
子供の貧困対策に関する
地方自治体における取組事例
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子供の貧困対策推進室

資料１



■地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する。（第４条）
■都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策について計画を定めるよう努める。（第９条）
■国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要
な施策を講ずる。（第１０条）
■国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社
会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活に関する支援のために必要な施策を講ずる。（第１１条）
■国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある
子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ずる。（第１２条）
■国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要
な施策を講じる。（第１３条）
■国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する調査及びその他の必要な施
策を講ずる。（第１０条）

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」について（平成25年法律第64号）
（平成26年1月17日施行）

この法律は、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総
合的に推進することを目的とする。

■子供の貧困対策は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として推進されな
ければならない。

■子供の貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、総合的な取組として行わなければならない。

目的・基本理念

子供の貧困対策を総合的に推進するための枠組みづくり

子供の貧困対策に関する大綱

子どもの貧困対策会議
〔会長：内閣総理大臣〕

大綱案
の作成

勘案

国

都道府県子供の貧困対策計画

地方公共団体

〔策定努力義務〕

密接な連携

〔閣議決定〕

関係者の意見を把握
（衆・厚労委 決議)

地方自治体の役割
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○官公民の連携等によって子供の貧困対策を国民運動として展開する。
子供の貧困対策を進めるに当たっては、国、地方公共団体、民間の企業・団体等が連携・協働して取り組むとともに、積極的な
広報・啓発活動等によって、幅広い理解と協力を得ることにより、国民運動として展開していく必要がある。

「子供の貧困対策に関する大綱」について （平成26年8月29日閣議決定）

○子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖する
ことのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る。

○全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する。

目的・基本理念

基本的な方針

○施策の推進体制等
■地域における施策推進への支援
子供の貧困対策を総合的に推進するためには、教育分野、福祉分野等の地域における多様な関係者の連携・協力を得つつ、地
域の実情に即した効果的な施策に取り組むことが重要である。
このため、都道府県など地方公共団体において、子供の貧困対策についての検討の場が設けられるよう、また、地域の実情を
踏まえた子供の貧困対策についての計画が策定されるよう働きかけるとともに、情報提供等の適切な支援を行う。さらに、法律
に規定する教育の支援、生活の支援等の４つの支援に加え、地域を基盤とした支援ネットワークの整備・活用を視野に入れて地
方公共団体の取組を支援する。

■官公民の連携・協働プロジェクトの推進、国民運動の展開
子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、国、地方公共団体、民間の企業・団体等によるネットワークを構築し、各種支
援情報等の収集・提供や子供の貧困対策に関する優れた取り組み等に対する表彰事業の実施、民間資金を活用した支援など、官
公民・連携プロジェクトを推進する。
また、このような取組や既存の制度・施策等について積極的に情報発信をし、国民の幅広い理解と協力の下に子供の貧困対策
を国民運動として展開する。

指標の改善に向けた当面の重点施策
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「地域子供の未来応援交付金」の実施傾向について

○地域子供の未来応援交付金については、平成２７年度第２次補正予算で２４億円、平成２８年度第２次補正予算で１０億円を計上
し、いずれも翌年度に繰り越して執行している。
○平成２８年度執行において、実施総数７９件であったところ、平成２９年度執行においては１４８件と大幅に増加している。各事業
の実施件数についてもそれぞれ約２倍となっている。
○また、実態調査・計画を策定した市町村のうち、中核市（20万人以上）未満の市町村は約２／３となっている。
○内閣府において行った自治体へのアンケートによると、実態調査においては、「調査項目の作成」が困難だったとしている。

0

50

100

150

実態調査・

計画策定

体制整備 モデル事業

平成２８年度 61 12 6

平成２９年度 113 25 10

地域子供の未来応援交付金の事業ごとの実施状況（件数）区分 平成2８年度執行 平成2９年度執行

（１）実態調査・
計画策定

６１件
１．４４億円

１13件
２．４６億円

（２）体制整備 １２件
０．３７億円

２5件
０．30億円

（３）モデル事業 ６件
０．２億円

10件
０．１7億円

合計 ７９件
２．０１億円

１48件
２．95億円
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実態調査・整備計画策定市区町村の人口別内訳（件数）
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調査項目の作成

回収率の向上

調査結果の活用

その他

実態調査実施済自治体が、実施に当たって困難だった事由

（複数回答可、回答数１２６自治体）

７８％

５４％

５３％

２９％
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「地域子供の未来応援交付金」の活用状況について

○平成２９年１０月２７日現在、地域子供の未来応援交付金は、１７８自治体（２１都道府県、１５７市区町村）
で活用されている。

○平成２８年度執行においては６５自治体であり、実施自治体数は約３倍になっている。
○都道府県及び管下の市区町村のいずれも交付金を活用していない自治体は、あと６自治体（山形県、栃木県、茨城
県、福井県、愛媛県、大分県）となっており、ほぼ全国で活用されている。

都道府県及び市区町村実施、市区町村のみ実施
○各都道府県及び市区町村における交付金の活用の推移

都道府県のみ実施

平成２８年度執行自治体
（平成２８年3月末現在）

平成２９年度交付決定自治体
（平成２９年１０月２７日現在）

１７８自治体へ交付決定
うち都道府県 ２１
うち市区町村 １５７

６５自治体へ交付決定
うち都道府県 １２
うち市区町村 ５３

○説明会の開催：青森県（６月27日）
○職員の派遣 ：山梨県（６月５日）、秋田県（７月25日、８月８日、８月22日）、埼玉県（８月16日）、

高知県（９月８日）、山形県（10月20日）、佐賀県（11月22日）

地方自治体に対する説明会等の開催状況（平成２９年度）
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本サイトは、「子供の貧困対策に関する大綱」において、「子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、国、地方公共団体、民
間の企業・団体等によるネットワークを構築し、各種支援情報等の収集・提供（中略）など、官公民の連携・協働プロジェクトを推進
する」とされていることを受けて平成２７年１０月から公開・運用しています。
国、都道府県、市町村が行う子供の貧困対策（支援情報）を一元的に集約し、検索できる総合的な支援情報ポータルサイトであり、
「子供の未来応援国民運動」の一環として、重要な役割を担っております。

より多くの皆様に必要な支援情報を届けられるよう検索方法等をリニューアルし、ユーザビリティを向上させました。
●支援情報の検索機能の改善

悩みごとを下階層へ移行し、
プルダウンメニュー化

検索方法の明確化

フリーワード検索を複数
ワードで検索できるよう改善

改修前 改修後

選択肢の細分化

次ページ

子供の未来応援プロジェクトホームページの一部リニューアルについて
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自治体ごとの支援実施状況（登録施
策数）の表示化【見える化に対応】

子供の未来応援プロジェクト
http://www.kodomohinkon.go.jp/

教育の支援、生活の支援、親の就
労支援、その他、の右に記載され
ている数値が登録施策数

改修後

・
・
・

全国 1,214
市区町村が登録

地域（自治体）検索のデザイン変更
（日本地図から検索）
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地域学校協働活動の推進

統括的な地域学校協働活動推進員
（市町村レベル）

・未実施地域における取組実施を推進
・地域学校協働活動推進員間の調整
・地域学校協働活動推進員の資質や

活動の質の向上 511人

A協働本部

C協働本部

B協働本部

放課後子供教室
地域住民等による小学校での放課後の学
習支援、体験機会の提供及び居場所づくり
を拡充。

地域未来塾
地域住民の協力やＩＣＴの活用により、学習が遅れ
がちな中高生等の無料の学習支援を拡充。

外部人材を活用した教育支援活動
民間企業等の多様な経験や技能を持つ外部人材の活用により、土曜日や休日等の特色・魅力のある教育プログラム
を充実。

17,615教室 2,813箇所

12,423校

放課後児童クラブとの一体型を中心とする
放課後子ども総合プランの推進

地 域 学 校 協 働 活 動
地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生するための活動

土曜日等
の活用

貧困対策

児童の
居場所

5,168箇所

●地域ブランドづくり学習 ●防災学習 ●課外活動補助
●ふるさと発見学習 ●地域行事への参画 等

地域学校協働活動推進員
（学校区レベル）従来の学校支援地域本部等を基盤とし、幅広い

地域住民や団体等の参画によりネットワークを構築し、
地域学校協働活動を推進

A 地 域 学 校 協 働 本 部

青少年

・地域住民等や学校との連絡・調整
・地域学校協働活動の企画・推進等

23,019人

大人 高齢者文化
団体

ＮＰＯ企業
保護者・

ＰＴＡ

スポーツ
団体

大学等
段階

就学前
段階

高校
段階

中学校
段階

小学校
段階
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「地域未来塾」の取組事例

目 的 ・ 背 景 ：経済的な理由で家庭での学習が困難であったり、学習に遅れのある生徒への支援

対 象 者 ：中学1年生～3年生

実 施 教 科 ：国語、数学、英語

学 習 内 容 ：通常の授業で学習している内容

実 施 時 間 ：毎週水曜日・金曜日（17:00～19:00）

実 施 体 制 ：１日当たりの平均参加人数10～15人
ボランティアの1日当たりの平均配置人数5～6人

実 施 形 態 ：自習形式

コミュニティハウス（学校敷地内別棟）を活用した放課後学び場教室を実施 横浜市立すすき野中学校（神奈川県）

• 放課後の自習教室を学校敷地内にある「すすき野コミュニティハウス」で平成21年度から実施している。

• 平成23年度より、学校・地域コーディネーターを配置した「すすき野中学校支援会」が発足したことに伴い、支援会が自習教室

のバックアップを行っている。

• 参加を希望する生徒の募集は学校が行い、学習支援を行うボランティアの募集については支援会が行っている。

• 様々な課題に対し、支援会・学校・自習教室の三者で情報交換の場を持ち、話し合って解決している。

• 「支援会」が参画することにより、地域ぐるみで子供の
成長を支える活動となっている。

• 参加する生徒が少しでもできるようになれば、ボラン
ティアのやりがいにもつながる。

• 分からないところを分かりやすく丁寧に教えてもらった
• 入試のことや勉強の仕方が分かった
• 家よりも学校の方が効率がよいので、放課後学び場教室があってよかった
• 分からないところを気軽に質問でき、とてもよかった

学校・地域コーディネーター、学習支援員の声 放課後学び場教室に参加している生徒の声

すすき野中学校放課後学び場教室のポイント

すすき野中学校放課後学び場教室の概要
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6,526

7,659
2,342
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3,202
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10,000

12,000

14,000

16,000

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

特別支援学校

高等学校

中学校

小学校

スクールソーシャルワーカーの対応実績

（対応学校数）

○ スクールソーシャルワーカー活用調査研究委託事業（平成20年度）―国の全額委託事業（１０／１０）
○ スクールソーシャルワーカー活用事業（平成21度～22年度）―都道府県・指定都市に対する補助事業（補助率 １／３）
○ スクールソーシャルワーカー活用事業（平成23年度～）―都道府県・指定都市・中核市に対する補助事業（補助率 １／３）
○ 平成21年度～平成24年度は、学校・家庭・地域の連携協力推進事業の一部として実施。
○ 平成25年度から、いじめ対策等総合推進事業の１メニューとして実施。

区分＼年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算額 １，５３８百万円
１４，２６１百万円 １３，０９２百万円 ９，４５０百万円 ８，５１６百万円

３５５百万円 ３９４百万円 ６４７百万円 ９７２百万円
の内数 の内数 の内数 の内数

ＳＳＷ実人数 ９４４人 ５５２人 ６１４人 ７２２人 ７８４人 １．００８人 １，１８６人 １，３９９人 １，７８０人

対応学校数合計 ６，５０７ ７，８１５ ８，８０５ １１，３９２ １３，５７３
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602 776 1,497 2,607 1,599 1,823 1,906 1,697 1,988 3,134 
5,694 6,412 6,070 

7,967 
10,246 

11,695 12,741 13,041 
15,062 
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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

小学校

中学校

義務教育学校

高等学校

中等教育学校

特別支援学校

その他（教育委員会、教育支援センター等）

※Ｈ１２まで調査研究事業（委託事業）、Ｈ１３から補助事業。
※Ｈ２１から、拠点校を定めず巡回して複数の学校を併せて担当する場合における巡回対象となる学校（巡回校）
必要に応じて派遣される学校（派遣校）の形態も可能としている。
※Ｈ２３～Ｈ２６は緊急スクールカウンセラー等派遣事業の活用による配置を含んでいない。
※Ｈ２７は緊急スクールカウンセラー等派遣事業分（岩手県、宮城県、福島県、仙台市）を含む。
※Ｈ２８、Ｈ２９は、緊急スクールカウンセラー等活用事業の活用による配置を含む。

年度 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

合計 154 553 1,065 1,661 2,015 2,250 4,406 6,572 6,941 8,485 9,547 10,158

（箇所）

高32
中93
小29

高225
中654
小186

高293
中995
小373高119

中337
小97

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 Ｈ29（計画）

合計 11,460 12,263 15,461 16,012 15,476 17,621 20,310 22,013 24,254 24,661 27,009

（計画）

その他（教育委員会、

教育支援センター等）171
特別支援学校333
中等教育学校27
義務教育学校41

スクールカウンセラーの配置状況
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スクールソーシャルワーカー活用事業及び
スクールカウンセラー等活用事業における貧困への取組事例

香川県

三重県

SSW・ＳＣの配置状況（平成２８年度）
SSW配置人数：10人
SC配置率 ：小学校85.4％、中学校95.7％

活用事例
・経済的に厳しい家庭であり、学校諸費が未払い
・光熱費等の滞納を繰り返しているが、生活保護の申請に否定的

→ ＳＳＷが児童とＳＣとをつなぎ、児童の心のケアを実施。 また、家庭訪問を行い、家庭の状況について詳しく聴き取るとともに、市町の
生活保護担当課と連携して生活保護を受ける際のメリット・デメリットについて説明。その結果、保護者は生活保護を受給し、家庭生活
の安定につながった。また、ＳＣとの面談の継続により、児童は安定した学校生活を送ることができるようになった。

SSW・ＳＣの配置状況（平成２８年度）
SSW配置人数：22人
SC配置率 ：小学校：97.6％、中学校97.1％

活用事例
・小学６年生（弟）、中学２年生（姉）
・両親の病気及び借金等により、両親が離婚し父親の養育となる。主には祖母が世話を行っている。

→ 弟が通う学校においてＳＣが全員面談（カウンセリング）を行った際、弟の断続的な欠席の理由や家庭での状況等を把握することが
でき、家庭が貧困状況にあることが判明。弟の状況から、姉についても同じＳＣのカウンセリングによる状況把握が進められたところ、
欠席日数は少ないが学校生活において課題があることを把握。ＳＣやＳＳＷ、担任等を含めたケース会議を開催し、情報を共有及び対
応を協議。ＳＣが当該児童生徒の心のケアを行うとともに、祖母のカウンセリングも実施。また、経済的な面については、ＳＳＷの助言
により準要保護児童生徒の認定につながった。これらの結果、２名ともに前向きに登校できるようになった。 11



スクールソーシャルワーカー活用事業及び
スクールカウンセラー等活用事業における貧困への取組事例

山口県

SSW・ＳＣの配置状況（平成２８年度）
SSW配置人数：47人
SC配置率 ：小学校94.3％、中学校95.5％

活用事例
・ひとり親世帯で、本人（高校生）は不登校傾向
・小・中・高校において校納金が未払い
・親族間のトラブルを抱えている

→ ＳＳＷが生徒と数回面談し生徒との関係を構築したほか、親子を引率して生活困窮者自立支援事業について相談。保護者は正規
職員に転職し、生活が安定して校納金も収められるようになった。また、親族間のトラブルについてＳＳＷが法テラスと連携して対応した
ことにより、トラブルの解決につながった。

滋賀県

SSW・ＳＣの配置状況（平成２８年度）
SSW配置人数：15人
SC配置率 ：小学校99.1％、中学校99.0％

活用事例
・中学１年生女子、小学校の時から不登校
・家族の介護により両親が疲弊。学校徴収金の滞納
・小学校時代、学校との面談等を母親は拒否

→ ＳＣが働きかけて、市の福祉部局や、兄弟の通う学校等の関係機関を含めた拡大ケース会議を開催。母親が学校に対して拒否感
を抱いていたが、担任やＳＣによる継続的な働きかけにより、母子との面談ができるようになった。福祉部局等、多方面らの支援、ＳＣ
による当該生徒の心のケアにより放課後登校ができるようになった。

12



生活困窮者自立支援制度の概要

◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育
成（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す
相談支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する
学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◆自立相談支援事業
（全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関（H29年度））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点と
して機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資
源の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準備

が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が
必要な者

緊急に衣食住の

確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援
を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援

（※

）
緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心
に記載しているが、これ以外に様々な支援
（◇）があることに留意

家計から生活

再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は、自立に向けた人的支援

を包括的に提供

柔軟な働き方を

必要とする者

就労に向けた準備
が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費２／３

国費１／２

国費１／２

国費３／４

平成29年度予算額 400億円
（平成28年度予算額 400億円）

13



各分野の支援事業・支援機関

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。自治体は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。

生
活
困
窮
者

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

包括的・継続的な支援

生活困窮者自立支援
法に基づく支援

総合的な
アセスメント
本人の主体性と
多様性を重視

○再アセスメント
による 評価

○プランの見直し

フォローアッ
プ

自立相談支援事業

法定事業等に係る
自治体の支援決定

期待される効果

包括的
に対応

支援調整会議
による調整

法以外の支援
民生委員による見守りな
どインフォーマルな支援

相
談
窓
口

早期把握

自立生活のためのプランの作成

自立相談支援事業について
事業の概要

14



自立相談支援事業におけるプランの例

ひとり親世帯のケース

n 中学生の子の不登校問題をきっかけに民生委員が家庭
訪問すると、数日間食事をしていない母親が出てき
た。

n 母は離職しており、電気・電話の供給も止まってい
た。民生委員が自立相談支援機関まで付き添い、支援
につながる。

n 直ちに食糧支援により当座をしのぐ。その後、生活保
護受給者等就労自立促進事業を行うことにより就労が
決定し、生活再建。

n 現在は子どもの不登校について学校・民生委員と連携

複合的な課題を抱える複数人世帯のケース

n 相談者の就労支援の希望であるが、配偶者が精神疾患
で在宅せざるを得ず、前職を離職しており、世帯支援
が必要。

n 自立相談支援機関において、まず配偶者について医療
機関受診へのつなぎを行い、医療保護入院となる。あ
わせて障害者手帳と障害年金の申請支援を開始。

n 次に、住居確保給付金を申請し、相談者の就労支援を
開始。この段階で、多額の借金があるとの相談があり、
弁護士へ相談をつなげて破産手続を開始。

n 無料職業紹介事業所にて介護職を紹介してもらい、正
規雇用として就労開始。

n 配偶者は障害者手帳を取得し、病状も落ち着いてきた
ため退院、デイケアに通う。

ひきこもりの人のケース

n 市の広報で就労準備支援事業を知り、家族とともに相
談に来る。不登校があり家族が見守ってきたが、家族
の高齢化とともに将来的な不安が強くなり相談。

n 就労準備支援事業の利用に向けたプランを作成。まず
清掃工場でのボランティア。慣れてきたら半日で
1,000円の公園清掃を予定。

n その後は、スーパーの裏方業務など一般就労につなが
るケースや、求職者支援訓練につながるケース、障害
者手帳を取得して就労移行支援事業や就労継続Ａ型に
つながるケースなど様々。

家計収支がマイナスの高齢単身世帯のケース

n 家賃滞納によりアパートの退去を求められ、不動産事
業者と民生委員に付き添われ社協の貸付に来所。

n 貸付だけでは解決しないので自立相談支援事業へつな
ぎ、貸付条件として家計相談支援事業を利用すること
とする。

n 年金支給月に必要な経費と生活費を算出し、本人に実
行してもらう。毎週購入した物のレシートにてチェッ
クを行う。

n 増収のためシルバー人材センターに登録。作業の臨時
収入が入るようになる。支援中に、子が同居して金銭
管理を行うこととなる。

n シルバーでの臨時収入分２万５千円相当を毎月貯蓄で
きるようになる。

○ 自立相談支援事業においては、相談者・世帯の状況に応じ、様々な支援を盛り込んだプランを作成
し、継続的な支援が行われている。 ※自治体から提供された支援実例を元に、加工したもの

15



母子・父子
自立支援員

○養育費相談支援センタ－等による養育費相談
○弁護士による養育費等に関する法律相談
○児童扶養手当の支給、各種貸付金の貸付 など

○自立支援プログラムの策定
○ハローワーク等との定期的な連絡調整や同行
支援など
○能力開発等のための給付金の支給 など

○保育所、放課後児童クラブ優先入所
○家庭生活支援員（ヘルパー）の派遣 など

就業支援

子育て・生活支援

養育費の確保、経済的支援

ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業

○子どもの生活・学習支援事業 など
子どもへの支援

○ ひとり親家庭に対する総合的な支援体制を構築・強化するため、地方自治体の相談窓口に、就業支援を担う「就業支援専門
員」を配置し、就業支援の専門性と体制の確保や、母子・父子自立支援員と連携することで、相談支援体制の質・量の充実を
図るとともに、ひとり親家庭が抱える様々な課題について相談できる集中相談事業を実施し、適切な支援メニューにつなげら
れるような体制の整備を図ることを目的とする。

目 的 ※平成26年度から実施

○ 就業支援に関する専門的な知識を有する専任の「就業支援専門員」を配置し、母子・父子自立支援員と連携・協力して相談
支援に当たることで、①自治体の規模、支援サービスの状況など地域の実情に応じた相談窓口のワンストップ化を推進、②就
業を軸とした的確かつ継続的な支援の提供、③ＳＮＳ等を活用した支援施策に関する周知などを行う。

○ 児童扶養手当の現況届の提出時期（８月）等に、ハローワーク職員、公営住宅・保育所・教育関係部局職員、母子家庭等就
業・自立支援センター職員、婦人相談所職員、弁護士等を相談窓口に配置して、様々な課題に集中的に対応できる相談の機会
を設定する。

事業内容

○ 就業支援専門員には、ハローワークや民間の職業
紹介会社において職業紹介、キャリアコンサル
ティングなどの実務経験を有する者、若者の自立
支援を行う団体での支援経験者などを選定する。

○ ひとり親家庭の利便性に配慮し、平日夜間や土日
祝日における窓口での相談やメールでの双方向型の
支援の実施を可能とする相談体制の構築に努める。

就業支援
専門員

総合的な支援のため
の相談窓口の整備
（市レベル）

適切な支援
メニューの
組み合わせ

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・一般市等
（事業の全部又は一部を委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市・一般
市等1/2

【29予算額】母子家庭等対策総合支援事業(114億円)の
内数

【参考：就労支援専門員の配置状況等《27年度末》】
○配置状況：31名 ○相談延べ件数：8,456件

実施体制・実施方法
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【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）
【補助率】 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２

国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４
【29予算額】母子家庭等対策総合支援事業（１１４億円）の内数
【実施自治体数】８３１か所《平成27年度》

１．ひとり親家庭等生活支援事業
① 相談支援事業
育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。

② 家計管理・生活支援講習会等事業
家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施する。

③ 学習支援事業
高等学校卒業程度認定試験の合格等のためにひとり親家庭の親に対して学習支援を実施する。

④ 情報交換事業
ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。

２．子どもの生活・学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を
行う。

ひとり親家庭等生活向上事業

○ ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、子どものしつけ・育児又は自身や子どもの健康管理など
様々な面において困難に直面することとなる。
また、ひとり親家庭の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しい

などの支障が生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学
校卒業程度認定試験合格のための学習支援等を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。

目 的

事業内容

実施主体等
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(1) 支援の対象、内容

18

ひとり親家庭等日常生活支援事業

○ 母子家庭、父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などに
より生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子ど
もの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。

目 的

○ 修学や疾病などの事由により生活援助、保育等のサービスが必要となった場合等に、その生活を支援する家庭生活支援員を
派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話などを行う。

（１）一時的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・ 技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な事由
・ 疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の
公的行事の参加等の社会通念上必要と認められる事由

（２）定期的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・ 就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等
（未就学児を養育しているひとり親家庭に限る。）

○ 実施場所：生活援助…ひとり親家庭等の居宅
保育等のサービス…家庭生活支援員の居宅又は児童館、母子生活支援施設等のひとり親家庭等が利用しやすい

適切な場所など

事業内容

Ø 生活援助は、家事、介護その他の日常生活の便宜
（例えば、食事や身の回りの世話、住居の掃除、
生活必需品等の買い物）を行う
Ø 保育等のサービスは、乳幼児の保育、
子どもの生活指導などを行う

※昭和50年度から実施

○ 家庭生活支援員には、支援の内容を十分実行できる者、特に母子
家庭の母等の当事者を積極的に選定するよう努める。
また、保育等のサービスを行う者は、国が示した基準に基づく一定

の研修（合計27時間）を修了した者等から選定する。
○ 派遣等を受けた世帯は、派遣等に要した費用の一部を負担する。

実施体制・実施方法

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
（事業の一部を民間団体等に委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

【29予算額】母子家庭等対策総合支援事業(114億円)の内数

＜利用料（１時間当たり）＞
子育て支援 生活援助

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 ０円 ０円
児童扶養手当支給水準世帯 ７０円 １５０円
上記以外の世帯 １５０円 ３００円

【参考：派遣等実績】
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

実件数 4,827件 4,455件 4,608件 4,142件 3,515件
延べ件数 44,973件 51,850件 53,602件 44,163件 33,889件
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社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等

①社会的養護自立支援事業
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１８歳（措置延長の場合は
２０歳）到達後も原則２２歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供するとともに、
生活相談や就労相談等を行う事業に要する費用を補助。

②身元保証人確保対策事業
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元
保証人となる場合の損害保険契約の保険料に対して補助を行う。

事業内容

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

里親・児童養護施設等 18歳

支援コーディネーター
（全体を統括）

支援担当者会議の開催
（本人・児相・里親・職員等）

↓

継続支援計画の作成
（措置解除前に作成）

（措置延長の場合は20歳）

関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の
変化などに応じて計画を見直し

里親・児童養護施設等

家庭復帰・自立

生活相談支援担当職員（生活相談支援）
・居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
・対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援 等

措
置
解
除

※家賃・生活費について「自立支援資金貸付事業」
の活用が可能

就労相談支援担当職員（就労相談支援）
・雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
・事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

22歳

・居住費支援（里親・施設の居住費を支援）
・生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）

身元保証（就職時、賃貸住宅等の賃借時、大学等進学時の身元保証（身元保証人（里親、施設長等）の損害保険料を支援））
19
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