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ビジョン

家族のカタチにかかわらず、誰もが生き生きと

暮らしていける包摂された社会（inclusive Society)の

実現に向けて一緒に活動します。
三本柱

子育て支援 子どもの居場所・体験・エンパワメント

就労支援 ひとり親就労・レンタルスーツ・運営体験

生活支援 包括的・継続的な個別支援とつなぎ支援

地域連携 行政・民間連携事業 シンポジウム・養成講座開催

居場所づくり 被災者・生活困難者支援

「地域づくり」と「当事者支援」を両輪としています

平成２３年１０月結成



家計から見た母子家庭の困難さ 平成25年(2013年)平均

母子世帯 平均

 世帯人員 2.73人 3.42人
 持家率 29.9% 76.5%
 家賃・地代を支払っている世帯の割合 61.0% 22.1%
実収入 257,324 523,589 49%

経常収入 248,976 515,232 48%
勤め先収入 201,737 486,587 41%
事業・内職収入 1,881 2,467 76%
農林漁業収入 0 10 0%
他の経常収入 45,358 26,168 173%

財産収入 192 623 31%
社会保障給付 34,540 24,846 139%
 公的年金給付 3,128 17,036 18%

他の社会保障給付 31,412 7,810 402%
仕送り金 10,626 699 1520%

特別収入 8,349 8,357 100%
実支出 269,408 416,626 65%

消費支出 239,215 319,170 75%
食料 49,380 70,586 70%
住居 31,030 19,775 157%
光熱・水道 17,545 23,077 76%
家具・家事用品 5,989 10,385 58%
被服及び履物 10,662 13,715 78%
保健医療 5,654 11,596 49%
交通・通信 36,473 52,595 69%
教育 29,199 19,027 153%
教養娯楽 18,989 30,861 62%
その他の消費支出 34,295 67,554 51%

非消費支出 30,192 97,457 31%
直接税 8,261 42,205 20%
社会保険料 21,882 55,155 40%
他の非消費支出 49 96 51%

可処分所得 227,132 426,132 53%

平均消費性向 105.3% 74.9%

黒字額 -12,083 106,962
黒字率 -5.3% 25.1%

注　勤労者世帯（二人以上の世帯）
　　母子世帯は「母親と20歳未満の子供のみの世帯」
　　可処分所得は「実収入から非消費支出を差し引いた金額」        
　　平均消費性向は「可処分所得に対する消費支出の割合」　　　         
　　黒字率は「可処分所得に対する黒字額の割合」

出所　総務省「家計調査」

平均と対比
させた母子
世帯の収入
/支出水準

母子世帯（勤労者世帯）の家計

インクルいわて提出資料

Ø 子どもを育てるには支出が伴い、消費性向は高い
（2013年度平均105.3％）

→ 消費税の引き上げは支出額の増加を招き、
月々の家計困難に直結 家計改善策を

Ø 母子家庭の持ち家率は低く（29.8 ％、母本人の名義の持ち家
に限ると 11.2 ％）、家賃負担のある世帯が多い

→ 特に被災地では、住宅難と家賃の高さが、
生活困窮に拍車をかけている 住居支援を

Ø 電気料金やプロパンガス代、灯油代など水道光熱費の高騰が家
計を直撃

→ 家計の中で削られるのは、子どもの成長に必須の食費、
教育費、保健医療費 格差対策を

Ø 臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金で、月々の家計
負担緩和への効果は

→ 逆進性の高い消費税においては、
低所得者への十分な対策が不可欠

２０１４年第２回
今後の経済財政動向等についての点検会合



必要なのは「地域づくり」と「当事者支援」の二本立て
～親子を孤立させず、地域で包摂するために～

・地域づくり

・支援者・理解者を増やす

例）・ サポーター養成講座の開講

・ シンポジウム開催

・ こども食堂

・ 政策提言

・当事者支援

例）・ 個別支援

・ 居場所づくり

・ シェルター機能

・ 包括的中間就労支援

インクルーム 「生きること全般を支える」包括的な就労支援

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム
World Assembly for Women in Tokyo: WAW! 2015 政府主催

一億総活躍国民会議



地域づくり 支援者・理解者・連携構築
シンポジウムの開催 支援者養成講座の開催



当事者支援 包括的中間就労・家族丸ごと相談

ひとり親家族は複合的な問題を抱えている

課題を抱えたままでは仕事を得にくく、仕事に就いても続けにくくなる

生活支援付き中間就労支援を実施

・就労支援・生活支援・子育て支援と一体化した支援
・研修＋実務経験 雇用契約を結ぶ。
・実施前に下ごしらえとして人材育成と地域づくりを実施

（ニーズ調査、支援者育成、ネットワーク構築、居場所づくり）

学習支援 地域の人
たちが教えてくれるよ

こんな習い事をし
たかったんだよ!



ひとり親の包括的中間就労…最終結果
・インクルーム参加状況…参加者７名のうち６名が事業終了まで在籍し継続した

・就職活動状況…平成27年には6名中 5名就職

・参加した研修生の感想

Aさん：自分と同じような立場の人と話せる機会がなかったので、同じような状況で頑張っている人が

たくさんいるということを知り、「ひとりじゃないんだなぁ」と感じ、励みになりました。

Bさん：すごく色々なことを知れて、自信につながりました。人に会うこと、外に出ることが恐怖に

なっていたが改善されて学校のPTAなどにも出られるようになり、この変化に自分でもびっくりしています。

ぜひ ご覧ください！
http://oxfam.jp/media/2_shin-report-inclu.iwate2013.pdf

修了記念で作成したハンドブック 企画・
構成・取材すべてに取り組みました。

費用対効果でみると
・住所地が「２級地―１」で35歳と子どもが2 人のひとり親家庭の生活保護費を推計すると、月額約18 万円、年額約216 万円。

厚生労働省の資料によると、現に生活保護を受けている世帯の平成16 年7 月における受給期間は平均7.7 年とされている。

モデル例の場合の7.7 年間の生活保護給付費を算出すると、1世帯あたり1600万円

・ 包括的な支援を行うことは現状でのコストの削減（社会保障費の効率化）につながるだけでなく、

未来のコストの削減（生産人口・納税者の育成）にも繋がる。



深刻な日本の子どもの貧困は政策の第一課題

・ 大人が２人以上でも 貧困率は高い。子どもの７人に１人が貧困。

・ 子どもの貧困は、学力、健康、自己肯定感などと相関関係にある。

（全国の学力テストの点数と親の年収の比較より）

・ 何らかの理由でひとり親になったら生活できない社会？

・ 子どもを持つことはリスク？

・ ならば 「子どもはいらない」？

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム
World Assembly for Women in Tokyo: WAW! 2015 政府主催

一億総活躍国民会議



インクルいわての子ども食堂 ５つの特徴
• 相談ができる

学校・家事・育児から解放され相談でき、情報を得られる

複数の相談員を配置 子ども・親への自然な声掛け・協働作業を通し課題の引き出しと信頼関係を構築し

必要な支援につなぐ

• 孤立の緩和（社会的孤立の解消）

学校・職場以外の地域の人とのつながりと相互理解

• 主体性をもって関われる

子どもと親、地域の人が企画、運営し、参画する。

客ではない、オーナーシップとエンパワメント 「ここでしたいこと・食べたいことコーナー」によせられる声を実現させる

• 地域の理解促進 （課題や、存在価値を共有し地域全体で子供を育てる）

食の提供者や地域の理解者を増やし、お互いの存在価値を認め支えあえる。

• 体験の積み重ねによる職業観、未来の選択肢の拡大

しゃいん食堂による企業の参画と体験



当事者支援と地域づくり
～子ども食堂～ ～地域に必要なインフラへ～

インクルいわてのこども食堂は、被災地のひとり親家庭支援、

子育て支援の子どもの居場所づくりから発展し、子ども達、

親子が地域の人たちと関わる場づくりとして、当事者支援と

地域づくりを両輪とし、実施している。

2017年3月11日には、復興と地域づくりの真ん中に、

子育て支援をいれた共生社会の実現のシンポジウムを開催。

岩手県子どもの貧困対策 出前講座のメニューとして、

広く県内に活動を周知している。



※ しゃいん食堂プロジェクト 子供の未来応援基金の支援を受け実施しています

「体験」と「つながり」「職業観」は、子どもの心と未来の栄養
こども食堂の開催時に地元企業さんプレゼンツのお仕事体験プログラムを実施

・ 子育てを応援する（企業・行政・ＮＰＯ・専門職・個人）人たちは

地域で多様なカタチで働いている人たち

子どもたちが「こども食堂」出会う応援してくれる地域の人たちと触れ合う

（一緒に食事したり、作業する）ことや、 地元企業や、様々な仕事を知ることは

社会に存在する多様な選択肢を肌で感じ将来に向けたビジョンを広げることになる

子どもたちに体験（職業体験・働く人とのふれあい）の機会をつくり

将来の選択肢（職業観・働き方・生き方）を広げる



こども食堂で上がった声から実現したもの







こども食堂×しゃいん食堂 スタート！

地元企業さんを知ってお仕事体験します。

記念すべき第１回は「医療ガス会社」プレゼンツ

いろんなガス実験をしよう！ 炭酸味噌汁！

こどもにとって体験は、心と未来の栄養です

第2回 しゃいん食堂 「ビール工場見学」

会社の人と一緒にご飯をたべて、

仲良くなってから見学に出発！

どうして大人はお酒を飲むの？

こどもは1日に300回笑うけど 大人は15回。

楽しくたくさん笑いたいからかもしれないね。

地元自慢の地ビール

迫力満載の窯と麦汁 匂

いも味もお話も、ひとつひと

つが忘れられない体験です。



「こども食堂 × がくせい食堂」
[子供の未来応援基金の支援を受け実施しています]

岩手大学探検 大学って面白いね！

おにいさん、おねえさん なんでも教えてくれる！

学食って楽しいし、美味しいね！ぼくも大学に入りたい！

その声を聴いたら大人の出番です。



困難を抱える子どもの問題は
特定の人たちの問題ではない。

すべての人の「未来」と「生きる」につながっている。

インクルいわて


