
ＩＣＴを活用した学習支援（官民協働学習支援プラットフォーム）

○ ＩＣＴ関連企業と連携協力し、地域での子供の学習活動へのＩＣＴ活用を支援する「官民協働学習支
援プラットフォーム」を構築する。
○ ＩＣＴを活用して、小中高生の地域における学習活動やひとり親家庭の子供への学習支援等を行う。

概要

現場が選びやすいように
教材の機能・特徴等をわかりやすい形で
公表

教材会社
パソコンメーカー
・通信会社等

C会社A会社
B会社 D会社

放課後の
小・中学校

福祉施設

ICT教材を
無償・低廉な価格で提供 ICT関連企業

E会社

国

マッチングサイトを設立
子供の貧困対策に協力する意思のある事業者のICT教材関連
情報（教材の機能・特徴等）をわかりやすく集約・発信

PC・ネット環境を
無償・低廉な価格で提供

サポートスタッフやICT教材・パソコン
環境整備等に必要な経費を支援

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
供
へ
の
学
習
支
援

公民館・図書館 サポートスタッフ
による学習のフォロー

学
習
が
遅
れ
が
ち
な
子
供
や
さ
ら
に
学
び
を
深
め
た
い

子
供
へ
の
学
習
支
援
（
地
域
未
来
塾
）

放課後の
高校

NPO法人の施設

＜ＩＣＴ活用を支援する「官民協働学習支援プラットフォーム」（イメージ）＞

学びを応援
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高卒認定試験合格講座受講
（通信教育可）

高卒認定試験受験
（年２回）

高卒認定試験合格

より良い就業・高度な職業訓練へ

受講費用の
２割を支給

受講費用の
４割を支給

最大、受講費用の６割を支給（上限１５万円）

ひとり親家庭の親子の学び直しの支援
～高等学校卒業程度認定試験の合格支援～

より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげるため、
平成27年度より、ひとり親家庭の親に対し、高卒認定試験合格のための講座の受講費用の一部を支給。

現状

○ひとり親家庭の子供の高校中退率等は高い水
準にあり、ひとり親家庭の子供についても支
援が必要。
○既に本事業の対象となっているひとり親家庭
の親についても、確実に試験合格につなげて
いくことが必要

課題
○ひとり親家庭の子供を高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業の対象に追加。
○親子いずれの場合も学習支援事業と組み合わ
せて実施可能な仕組みとする。
○e-ラーニングの活用も推奨する。

学びを応援

対応 ※平成28年４月から実施
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ひとり親への生活・学習支援の実施

○ ひとり親家庭は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理等様々な面において困難に直面する。
○ ひとり親家庭の親の中には、高等学校を卒業しておらず、希望する就業ができないことから、安定し
た就業が難しいなどの支障が生じている。

現状

○ ひとり親家庭の親を対象にして、ファイナンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理講習
会、高卒認定試験を目指す方の学習支援などを通じ、ひとり親家庭同士のネットワークづくりや学び直
しを支援する。
○ ひとり親が生活支援を利用する際には、事業利用中の託児サービスを利用可能とする。

対応

悩み相談、育児や健康管理、家計管理などに関する専門家による講習会の開催、高卒認定試験を目指す
方の学習支援などを通じ、ひとり親家庭同士のネットワークづくりや学び直しを支援する。

23
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生活保護受給世帯の子どもの学習塾等費用の収入認定除外

（参考）現行の保護費の仕組み

最低生活費（保護基準）

収入認定

≪手元に残る≫保護費が減額

収入認定除外

○生活保護受給世帯の子どもに対しては、教育扶助、高等学校等就学費を支給するとともに、自立更生の
ために当てられる奨学金、アルバイト収入等を収入認定から除外することで支援をしている。

○子どもの貧困の連鎖の解消という観点から、まずは高校進学率上昇、高校中退の防止に取り組むこと
が重要な課題であり、さらに、大学進学率の向上も視野に取り組むことも必要である。
○一方、学習塾費用については、現行の運用上、保護費の支給対象及び収入認定除外の対象となってい
ない。

保護費

＜奨学金、アルバイト等収入＞

学びを応援

現状

課題

修学旅行費、クラブ活動費、
私立高校における授業料の不足分学習塾費用

○生活保護世帯の高校生の奨学金、アルバイト収入を学習塾等の費用に充てる場合には収入認定から除
外する。
○また、子どもの学習支援は早期からの支援が重要であると考えられるため、生活保護受給世帯の小学
生・中学生についても、同様の取扱いとする。

対応 ※平成27年10月施行済み（平成27年８月６日通知発出）
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教育委員会
福祉関連機関 学校

（プラットフォーム）

スクールソーシャルワーカー・
スクールカウンセラー

NPO・地域家庭教育支援
チーム

家庭

学校をプラットフォームとした子供やその家庭が抱える問題への対応

全ての子供が集う場である学校をプラットフォームとして、不登校や虐待など子供やその家庭が抱える
問題への早期対応を図る。

学びを応援

概要

連携 訪問型家庭教育支援を推進
家庭教育支援チーム等による相談対応

スクールソーシャルワーカー・
スクールカウンセラーの活用

○スクールソーシャルワーカーの活用
・学校と福祉部局が連携して子供が置かれた様々な環境に働きかけ、問題を解決していく体制の整備
・貧困対策のための重点加配等、配置を拡充
○スクールカウンセラーの活用
児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくため、貧困対策のための重点加配等、配置を拡充
○家庭教育支援チーム等による、家庭教育に困難を抱えた家庭に対する幅広い相談対応等の訪問型
家庭教育支援の推進 25



教育環境等の整備（学校における学力保障等）

ひとり親や多子世帯など、子供たちが置かれている状況にかかわらず質の高い教育を受け
られるよう、学校における学力保障等による教育環境等の整備を図る。

概要

○教職員等の指導体制を充実
家庭環境等に左右されず、学校に通う子供の学力が保障されるよう、少人数の習熟度別指導や、
放課後補習などの取組を行うため、教職員等の指導体制を充実し、きめ細かな指導を推進

○夜間中学の設置促進
義務教育未修了者等の就学機会の確保に重要な役割を果たす夜間中学の設置を促進

○サポートスタッフの派遣
公立高等学校等に、学力向上や中途退学を防ぐことなどを目的としたサポートスタッフ
（退職教員や学校と地域を結ぶコーディネーター等）の配置充実のための支援を実施

○多様な学習を支援する高等学校への支援
定時制・通信制課程や総合学科における多様な学習を支援する
高等学校への支援を実施

学びを応援
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教育環境等の整備（地域と学校の連携・協働による教育力の充実）

ひとり親や多子世帯など、子供たちが置かれている状況にかかわらず質の高い教育を受け
られるよう、地域と学校の連携・協働による教育力の充実による教育環境等の整備を図る。

概要

学びを応援

○コミュニティ・スクールの導入支援
コミュニティ・スクール導入を目指す地域における組織や運営体制づくりへの
支援を行い、コミュニティ・スクールの導入を促進

○地域と学校の連携・協働
地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を
積極的に推進するための体制を整備

○放課後子供教室の充実
全ての子供を対象として、安心・安全な活動拠点を設け、多様な体験や学習活動等の機会を提供す
る放課後子供教室を充実

27



青少年の「自立する」力応援プロジェクトとして、「生活・自立支援キャンプ」、「子どもゆめ基金」
による支援、「学生サポーター制度」による支援を実施する。

青少年の「自立する力」応援プロジェクト
概要

青少年の「自立する」力 応援プロジェクト
体験活動のノウハウや全国28の教育施設などを活かすとともに、関係機関と連携して、総合的な取組みを行う

青少年の自立する力
UP!

ひとり親家庭や児童養護施設、
母子生活支援施設など、経済的に
困難な状況にある子供が規則正し
い生活習慣や自立する力を身につ
けることができるよう、国立青少
年教育施設において、「生活・自
立支援キャンプ」を実施。

「生活・自立支援キャンプ」
の実施

生活習慣や自立的行動習慣の
定着

民間団体が、困難な環境にあ
る子供を対象とした体験活動や
読書活動を行う場合、従来の
「子どもゆめ基金」における支
援では対象外とされていた参加
者の交通費・宿泊費や飲食代な
ど（自己負担経費）について、
支援。

「子どもゆめ基金」による支援

体験活動等への参加に係る
経済的負担の軽減

児童養護施設または母子生活
支援施設出身の大学生や大学進
学を予定している高校生を対象
に、国立青少年教育施設におけ
る「学生サポーター」としての
業務に対して、毎月一定額の報
酬（10万円／月）を支給。

学生サポーター制度による支援

学生生活を経済的に支援、
体験活動に関する知識や

技能の習得

学びを応援
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高等職業訓練促進給付金の充実

○就職に有利な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間に高等職業訓練促進給
付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。
○対象となる資格は、就職に有利な資格であって、法令で２年以上のカリキュラムを修業することが必
要とされているもの（看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士等）
○支給対象期間は最長２年間、支給額は月額10万円（住民税課税世帯は月額70,500円）

現状

○高等職業訓練促進給付金については、看護師など修学期間が３年以上の場合、１年間は給付金による
生活費の支援が受けられない。

課題

○高等職業訓練促進給付金について、以下のとおり充実させる。
・支給期間の延長：２年→３年
・対象資格の拡大：２年以上修学する資格→１年以上修学する資格（調理師や製菓衛生師も新たに対象）
・通信制の利用要件の緩和：本人が仕事をしながら資格取得を目指す場合にも、通信制を利用可

・総支給件数 ： 7,875件
・資格取得者数 ： 3,212人（看護師 1,441人、准看護師 1,133人、保育士 243人、介護福祉士 111人など）
・就職者数 ： 2,631人（看護師 1,313人、准看護師 797人、保育士 186人、介護福祉士 97人など）

高等職業訓練促進給付金の実績（平成25年度）

仕事を応援

対応

29
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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の創設 仕事を応援

○高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家
庭の親に対し、資格取得を促進し、更なる自立の促進を図る必要がある。

現状・課題

○高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家
庭の親に対し入学準備金・就職準備金を貸し付け、これらの者の修学を容易にすることにより、資格
取得を促進し、自立の促進を図る。

○高等職業訓練促進資金貸付事業を以下のとおり創設する。
・対象者：ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給対象者
・貸付額：養成機関への入学時 入学準備金 ５０万円

養成機関を修了し、資格取得をした場合 就職準備金 ２０万円
・返還免除：貸付を受けた者が、養成機関卒業から１年以内に資格を活かして就職し、貸付を受けた都

道府県又は指定都市の区域内等において、５年間その職に従事したときは、貸付金の返還を
免除する。

対応 ※平成27年度補正予算で実施
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高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
金

入
学
準
備
金

高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
金

就
職
準
備
金

修業開始 修業修了

母子父子寡婦福祉資金貸付金（授業料相当）
月額：68,000円

無利子（保証人あり）、年1.5%（保証人なし）→ 年1.0％に引き下げ
償還期間：20年以内

高等職業訓練促進給付金（生活費相当）
月 額：100,000円（住民税課税世帯：70,500円）
支給期間： ２年 → ３年
対象資格：修業期間２年以上の資格 → １年以上の資格

50万円

児童手当
第１子10,000円、第２子10,000円、第３子以降15,000円（0～3歳15,000円、中学生10,000円）

20万円

児童扶養手当
第１子42,000円、第２子5,000円→10,000円、第３子以降3,000円→6,000円

返還免除
あり

返還免除
あり

奨学金（日本学生支援機構）
月額：3～12万円

無利子（第１種）、最大年3%（第２種）
保証人：必要(機関保証あり)

償還期間：20年以内

奨学金（その他）
※内容は実施主体による

就
職

新 新

ひとり親の資格取得の支援（給付金・貸付金） 仕事を応援

ひとり親に対しては、児童手当や児童扶養手当に加え、高等職業訓練促進給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、
奨学金の活用が可能であるが、さらに高等職業訓練促進資金貸付金を創設することにより、資格取得を支援。
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自立支援教育訓練給付金の充実

○教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給（自立支援教育訓練給付金：受講費用
の２割、上限１０万円）することにより、主体的な能力開発の取組を支援する。

現状

○働きながら更なるキャリアアップができるよう、教育訓練を受講しやすい仕組みとする必要。

課題

自立支援教育訓練給付金について、以下のとおり充実する。
・訓練受講費用の２割（上限10万円）を助成→６割（上限20万円）を助成

仕事を応援

対応

・支給件数 ： 1,004件
・就職件数 ： 675件
・対象講座 ： 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など（介護職員初任者研修、簿記、パソコン技能等）

自立支援教育訓練給付金の実績（平成25年度）
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ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン①
「出張ハローワーク！」

～地方自治体との連携による就労支援の強化～

○都道府県労働局・ハローワークでは、地方自治体との協定等に基づく連携を基盤に、生活保護受給者等の就労促進
を図る事業（生活保護受給者等就労自立促進事業）を行っている。
○このほか、希望する地方自治体において、国が行う無料職業紹介等と地方自治体が行う業務をワンストップで一体
的に実施する国と地方自治体の連携事業である「一体的実施事業」も行っている。

現状

○生活保護受給者等就労自立促進
事業の支援対象者とするに当
たっては、地方自治体からのハ
ローワークへの送り出し（支援
要請）が必要。
○しかし、児童扶養手当受給者に
ついては、地方自治体へ定期的
に出向く必要がないため、本事
業への誘導が難しい。

課題
○児童扶養手当受給者が地方自治体に現況届を提出する８月
に、『出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャン
ペーン』を実施し、周知用のチラシを自治体からの郵送物
に同封してもらう等、集中的に配布。
○地方自治体にハローワークの臨時相談窓口を設置する取組
を強化。また、既にハローワークの常設窓口が設置されて
いる場合は、常設窓口への誘導を強化。
○既存の一体的実施事業の施設で、ひとり親家庭を対象とし
ていない場合には、地方自治体のニーズを踏まえつつ、ひ
とり親家庭の就労支援に関する事業の追加を検討。

仕事を応援

対応

・臨時相談窓口の設置件数 412か所
相談件数 3,217件 （※平成27年８月３１日時点）

・生活保護受給者等（児童扶養手当受給者も含む）を対象にした一体的施設（常設窓口）
：86市区（161拠点）※平成27年10月１日時点

実施結果
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ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン①
「出張ハローワーク！」

～地方自治体との連携による就労支援の強化～
○都道府県労働局長に対し、地方自治体へのハローワークの臨時相談窓口の設置について重点的に取り組むよう指示。
また、全国会議において職業安定部長に対し、指示。
○これを受け、各労働局・ハローワークにおいてプレスリリース、リーフレット等を活用して積極的に周知・広報。

リーフレット(例)

仕事を応援

プレスリリース(例)

【取組実施状況】
常設窓口161か所に加え、
臨時相談窓口を412か所設置。
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ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン②
～マザーズハローワーク事業におけるひとり親支援の体制整備～

○子ども連れで来所しやすい環境を整備のうえ、担当者制によるきめ細かな職業相談の実施。
○あわせて、地方公共団体等との連携による保育サービス関連情報を提供。

現状

○安定した雇用への就労を推進するため、ひとり親に対する就職支援を充実することが必要。
課題

○ひとり親に対して専門的な支援を実施するため、各マザーズハローワークに、ひとり親の就職支援担
当の専門相談員を新規配置する（平成28年度 ２１人（各所１人））とともに、プライバシーに配慮
した相談環境を整備する。
○地方公共団体やひとり親家庭への支援を行うＮＰＯ法人等の関係機関と連携した支援を実施する。
○ひとり親が利用しやすい職業訓練への誘導・あっせん機能を強化するため、各マザーズハローワーク
に職業訓練担当の専門相談員を新規配置する。（平成28年度 ４２人（各所２人））

・新規求職者数： 219,085人 （うち担当者制支援対象者 71,560人）
・就職件数 ： 76,119件 （うち担当者制支援対象者 62,611件）

マザーズハローワーク事業の利用実績（平成26年度）

仕事を応援

対応
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○関係する助成金としては、
・試行的な雇い入れを経た安定就業を支援する制度として『トライアル雇用奨励金』
・就職困難者の雇用をサポートする制度として『特定求職者雇用開発助成金』
・非正規雇用労働者のキャリアアップを支援する制度として『キャリアアップ助成金』がある。

現状

○結婚、育児等で離職し、長期のキャリアブランクがあるひとり親の
中には、再就職に当たって、まずは試行的な雇用（有期雇用）を希
望する者が一定程度いるため、試行的な雇用が有効。
○加えて、試用雇用から長期雇用につなげる道を広げることが重要。
○また、キャリアアップ助成金の活用による正規雇用転換等も引き続
き重要。

課題

○トライアル雇用奨励金と特定求職者
雇用開発助成金の併用を可能とす
る。
※平成28年度から実施
○キャリアアップ助成金についても、
引き続き活用を促進。

【概要】
●トライアル雇用奨励金： 一定期間（最大3か月）試行雇用した場合に15万円を支給（月額5万円）
●特定求職者雇用開発助成金： ひとり親などの就職困難者の雇入れ後、最初の半年を第１期として30(25)万円、次の半年を第２期として

30(25)万円、合計60(50)万円を支給（括弧書きは中小企業以外の場合の額）
●キャリアアップ助成金

有期契約労働者を正規雇用に転換した場合に50(40)万円＋10万円（ひとり親加算）を助成 等
（平成27年12月時点の助成額(括弧書きは中小企業以外の場合の額））

【平成26年度支給実績（ひとり親家庭の親の実績）】
●トライアル雇用奨励金： 26人（259万円）
●特定求職者雇用開発助成金： 36,262件（133.6億円）※第１期及び第２期の支給件数の計
●キャリアアップ助成金： 327人（1.8億円）（正規雇用等転換コースに限る）

助成金の概要・実績

ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン③
～助成金の活用・拡充～

仕事を応援

対応
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ひとり親が利用しやすい能力開発施策の推進①

○求職者支援訓練において、以下のコースを新設する。
・託児サービス支援付きの訓練コース
・１日の訓練時間数を短く設定した短時間訓練コース（約４時間／日）
○ひとり親に対する訓練受講のあっせんの更なる優遇を実施する。（平成28年１月～）
○より就職に繋がるよう基礎的な訓練受講後に資格取得を含めた実践的な訓練（公共職業訓練を含む。）にス
テップアップする仕組みを新設する。
○公共職業訓練（主に雇用保険を受給している求職者が対象）において、既に実施している託児サービス支援付
きコース及び短時間訓練コースを平成28年４月から拡充する。

（参考：公共職業訓練における託児サービス支援の実績）（参考：公共職業訓練における託児サービス支援の実績）
設定コース数 託児利用受講者数 申込児童数

平成25年度 266コース 473人 514人

平成26年度 428コース 519人 575人

○対象：雇用保険を受給できない求職者
（職業経験が乏しい方、育児で仕事にブランクのある方等）
※ひとり親の方等を、就職困難者としてあっせんにあたって優遇

○訓練の種類：基礎コース（基礎的能力を習得）、実践コース（基礎～実践的能力を習得）
（実践コースの例）
・介護系（介護福祉サービス科等）・医療事務系（医療・調剤事務科等）等

○訓練期間： ３～６か月

求職者支援訓練の概要

仕事を応援

対応

○出産・育児等を理由とする離職後の再就職のためには、実践的な職業能力開発への支援が必要
○特に求職者支援訓練（雇用保険を受給できない求職者が対象）については、受講者の７割を女性が占めており
（30代以降の女性のうち約２割がひとり親）、育児等に配慮した職業訓練の拡充が必要

現状と課題

（託児サービスの様子）

（訓練風景）

・平成26年度実績（速報値）：受講者数合計：55,002人
うち女性：39,245人（71.4％）
・30代女性に占めるひとり親の割合：23.1％ ※JILPT制度利用者調査
40代女性に占めるひとり親の割合：26.1％ ※JILPT制度利用者調査 37


