
子どもの貧困対策マッチング・フォーラム

平成３０年 ３月２２日（木）

～柏市の取り組み～

柏市副市長 鬼 沢 徹 雄



１ 柏市のまちづくりと貧困対策

柏市のまちづくりの

重点的テーマ

（第五次総合計画）

子ども 健康 活力

―重点目標―
充実した教育が実感でき，
子どもを安心して産み育て
られるまち

子どもの貧困対策に関する
法律・大綱の制定

柏市子どもの貧困対策推進計画の策定

こどもの未来応援会議の設置

―基本理念―
全ての子どもたちが自身の努力の及ばない不
利な環境により，将来への道を閉ざされることな
く，夢と希望を持って安心して育つことのできる
まち



２ 柏市の生活保護制度等の利用状況

（％）
生活保護制度 児童扶養手当 就学援助

22年度 28年度 22年度 28年度 22年度 28年度

全国 １．５２ １．６９ ０．８３ ０．７９ １５．２８ １５．４３

柏市 ０．８６ １．０９ ０．５３ ０．５５ １０．１７ ９．３７

参考
被保護者調査，福祉行政報
告例等

福祉行政報告例／人口推計
・住民基本台帳

就学援助実施状況等調査等

中核市における柏市の状況（Ｈ２７）

生活保護率 ３７位／４５市中

児童扶養手当受給率 ４４位／４５市中

全国レベルにおいて柏市の

制度受給率は，低い状況に

ある



３ 学校における就学援助の受給状況

就学援助を受給している子どもは，全体の約１割

４０人学級に３～４人

小学校 中学校 全体 備考

児童生徒数 21,714人 10,045人 31,759人
平成28年度
（5月1日）就学援助

受給人数
1,809人
(8.33%)

1,167人
(11.62%)

2,976人
(9.37%)

【参考】就学援助は，児童扶養手当受給世帯や生活保護に準じる程度の収入の世帯が対象であり，

クラスで約１割の子どもが，ひとり親等で就学援助制度を利用していると考えられます。



４ ひとり親世帯の所得

0% 20% 40% 60% 80% 100%

柏市母子

柏市父子

41.4

25.9

34.7

16.4

16.6

31

4.3

19

3

7.7

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満

300～400万円未満 400万円以上

【参考】

平成28年度全国ひとり親世帯等調査の

母子世帯の母親の平均就労収入額を所

得に換算

1,220,000円

ひとり親自身の平均総所得の状況

ひとり親の所得は全国平均よりも比較的高いが，

２００万円未満の低所得層の割合は，約７５％
柏市の母子世帯（母親）の

年間平均総所得

約134万円

※平成29年度児童扶養手当から調査
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						柏市母子		柏市父子		全国母子		全国父子

				100万円未満		41.4		25.9		22.3		8.2

				100～200万円未満		34.7		16.4		35.8		11.7

				200～300万円未満		16.6		31		21.9		15.3

				300～400万円未満		4.3		19		10.7		24.9

				400万円以上		3		7.7		9.2		39.9
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５ 低所得のひとり親世帯の状況

ひとり親自身の平均総所得が100万円未満の状況

同居の親族等からの経済

的支援がある
低所得のひとり親世帯の

31.4％

就労先がある
低所得のひとり親世帯の

75.8％

小学生までの児童を持つ

世帯

低所得のひとり親世帯の
65.4％

（未就学では25.1％）

低所得にあるひとり親世帯は，

① 親族等の経済的支援を得られない

② 小学生までの児を抱える

母子家庭の養育費の状況

受給率
全国平均 ２４．３％

柏市平均 ２０．９％

年平均

受給額

全国平均 524,484円

柏市平均 526,084円

※全国：平成28年度全国ひとり親世帯等調査
※柏市：平成29年度児童扶養手当から調査



６ ひとり親世帯の就労状況
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役員・正規雇用 派遣・パート等 自営・家族従事

その他 不就業 不詳

就労状況

・約９割のひとり親が就労はしているものの，母子世帯では約半数が

派遣やパート等の非正規雇用

・約３割が転職を希望

➡通勤１時間以内が８５％ ➡ 近郊での雇用機会を求める

平成28年度全国ひとり親世帯等調査／平成26年柏市ひとり親アンケート調査
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59.7
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8.6
0.9
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30分以内
１時間以内
２時間以内
２時間以上
無回答
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平成26年柏市ひとり親アンケート調査
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						柏市母子		全国母子		柏市父子		全国父子

				役員・正規雇用		36.3		37		56.9		59.8

				派遣・パート等		47.5		39.6		15.5		6.7

				自営・家族従事		2		3.2		15.5		17.8

				その他		2.5		2		3.5		1.2

				不就業		11.2		9.4		8.6		5.4

				不詳		0.5		8.8		0		9.1

						100		100		100		100
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役員・正規雇用

派遣・パート等

自営・家族従事

その他

不就業

不詳
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				30分以内		59.7

				１時間以内		25

				２時間以内		8.6

				２時間以上		0.9

				無回答		5.8
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７ 子どもたちへの支援等

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20.8 20.7 13.3 11.9 10.1 5.53.8 11.7 2.2

制服・学用品等の支給 無料の学習支援

資格取得中の生活補助 子どもが安心して過ごせる場

公営住宅の優先入居 病児保育

就労情報の提供 その他

無回答

制度受給世帯が重要だと思う支援

・制度受給世帯の子どもたちは，学習が遅れ気味との認識，保護者が

重要だと考える支援は，学用品等の支給や無料の学習支援

・学習支援に参加している子どもの保護者は，子どもの「学力」や

「やる気」の向上を実感

平成28年柏市子どもの貧困対策推進計画実態調査

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもとの対話

勉強方法

やる気向上

学力の向上

6

19

20

19

36

46

58

64

56

35

22

17

2

とても向上 向上 変わらない

ややできなくなった できなくなった

学習支援事業アンケート調査
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制服・学用品等の支給

無料の学習支援

資格取得中の生活補助

子どもが安心して過ごせる場

公営住宅の優先入居

病児保育

就労情報の提供

その他

無回答
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						子どもとの対話		勉強方法		やる気向上		学力の向上

				とても向上		6		19		20		19

				向上		36		46		58		64

				変わらない		56		35		22		17

				ややできなくなった		0		0		0		0

				できなくなった		2		0		0		0
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８ 課題とおもな取り組み方針
現状・課題 方針 今後の取り組み事例

【収入・就労】

非正規雇用での就労が多く，十分な収
入を得られない

小学生までの児童を抱え，通勤時間を
かけられない

就労の支援

〇市内事業者への周知

事業者への助成金制度の周知等

〇資格取得の促進

高等職業訓練促進資金貸付制度の利用促進

【家庭的支援】

低所得層ほど家族の支援を得られて
いない

孤立化の防止

養育費の確保

〇子どもへの「気づき」から「支援」のつなぎ

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等の配置と連携

要保護児童対策地域協議会との連携

〇「支援する人」と「支援を必要とする世帯」を結び

つける仕組み（ネットワーク）の構築等

〇養育費相談支援の強化

弁護士による養育費法律相談の実施

【子どもたちの支援】
・学習が遅れがち

・学習支援事業参加者の学力向上。参
加者数の伸び悩み

学習の支援

〇生活困窮世帯対象とひとり親世帯対象等の各学

習支援事業の調整・拡大等

子どもの学習支援事業の充実



参考）制度受給について

生活保護制度
生活困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の
生活を保障し、その自立を助けることを目的とした制度

児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童（18歳まで）が養
育されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当

就学援助制度
学校給食費や学用品費等の支払いができない保護者へ、費用の一部を援
助する制度。生活保護の停止等で学校への納付が困難な方や児童扶養手
当を受給している方等が対象



ご清聴ありがとうございました
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