  等 

 

② 庁内の連携について 

＜子ども・子育て会議とワーキンググループの関係性＞ 

û 別途策定した「新城市子ども・子育て支援事業計画」に掲載されている事業には、子どもの貧

困に関連する事も一部含まれている。そのため、庁内の関係部署が参加し幅広く子どもの問

題を協議する場として子ども・子育て会議（「新城市子ども・子育て支援事業計画」策定及び

施策検討のための会議）は幅広く子どもの問題を協議する場としており、下部組織的・実務検

討会議的なものとして「新城市こどもの未来応援事業計画（子どもの貧困対策に関する計画）」

について検討するワーキンググループを設けた。 

û 類似の会議を複数設置することにより、会議毎の内容の調整が複雑・困難になることや、市の

規模として委員が重複してしまうので、委員の精神的・肉体的負担の軽減、時間的コストや事

務的コストなどの軽減を図った。 
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＜計画策定のワーキンググループについて＞ 

û ワーキンググループには、要保護児童対策地域協議会のメンバーを中心に招聘した。 

û 実効性のある計画とするため、庁内のメンバーは、現場を知りながらある程度の裁量権を持つ

課長・副課長・係長級を中心としている。 

û 成年後見支援センターがワーキンググループに入っている理由は、障害を持った保護者や

判断能力の低い父母に対しても包括的に支援を実施したいためである。子どもの貧困といえ

ども、子どもに限らず子どものいる家庭の問題であると捉えている。 

û 庁外の有識者はワーキンググループに含めていないが、新城版こども園制度検討委員会、

新城市子ども・子育て会議、新城市要保護児童地域対策協議会のメンバーである市内の児

童養護施設の理事長から適宜助言を得た。また、ワーキンググループを子ども・子育て会議

の下部組織的・実務検討会議的なものとして位置付けることにより、子ども・子育て会議の委

員である市内在住の大学教授や市教育委員から助言を得られる体制としている。 

û 新城市は市民自治を積極的に推進しており、また、当事者の意見を計画に反映させるために、

子育てをしている保護者を会議に参加させることはこども未来課の方針でもある。計画や事業

は、市民のニーズを捉え、子育て世帯の納得感を得られるものである必要がある。子ども・子

育て会議に参加している子育て中の保護者から意見をもらう中で、子どもの貧困に関する意

見があった場合は、適宜ワーキンググループで共有し、計画に反映した。 

û 子ども・子育て会議には、発達障害等を持った子どもの保護者も参加している。会議に参加

した保護者とは、市の相談窓口での来訪相談に限らず、日頃から気軽に相談を受けられる関

係を築けるよう、日頃から頻繁に連絡をとるようにして信頼関係が構築できていたため、会議

を通して各種計画に対する意見を得ることができた。 

û 取組を始めた当初は、庁内関係部局とこども未来課の間に温度差があった。絶対的貧困は

分かりやすいが、相対的貧困は個人の問題ではないかという見方もあり、対策や支援の必要

性について理解を得るのに時間を要した。 

 

＜要保護児童対策地域協議会と学校との連携体制構築について＞ 

û 平成 24 年時点では、要保護児童対策地域協議会がうまく機能しておらず、庁内外含めて関

係機関との連携・協働が十分であるとは言えなかった。（連携を推進する前から）虐待に関し

て通報等があれば、児童相談所経由で最初にこども未来課に連絡が入る体制となっており、

こども未来課が対応する中で学校を訪問することもあったが、日常的に学校と連携していれ

ば協働がさらに円滑になると感じていた。 

û 同時期に、学校からの子どもの発達障害に関する個別ケースの相談があり、学校との連携の

きっかけとなった。こども未来課内に保健師を配置しこども園での個別ケースに対する支援を

充実させてきたこと、市内の子どものほとんどが市立こども園から市立小学校に進学するため、

こども未来課には、対応実績があり、支援する中で個別ケースに関する情報を十分に保有し

ていたことから、これらの知見を活かして学校と協力することが可能であった。個別のケースへ
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の対応を重ねるうちに、学校側とこども未来課の相互理解が進み、次第に他のケースについ

ての相談が学校側から寄せられるようになった。こども未来課が要保護児童対策地域協議会

や家庭児童相談で中心的役割を担っていること、学校では手が届かない家庭内への支援が

できることのメリットを学校側が認識したことが相互理解促進のポイントといえる。（ただし、この

時点では、学校側からこども未来課へ相談を行うケースは保護者の同意が得られた場合に限

られた。） 

û 平成 25 年度当初の校長会において、児童虐待の通告や要保護児童対策地域協議会の役

割等をこども未来課から説明したことにより、学校からの通告（こうしたケースは児童虐待にあ

たるのかといった相談や情報提供も含む）が円滑に行われるようになった。 

 

＜学校での個別ケース会議の開催について＞ 

û 学校との連携が進み、気になる子ども（不登校、生活困窮、発達障害、保護者の精神疾患な

ど）のケースを要保護児童対策地域協議会以外の場においてもこども未来課と学校で相談

するために、学校にて個別ケース会議が開催されるようになった。 

û 開催場所が学校となった理由は、子どもの様子をよく知っている担任教員が授業の合間に参

加できること（市域が非常に広いため、市役所に打ち合わせに来ようとすると 1 時限分の時間

だけでは困難な場合が多い）、子どもの情報を学校外に持ち出すことにリスクがあること、スク

ールカウンセラーを含めた打ち合わせができることである。また、必要に応じて校長や教頭に

も声をかけやすく、学校内の複数の子どものケース会議をまとめて行うことができることも理由

の一つとなっている。 

û 個別ケース会議を開催するにあたり、学校側から保護者に対して個人情報の提供について

同意を得るようにしている。この際に、必要に応じて学校側から保護者に対しこども未来課の

相談窓口を紹介している。 

û このケース会議は、学校、こども未来課、児童相談所のそれぞれの申出により、必要に応じて

開催している。 

 

＜教育部門との連携について＞ 

û 教育委員会との協働を進めるにあたっては、こども未来課で配置している相談員等をスクー

ルソーシャルワーカーの代わりだと思って何でも相談してほしいと伝えていた。スクールソーシ

ャルワーカーとして扱うのであれば対象の子どもの家庭を訪問する等個別ケースに対応する

ことが出来るため、円滑な連携が図られている。なお、新城市には現在スクールソーシャルワ

ーカーは配置されていない。 

û 虐待と疑われる子どもがいる場合は、要保護児童対策地域協議会に案件を諮ることで、関係

機関との個人情報の共有が可能となっている。要保護児童対策地域協議会で扱うほどでは

ないが、気になる子どもがいる場合は、先生を通して保護者の承諾を得た上で、こども未来課

が相談・支援に携わるようにしている。 
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û 現在、学校の先生が相談連携の際に使いやすいようなアセスメントシートを作成中である。 

 

（参考）アセスメントシート 素案 

世帯共通項目 

² 保護者の就労・家庭等の経済状況（就労形態、可処分所得、生活

困窮、滞納、ローン等） 

² 保護者の関わり（学校行事、地域行事） 

² 子どもと保護者の関係性（子への関わり、会話、教育方針につい

て） 

² 保護者の相談先の有無（友人、親戚、学校等） 

² 保護者の精神的負担・精神状況  

² 保護者の成育歴（保護者が子どもだったころの家庭状況、保護者

の学歴、経験） 

² （ひとり親のみ）非同居親からの養育費の支払いの有無 

子どもの項目 

² 子どもの健康状態 

² 子どもの生活習慣（食事、睡眠、歯みがき、スマートフォン等） 

² 子どもへの投資状況（子ども専用の持ち物の有無、習い事や塾

等） 

² 就学援助の利用の有無 

² 園、学校生活の状況 （※子ども本人への聞き取り） 

アセスメントシートの 
共有先と 

個人情報の取扱い 

² まずは学校内で子どもが抱えているリスクについて他の教員等に

共有し、複数人で見守ってほしい。※個人情報共有は学校内に限

る。 

² ハイリスクの子どもについては、要保護児童として要対協に報告

し、支援方針を検討。※個人情報の取扱いは要保護児童対策地

域協議会に準じる。 

 

＜その他支援体制について＞ 

û 子育て世帯から住居に困っているという相談を受け付けても、以前は新城市内の県営住宅・

市営住宅に優先的に入居させる等の措置ができなかったが、現在では、相談があった場合

は対応できるよう都市計画部門と協働している。 

û 今後の支援の方針として、要保護児童対策地域協議会を拡充することを考えている。これに

より、こども未来課が子育て世帯の困りごとを包括してワンストップで解決することを目指して

いる。 

û 現在、こども未来課は相談員１名、課長、副課長の３名体制であり、常時約 30 件の相談に対

応している。 

 

③ 新城市で現在実施を検討している子どもの貧困対策に関する取組 

＜家事支援について＞ 

û 今後、障害者手帳取得者や、障害を抱えているが障害者手帳は取得していないいわゆる「ボ

ーダー層」の世帯を対象に、必要だと思われる家庭に対しては、家事支援を実施していきた

いと考えている。例えば、厚生労働省の補助事業である「ひとり親家庭等日常生活支援事業」



 

235 
 

等の国の類似事業を活用したいと考えているが、ひとり親家庭に限らず、支援を必要としてい

る家庭を対象としたい。 

û 現状では、家事が十分にできておらず、子どもの生育環境として適切でないと判断した場合

は、こども未来課の職員が中心となってその家庭を訪問し、訪問先の子どもを巻き込みながら

掃除や片付け等を一緒に行っている。その家庭の子どもが掃除を手伝ったことを職員が前向

きに言及することなどにより、掃除等を定着させ、生活習慣の改善につなげることを図ってい

る。 

 

＜高校の通学費助成について＞ 

û 高校の通学費助成については、実態調査で「通学時のバス電車代の援助があること」を求め

る声が多かったため、計画に含めている。JR が通っていない地域の学校、特に高校は通学が

不便であり、駅からバスを利用しなければ通えない学校も多い。バスは電車に比べて運賃が

高いため、交通機関の不便さと費用負担を理由に中退してほしくないという思いから、助成を

検討している。 

現在は、県の愛知県遺児手当に加えて、市独自の新城市遺児手当として所得制限なしで 4

ヶ月に一度一人当たり 2,000 円の助成を行っている。今後は、所得制限を設けずに全世帯を

対象に助成をするのではなく、より支援を必要としている家庭を対象とすることで、限られた財

源で効果的に支援を行うことを検討している。 

 

＜司法書士会との連携について＞ 

û 司法書士会とは、「子どもの貧困等対策の連携協力に関する協定」を結ぶ前から協力関係に

あった。市民の相談先として、士業のうちでは司法書士が最も身近であるため、離婚前後の

相談や養育費確保の相談がこども未来課に寄せられれば、市から司法書士を紹介してい 

た。協定に基づく相談については、司法書士会は料金を請求しておらず、結果的に日本司

法支援センター(法テラス)が利用されれば収益に繋がるということで、協力を得ている。 
 

以上 
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 武雄市 

① 計画策定について 

û 「切れ目のない支援」というと単につないでいるだけの印象を持たれてしまうが、あくまで相談

者に対し「伴走する」という考えの下、支援を行っている。「伴走型支援」とは、子供の成長段

階に合わせて、早い段階から子供の貧困の解決や予防に向けて、子供に寄り添う支援を指

す。 

û 計画に沿って施策を実施するにあたり、庁内の関係部署間で連携を図り、「子供の貧困対策

にもなる」という視点で各事業の担当課が担当事業を実施することで子供の貧困対策を総合

的に推進していく体制づくりを目指す。担当職員の意識が高まり、事業が活発になればおの

ずと武雄市の子供の貧困の改善につながるだろう。 

 

＜施策の体系について＞ 

û 事業体系図は既存事業及び新規・拡充事業を整理し体系化した。 

û 実施している事業のうち、事業を実施したことで独自指標を含めた個々の指標の改善までを

結び付けるには至っていない。新たに実施する事業の中で、加えるべき指標があれば付け加

えていきたいと考えている。 

 

＜困難度の高い世帯について＞ 

û 実態調査の結果、「世帯年入 250 万円未満の世帯」、「子どもの生活に必要な環境やモノが

与えられない（1 日 3 度の食事、必要な時に病院等に行く、高校等への進学、季節にあった衣

服、学校行事への参加）」、「ライフライン等における滞納経験が頻繁にあった（必要な食料品

が買えない、必要な衣料が買えない、公共料金の滞納、家賃等の滞納）」のいずれか 1 つで

も該当する世帯を困難度の高い世帯として判別した（全体の 19.0%）。 

û 世帯年収とライフライン等における滞納経験を掛け合わせてみたときに世帯年収が 250 万円

未満だと回答傾向が高くなったことに着目し、世帯年収は「250 万円未満」を判別基準とした。 
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子どもの養育に関して「困難度が高い」世帯 

 
（出典）武雄市ヒアリング受領資料 

 

û 合意基準については、アンケート項目「子どもにとって必要な環境・モノ」のうち、保護者の

80%以上が必要だと回答したものは市民の合意が得られたとし、80％が回答した 5 つの項目

を「与えられていない」と回答した家庭を困難度が高い世帯と判別した。 

û 調査の結果、困難度の高い世帯で、平日・休日に関わらず朝ごはんを食べていないと回答し

た割合が高かったため、「朝ごはん摂取率」を指標として設定した。また、学校基本調査で把

握できる「朝ごはんの摂取率」なら国や県との比較もでき、継続的に把握が可能であるため最

適であるという、子どもの貧困対策ワーキンググループの内の意見も踏まえた。 

û 朝ごはんの摂取率については、武雄市として食育に力を入れてきたが、家庭の困窮度合い

や養育力不足によってはなかなか習慣化しない子どももいるため、保護者も含めて指導しな

ければならない。 

û 独自指標も含めて、指標に目標値は設定していない。その指標の数値が増加・減少すること

で状況が改善されているとは言い難いためである。 

û 武雄市においては生活保護受給世帯の子どもの総数が少なく、継続的に増減を観察する指

標には適さないため、生活保護世帯に関する指標は 5 年単位で平均値を確認している。 

 

② 「子どもの貧困対策ワーキンググループ」設置・検討内容について 

û 子どもの貧困対策ワーキンググループ（以下 WG）は、市の子どもの貧困対策を推進するため

に、新規事業の立案、既存事業や制度の見直しについて検討する作業部会的な位置付け

で立ち上げた（リーダー：副市長）。 

û WG は平成 28 年 5 月に設置。構成は、こども教育部こどもの貧困対策課、福祉部福祉課保

護係、福祉部健康課保健係（保健師）、こども教育部生涯学習課、企画部企画政策課の職
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員である。必要に応じて、生活困窮者自立支援制度の事業を市が委託している社会福祉協

議会の担当職員や、学校費用の負担軽減について検討するために、学校教育課長（教員）

もオブザーバーとして招聘した。 

û 昨年度の開催頻度は平均すると 2 ヶ月に一度程度、検討事項が集中するときは月に 1～2 回

の開催頻度であった。昨年度に計画を策定したが、計画策定と実態調査を並行しながら実施

していたため、調査結果に基づいた事業等を検討するために現在も引き続き開催している。 

û 今年度の開催頻度は、全体会は 2～3 回開催。新規事業についての検討は関係部署だけで

3～4 回開催。昨年度に引き続き、庁内メンバーで開催している。WG で次年度の施策やそれ

ぞれの担当部署の事業について一定の案を出し、制度化に向けて具体的な協議・調整を行

い、その後のフロー（予算査定や議会）を円滑に進めることを目指している。 

û 翌年度の予算要求においては、子どもの貧困に関連度合いが高く、新規に立案した事業や

拡充した事業の一覧をこどもの貧困対策課が作成している。 

 

＜新規事業について＞ 

û 従来は償還払いによる子どもの医療費助成制度（小・中学生対象分。就学前は従来より現物

給付で助成。）であったため、自己負担額を支払う余裕がなく、医療機関に受診できなかった

というアンケート結果をもとに、医療費助成の現物支給を開始した。 

û WG の中で、子どもの貧困対策に関する議論やアンケート調査結果の共有により、日々の業

務においても子どもの貧困対策という視点を取り入れることができるようになり、関係部署間で

子どもの貧困対策の推進に関わっているという意識が醸成され、母子保健担当部署からの聴

覚スクリーニング検査助成事業の立案につながった。また、新規事業を立案するばかりでは

なく、既存事業の要件の一部を変えるだけで支援の対象が広がり、子どもの貧困対策につな

がるという視点も持つことが出来た。 

 

＜対策会議について＞ 

û 武雄市子どもの貧困対策会議は、市の計画素案に対し、それぞれの立場からの意見を聴取

するために設置した。メンバーは以下のとおり。 
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武雄市子どもの貧困対策会議 メンバー 

 

（出典）武雄市ヒアリング受領資料※所属等は当時のもの。 

 

＜武雄市で実施されたアンケート調査について＞ 

û アンケート調査は内閣府の地域子供の未来応援交付金を活用して実施した。まずは市内の

実態がわからないと政策として反映できないということで、実態を把握することを目的として実

施している。 

û 先行自治体として、アンケートの対象学年や調査項目について大阪府、沖縄県、足立区を参

考とした。 

û アンケート調査を実施したこどもの貧困対策課が教育委員会の組織だったため、学校を通じ

てアンケートを配布、回収を行った。郵送という手も考えたが、学校で配布した方が経費を抑

えられ、回収率も期待できると判断した。 

û 児童生徒及び保護者に対しては、アンケートの趣旨は伝えつつも子どもの貧困対策を全面

に押し出さず（貧困という言葉をあえて使用しない）、生活実態調査であることを説明した。 

 

③ 武雄市で現在実施している子供の貧困対策に関する取組 

û 平成 29 年度に子どもの貧困対策として実施している事業は計画の別紙 1iのとおり。 

û 実施事業については、それぞれの担当課の実施状況を WG で共有・分類し、こどもの貧困対

策課で取りまとめた。 

û 武雄市は、市立の小中学校における不登校児童生徒の割合が全国及び佐賀県の水準より

                                                      
i 武雄市「「武雄市子どもの未来応援計画（武雄市子どもの貧困対策実行計画）」別紙１（http://www.city.ta

keo.lg.jp/information/uploads/20170410ouenkeikaku.pdf） 
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高くなっている。不登校となった要因には、貧困が背景にある場合も多く、この現状を踏まえ

て不登校対策にも重点的に取り組んでいる。 

û 不登校となる要因は様々だが、全体の傾向として中学校入学後に不登校率が増加する傾向

にある。いじめだけではなく、生活習慣の乱れ、親の考え方、ひとり親家庭で多子の場合は、

上の子どもが下の子どもの面倒をみていて登校できない等の原因がある。兄弟全員が不登

校というケースもある。 

û SSW は県で雇用されており、武雄市の担当として昨年度は 1 名、今年度は 2 名配置されて

いる。 

 

④ 注目すべき事業：「こどもの笑顔コーディネーター設置事業」について 

û こどもの笑顔コーディネーター設置事業は、平成 29 年度から開始。こどもの笑顔コーディネ

ーター（以下 CO）は現時点で 2 名配置している。一人は保健師で子育て総合支援センターと

福祉部健康課を併任している（以下保健師 CO）。担当業務は、保健師としての業務に加え、

CO として母子手帳交付の段階で気になる妊婦がいたら訪問や相談対応、各種支援へつな

ぐことである。もう一人は教員 OB で、小学校１校に配置しており、子どもや保護者への声かけ

や家庭訪問を行うなど、家庭を学校や福祉などとつなぐ役割を担っている（以下教員 OBCO）。 

û もともと伴走型支援が必要であるとの認識があり、それを具体化するためにどうするか検討し

た結果、本事業の構想ができた。 

û 「切れ目がない」をキーワードとしたのは、子どもの成長段階に支援の切れ目ができないよう支

援体制を充実するためだ。保育園、小学校、中学校への進学時だけでなく、小学校 6 年間で

も担任の交代や教員の異動により、保護者・児童が相談できるキーパーソンがいなくなってし

まう可能性がある。 

û 初年度は、問題を抱える家庭の数や、不登校率を勘案し、小学校に CO を配置した。学校を

プラットフォームにし、CO を学校に配置したことで、保護者や学校の教員からの相談を受け、

児童の異変を早期に察知・対応することができた。 

û 保健師 CO の配置においては、特定妊婦への支援など困難なケース対応も業務範囲に含ま

れるため、経験のある保健師を配置してほしいと人事担当課へ要望を出した。 

 

＜保健師 CO の活動概要＞ 

û 従来の体制では、子育て総合支援センターに保健師を配置しておらず、センターを来訪した

相談者に対し、具体的な対応をワンストップで行うことができなかった。そこで、子育て総合支

援センターに CO として保健師を配置し、子育て、母子保健の分野において、気になる段階

からの早期支援、妊婦等への伴走型支援を可能とした。また保健師 CO は、母子保健担当部

署（福祉部健康課）を併任し、当該課の職員としても守秘義務を負うことにより、個人情報を取

り扱うことが可能となり、支援に携わることを可能としている。 
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û 保健師 CO は、普段は子育て総合支援センターにおり、相談を受けているが、福祉部健康課

と併任することで、母子保健の情報にもアクセスすることができるため、守秘義務を担保しなが

ら支援につなぐことができるようになった。アセスメントで特定妊婦候補者であることが判明し

たら、福祉部健康課の保健師として連絡や訪問、相談対応を行うとともに、子育て総合支援

センターの事業につないだり、福祉部健康課の地区担当保健師やその他関係機関とも連携

しつつ支援を行っている。 

û 相談記録は、健康管理システムで管理し、本庁でも子育て総合支援センターでも記録が見ら

れるようになっている。 

û 切れ目のない支援の対象者は、妊娠届出時の週数が 20 週以降であること（週数が問題なの

ではなく、20 週を超えていると、複合的に問題を抱えている妊婦の割合が高くなる傾向にある

という経験則に基づく）、家族形態、経済困窮、母親の年齢等で、母子手帳の交付時にスクリ

ーニングをかけている。 

û 要観察の妊婦は 32 人（平成 29 年 2 月～10 月実績）おり、全妊婦における割合は一割程度

である。 

û 妊婦に関する情報は個人情報がほとんどのため、まず対象者へ声かけをするときは、市の保

健師として声かけをする。保健師として関係を構築した上で、「子育て総合支援センターの職

員でもあり、子育てに関して総合的に相談を受け付けているので是非センターに来訪してほ

しい」と、センターの事業を紹介している。 

 

＜CO による具体的支援（保健師 CO）＞ 

û 経済的に困窮している（水道料の滞納あり）家庭で、子どもたちが入浴できておらず、不衛生

な状態であった。そこで CO として、週に一度その家庭を訪問し、乳児の入浴支援や指導を

行った結果、保護者の意識が変容し、他の兄弟の衛生状態も徐々に改善した。 

û 入浴方法を CO 自らが保護者に教えることで、保護者の育児の姿勢も変わった。 

 

＜教員 OBCO の活動概要＞ 

û 小学校に配置している CO は、市内の教員 OB であり、同小学校でも勤務経験があった。定年

退職後間もない（３年）ため、ある程度児童やその保護者とも顔なじみであり、教員や学校のこ

とも熟知している人材を配置することができた。初年度事業を軌道に乗せることができた要因

の一つだと感じている。 

û 武雄市内の小中学校では不登校率が全国平均より高い傾向にある。教員はその対策に追わ

れているが、担任を持っている場合児童・生徒の家庭を個別に訪問し登校を促すところまで

は手が及ばない。各学校の教頭を中心とした学校職員が学校に来なかった児童・生徒の家

に連絡・訪問するなど対応している一方、その他多くの業務を抱えており、個別の訪問には

限界があることから CO がその役目を担うこととなった。 

û 教員 OBCO は、学校に配置されているため、日常的な学校生活の中での観察や、給食費や
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教材費の支払い状況の確認などにより、支援が必要な児童や家庭を把握している。具体的

には、校納金（給食費、教材費など）を 2 ヶ月以上滞納している場合は要注意とし、支援対象

ではないかと調査をしている。 

û CO の配置については、校長会、民生委員、小学校の保護者等に対し、CO 設置の趣旨説明

を行った。保護者への説明の際は、貧困を全面に出さず、学力、教育、いじめ等の相談を包

括的に担当すると説明した。 

û 学校でのケース会議は、校長、教頭、養護教諭、教育相談担当を含めて行い、情報共有や

連携は図りながら支援や指導の方向性を検討するほか、教員 OBCO は、保健師 CO を含め

た市の相談窓口等の担当部署とのつなぎ役を担っている。また、地域の民生委員、NPO 等と

の連携、子どもの居場所づくりを行っている有志等へのつなぎや、各主体間の連携促進も教

員 OB の重要な役割と認識している。 

û また学校現場として、悩みを抱えていそうな保護者や気になる子どもの保護者が孤立しないよ

う声かけや相談に応じている。 

û 保護者との信頼関係をどう築き上げるか。福祉とつなぐとしても、抵抗を持つ保護者も多いの

で、まずは関係構築に力を入れているところである。 

 

＜CO による具体的支援（教員 OBCO と保健師 CO との連携）＞ 

û 教員 OBCO が気にかけていた児童の場合、多子世帯家庭であることや経済的に困窮してい

る家庭であることを事前に把握しており（現職時に在籍していた児童であったため、ある程度

情報は知っていた）、保護者会の折、その児童の母親の様子に違和感を感じたため、保健師

CO に支援をつないだこともある。 

û 教員 OB が気になる児童に対応することで当該家庭の実態が見えてくる。その家庭に乳幼児

の弟妹がいる場合は、保健師 CO につなぎ、相互に連携を図りながら支援を行っている。 

 

＜今後に向けて＞ 

û 保健師 CO が母子保健や福祉分野の情報を、教員 OBCO が学校側の情報を取りまとめ、そ

れぞれ必要な情報を共有し連携できないか模索しているところである。現状は、保健師 CO が

週に一度は母子保健担当の保健師とミーティングを行い、そこで情報を共有し、必要があれ

ば保護者の同意を得てから教員 OBCO を通して学校側に情報をつないでいる。（教員

OBCO は教育委員会のみ所属のため、情報を渡すときは外部への情報提供扱いとなる。） 

û 教員 OBCO としては、支援が必要な家庭に関して、学校で得られた情報をどこへつなぐかを

模索しているところである。また、発達障害や身体的な障害を持つ子どもに関する情報につ

いて、保護者の同意を得た上でどのように関係機関と情報を共有し、つないでいくかが重要

な検討事項である。 

û 教員 OBCO については、不登校や非行問題の割合が多い学校に重点的に配置したいと考

えている。一方、財政的な負担を始め、校区内の地域性や学校の状況をよく知っているなど



 

243 
 

CO として活動するために必要な要件を満たす人材の確保など課題も多い。 

 

以上 


