
指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

生活保護世帯に属する子供の
高等学校等進学率

９０．８％
（平成25年4月1日現在）

９３．７％
（平成30年4月1日現在）

厚生労働省社会・援護局保護課調べ
分母：中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程及び

特別支援学校中学部を含む。）の卒業者数
分子：高等学校（中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。）、

高等専門学校又は専修学校の高等課程の入学者数

生活保護世帯に属する子供の
高等学校等中退率

５．３％
（平成25年4月1日現在）

４．１％
（平成30年4月1日現在）

厚生労働省社会・援護局保護課調べ
分母：高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学校の４月の在籍者総数

分子：その年の翌年３月までに中退した者の数

生活保護世帯に属する子供の
大学等進学率

３２．９％
（平成25年4月1日現在）

３６．０％
（平成30年4月1日現在）

厚生労働省社会・援護局保護課調べ
分母：高等学校（中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。）、高等専門学校、
専修学校（高等課程又は一般課程）、各種学校又は公共職業能力開発施設の卒業者数
分子：大学、短期大学、専修学校（専門課程又は一般課程）、各種学校への進学者数

児童養護施設の子供の進学率
（中学校卒業後）

９６．６％
（平成26年5月1日現在）

９５．８％
（平成30年5月1日現在）

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ
分母：その年度末に中学校を卒業した者の数

分子：その年度の翌年度（５月時点）に高等学校等又は専修学校等に進学している者の数

児童養護施設の子供の進学率
（高等学校卒業後）

２２．６％
（平成26年5月1日現在）

３０．８％
（平成30年5月1日現在）

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ
分母：高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の卒業者

及び高等専門学校（３学年）を修了した者の数
分子：大学、短期大学、高等専門学校（４学年に進級した者）、専修学校、

各種学校、公共職業訓練施設への進学者数

ひとり親家庭の子供の就園率
（保育所・幼稚園等）

７２．３％
（平成23年度）

８１．７％
（平成28年度）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯又は父子世帯の小学校入学前の者の数
分子：保育先が保育所、幼稚園、認定こども園である割合

ひとり親家庭の子供の進学率
（中学校卒業後）

９３．９％
（平成23年度）

９６．３％
（平成28年度）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯又は父子世帯の16歳の者の数 分子：高等学校、高等専門学校在籍者数

ひとり親家庭の子供の進学率
（高等学校卒業後）

４１．６％
（平成23年度）

５８．５％
（平成28年度）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯又は父子世帯の19歳の者の数

分子：大学、短期大学、専修学校、各種学校の在籍者数

全世帯の子供の高等学校中退率 １．５％
（平成24年度調査）

１．３％
（平成29年度調査）

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
分母：高等学校在籍者数 分子：高等学校中退者数

全世帯の子供の高等学校中退者
数

５１，７８１人
（平成24年度調査）

４６，８０２人
（平成29年度調査）

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

スクールソーシャルワーカーの配
置人数

１００８人
（平成25年度実績）

２０４１人
（平成29年度実績）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ

赤字：見直し箇所 網掛け：削除予定の指標教育の支援
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指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

スクールソーシャルワーカーによる対応
実績のある学校の割合（小学校）

１８．０％
（平成24年度実績）

４５．２％
（平成29年度実績）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
分母：全公立小学校数 分子：補助事業を活用したＳＳＷによる対応実績のある小学校の数

スクールソーシャルワーカーによる対応
実績のある学校の割合（中学校）

２３．８％
（平成24年度実績）

５３．５％
（平成29年度実績）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
分母：全公立中学校数

分子：補助事業を活用したＳＳＷによる対応実績のある中学校の数

スクールカウンセラーの配置率（小学校） ３７．６％
（平成24年度実績）

６６．０％
（平成29年度実績）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
分母：全公立小学校数 分子：補助事業を活用したＳＣが配置された小学校の数

スクールカウンセラーの配置率（中学校） ８２．４％
（平成24年度実績）

８９．６％
（平成29年度実績）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
分母：全公立中学校数 分子：補助事業を活用したＳＣが配置された中学校の数

就学援助制度に関する周知状況
（毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配

付している市町村の割合）

６１．９％
（平成25年度）

７７．９％
（平成29年度）

文部科学省初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム調べ
分母：全回答市町村数

分子：「毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している」と回答した市町村数

就学援助制度に関する周知状況
（入学時に学校で就学援助制度の書類を配付してい

る市町村の割合）

６１．０％
（平成25年度）

７５．４％
（平成29年度）

文部科学省初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム調べ
分母：全回答市町村数

分子：「入学時に学校で就学援助制度の書類を配付している」と回答した市町村数

就学援助制度に関する周知状況
（入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度
の書類を配布している市町村の割合）

４７．５％
（平成25年度）

６５．６％
（平成29年度）

文部科学省初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム調べ
分母：全回答市町村数

分子：「毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している」と回答し、
かつ「入学時に学校で就学援助制度の書類を配付している」と回答した市町村数

新入学児童生徒学用品費等の入学前支
給の実施状況（小学校） －

４７．２％
（平成30年度）

文部科学省初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム調べ
分母：全回答市町村数 分子：「前年度までに実施」と回答した市町村数

新入学児童生徒学用品費等の入学前支
給の実施状況（中学校） －

５６．８％
（平成30年度）

文部科学省初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム調べ
分母：全回答市町村数 分子：「前年度までに実施」と回答した市町村数

日本学生支援機構の奨学金の貸与基準
を満たす希望者のうち、奨学金の貸与を
認められた者の割合（無利子）

予約採用段階 ４０．０％
在学採用段階 １００．０％

（平成25年度実績）

予約採用段階 １００．０％
在学採用段階 １００．０％

（平成30年度実績）

独立行政法人日本学生支援機構調べ

（予約採用段階） 分母：基準適格者数 分子：採用候補者数
（在学採用段階） 分母：基準適格者数 分子：採用者数

日本学生支援機構の奨学金の貸与基準
を満たす希望者のうち、奨学金の貸与を
認められた者の割合（有利子）

予約採用段階 １００．０％
在学採用段階 １００．０％

（平成25年度実績）

予約採用段階 １００．０％
在学採用段階 １００．０％

（平成30年度実績）

独立行政法人日本学生支援機構調べ
（予約採用段階） 分母：基準適格者数 分子：採用候補者数
（在学採用段階） 分母：基準適格者数 分子：採用者数

日本学生支援機構の給付型奨学金利用
者数（学校種別）

－ －
※高等教育の修学支援新制度については令和２年４月より開始。

教育の支援 赤字：見直し箇所 網掛け：削除予定の指標
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指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

生活保護世帯に属する子供の就職率
（中学校卒業後）

２．５％
（平成25年4月1日現在）

１．５％
（平成30年4月1日現在）

厚生労働省社会・援護局保護課調べ
分母：中学校を卒業又は中等教育学校前期課程若しくは
特別支援学校中学部を修了した者の数 分子：就職者数

生活保護世帯に属する子供の就職率
（高等学校等卒業後）

４６．１％
（平成25年4月1日現在）

４６．６％
（平成30年4月1日現在）

厚生労働省社会・援護局保護課調べ
分母：高等学校（中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。）、
高等専門学校、専修学校、各種学校又は公共職業能力開発施設等の卒業者数

分子：就職者数

児童養護施設の子供の就職率
（中学校卒業後）

２．１％
（平成26年5月1日現在）

２．４％
（平成30年5月1日現在）

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ
分母：その年度末に中学校を卒業した者の数 分子：就職者数

児童養護施設の子供の就職率
（高等学校卒業後）

６９．８％
（平成26年5月1日現在）

６２．５％
（平成30年5月1日現在）

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ
分母：高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の卒業者及び

高等専門学校（３学年）を修了した者の数 分子：就職者数

ひとり親家庭の子供の就職率
（中学校卒業後）

０．８％
（平成23年度）

１．７％
（平成28年度）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯又は父子世帯の16歳の者の数 分子：就労者数

ひとり親家庭の子供の就職率
（高等学校卒業後）

３３．０％
（平成23年度）

２４．８％
（平成28年度）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯又は父子世帯の19歳の者の数 分子：就労者数

滞納経験（電気、ガス、水道）
（ひとり親世帯）

－

電気料金 １４．８％
ガス料金 １７．２％
水道料金 １３．８％

（平成29年調査）

生活と支え合いに関する調査（特別集計）
分母：ひとり親世帯数

分子：滞納があったと答えた世帯数

滞納経験（電気、ガス、水道）
（子供のいる全世帯）

－

電気料金 ５．３％
ガス料金 ６．２％
水道料金 ５．３％

（平成29年調査）

生活と支え合いに関する調査（特別集計）
分母：子供がいる世帯数

分子：滞納があったと答えた世帯数

過去1年の食料困窮経験および衣服
が買えない経験（ひとり親世帯） －

食料困窮経験 ３４．９％
衣服が買えない経験 ３９．７％

（平成29年調査）

生活と支え合いに関する調査（特別集計）
分母：ひとり親世帯数

分子：「よくあった」、「ときどきあった」、「まれにあった」と答えた世帯数

過去1年の食料困窮経験および衣服
が買えない経験（子供のいる全世帯） －

食料困窮経験 １６．９％
衣服が買えない経験 ２０．９％

（平成29年調査）

生活と支え合いに関する調査（特別集計）
分母：子供がいる世帯数

分子：「よくあった」、「ときどきあった」、「まれにあった」と答えた世帯数

赤字：見直し箇所 網掛け：削除予定の指標生活の支援
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指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

子供がある世帯の世帯員で頼れる人
が必要であるがいないと答えた人の割
合（ひとり親世帯）

－

重要な事柄の相談 ８．９％
いざという時のお金の援助 ２５．９％

（平成29年調査）

生活と支えあいに関する調査（特別集計）
分母：個人票の有効回答者のうち、子供がいる世帯に属する個人の数

分子：「頼れる人がいない」と回答した個人の数

子供がある世帯の世帯員で頼れる人
が必要であるがいないと答えた人の割
合（等価世帯所得第1～3十分位）

－

重要な事柄の相談 ７．２％
いざという時のお金の援助 ２０．４％

（平成29年調査）

赤字：見直し箇所 網掛け：削除予定の指標生活の支援

注）等価世帯所得の十分位階級とは、世帯を等価世帯所得（世帯人員数を勘案した
世帯所得）の低い方から高い方に並べてそれぞれの世帯数が等しくなるように十等
分したもので、低い方のグル－プから第１十分位、第２十分位…… 第１０十分位という。
なお、平成29年度調査では税・社会保険料を引いた可処分所得について調査。

指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

ひとり親家庭の親の就業率（母子世帯）
－

８０．８％
（平成27年調査）

全国ひとり親世帯等調査 国勢調査
分母：母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）の親の数

分子：就業者数

ひとり親家庭の親の就業率（父子世帯）
－

８８．１％
（平成27年調査）

全国ひとり親世帯等調査 国勢調査
分母：父子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）の親の数

分子：就業者数

ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合
（母子世帯） －

４４．４％
（平成27年調査）

国勢調査
分母：母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）の親のうち、就業している者の数

分子：正規の職員及び従業員の数

ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合
（父子世帯） －

６９．４％
（平成27年調査）

国勢調査
分母：父子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）の親のうち、就業している者の数

分子：正規の職員及び従業員の数

保護者の就労支援
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指標 現大綱策定時 直近値 出所、算出方法

子供の貧困率 国民生活基礎調査 １６．３％
（平成24年）

１３．９％
（平成27年）

国民生活基礎調査
分母：子供（17歳以下）の数

分子：等価可処分所得の中央値の半分（貧困線）に満たない子供の数

全国消費実態調査 ９．９％
（平成21年）

７．９％
（平成26年）

全国消費実態調査
分母：子供（17歳以下）の数

分子：等価可処分所得の中央値の半分（貧困線）に満たない子供の数

子供がいる現役世帯の
うち大人が一人の貧困
率

国民生活基礎調査 ５４．６％
（平成24年）

５０．８％
（平成27年）

国民生活基礎調査
分母：子供のいる現役世帯（世帯主が18歳以上65歳未満の世帯）のうち、

大人（18歳以上）が一人の世帯の世帯員数
分子：等価可処分所得が貧困線に満たない子供のいる現役世帯のうち、

大人が一人の世帯の世帯員数

全国消費実態調査 ６２．０％
（平成21年）

４７．７％
（平成26年）

全国消費実態調査
分母：大人（18歳以上）一人と子供（17歳以下）からなる世帯の世帯員数

分子：等価可処分所得が貧困線に満たない大人一人と
子供からなる世帯の世帯員数

ひとり親家庭のうち養育費についての取決め
をしている割合（母子世帯）

３７．７％
（平成23年11月1日現在）

４２．９％
（平成28年11月1日現在）

全国ひとり親世帯等調査
分母：母子世帯の親の数

分子：養育費の取り決めをしている親の数

ひとり親家庭のうち養育費についての取決め
をしている割合（父子世帯）

１７．５％
（平成23年11月1日現在）

２０．８％
（平成28年11月1日現在）

全国ひとり親世帯等調査
分母：父子世帯の親の数

分子：養育費の取り決めをしている親の数

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子
供の割合（母子世帯）

７７．５％
（平成23年11月1日現在）

６９．８％
（平成28年11月1日現在）

全国ひとり親世帯等調査（特別集計）
分母：母子世帯の子供の数

分子：養育費を現在受け取っていない母子世帯の子供の数

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子
供の割合（父子世帯）

９２．６％
（平成23年11月1日現在）

９０．２％
（平成28年11月1日現在）

全国ひとり親世帯等調査（特別集計）
分母：父子世帯の子供の数

分子：養育費を現在受け取っていない父子世帯の子供の数

経済的支援 赤字：見直し箇所 網掛け：削除予定の指標
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