
地域の教育資源等を活用した

子供の貧困対策の推進
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中学生・高校生等を対象に、教員OBや大学生など地域住民の協力による学習支援を実施
u 経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない中
学生・高校生等への地域と学校の連携・協働による学習支援を実施

u 教員を志望する大学生などの地域住民、学習塾などの民間教育事業者、ＮＰＯ等の協力やＩＣＴ機器、学習ソ
フトウェア等の活用により、多様で効果的な支援が可能

＜放課後学習支援＞
・対象は中１～３の希望者
・年間約80回 (学期中の週２回(２時間程度))

＊学校の空き教室を利用、無料
・指導員による個別指導と自習

＊指導員：退職教員や教員志望の大学生など

全生徒を対象とした学習支援の事例【取組例】

学習支援が必要な中学生・高校生等を対象とした学習支援
～地域住民の協力を得た地域未来塾の充実～

地域未来塾について

＊学習支援が必要な中学生・高校生等に対して学習習慣の確立と基礎学力の定着
＊高等学校・大学等進学率の改善、高校中退の防止、学力・自己肯定感の向上

学習機会の提供によって、貧困の負の連鎖を断ち切る

平成31年度末までの目標数

（前年度予算額：３２２百万円）
３０年度予算額：３８７百万円

※地域学校協働活動推進事業 ６，０１２百万円の一部で実施

H31年度
５，０００
中学校区

（公立中学校の約半数）

H30年度
４，３１５
中学校区
高校生支援
の促進

高校生支援
全国展開

H29年度
３，６３０
中学校区
高校生支援
の促進

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）（抜粋）
経済的な理由や家庭の事情により学習が遅れがちな子供を支援するため、大学生や元教員等の地域住民の協力及びICTの活用等による原則無料の学習支援を行う地域未来塾
を、平成31年度（2019年度）までに全中学校区の約半分に当たる5000ヶ所に拡充し、高校生への支援も実施する。
働き方改革実行計画（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）（抜粋）
子供たちが家庭の経済状況にかかわらず、それぞれの夢にチャレンジできる社会を実現するため、地域と学校の連携協働の体制整備を推進する法改正を行うとともに、原則無料
で学習支援を行う地域未来塾の拡充、放課後や土曜日等の学習支援の拡充を図る。2019年度 5,000中学校区で地域未来塾を実施し、高校生への支援を全国展開
新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）における記載（抜粋）
子どもの学習支援事業を高校中退者を含む高校生世帯等において強化するとともに、社会的擁護を必要とする子供や生活保護世帯の子どもの大学進学を後押しする。

※ 部活動休養日（ノー部活動デー）の受け皿として実施することも可能。
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ハローワーク・職業訓練機関・サポステ

○経済財政運営と改革の基本方針2017
（平成29年6月9日 閣議決定）
「高校中退者等の高卒資格取得に向け
た学習相談・支援を行う。」（第２章１．
（１）⑦若者が活躍しやすい環境整備、
高齢者の就業促進）

○働き方改革実行計画（平成29年3月28
日 働き方改革実現会議決定）
「図書館等を活用して高校中退者等の
高卒資格取得の学習相談・支援を行うモ
デルを構築する。」（工程表項目７⑯就職
氷河期世代や若者の活躍に向けた支
援・環境整備の推進）

○一億総活躍社会の構築に向けた提言
（平成29年5月10日 自民党一億総活躍推
進本部）
「学歴が中卒までの若者の就職やキャリ
アアップを推進するため、地方公共団体
は、教育部局、労働部局及び福祉部局
が相互に連携協力しながら、高卒資格
取得に向けた学習相談・学習支援を積
極的に行い、国は、地方公共団体にお
ける支援体制の整備に向けた支援を充
実する。」（若者の雇用安定・活躍加速Ｐ
Ｔ提言）

高校中退者等は、就職やキャリアアップにおいて不利な立場にあり、高卒資格が必要であると認識している者が多い一方で、高校中退者等を対象とした学
び直しのための支援体制が十分ではない。そのため、国において、高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及
び学習支援のモデルとなる団体の取組について、実践研究を行うとともに、その研究成果の全国展開を図る。

趣 旨

学びを通じたステップアップ支援促進事業
（前年度予算額 20百万円）
30年度予算額 25百万円

・教育委員会事務局ＯＢや退職教
員等による①学びに応じた教科書
や副教材の紹介、②高卒認定試
験の紹介、③教育機関や修学の
ための経済的支援の紹介など、学
習に関する相談・助言を行う。
※本人のみでなく、保護者を含めた相
談も可能とする。

・図書館、公民館等の地域の学習
施設等を活用し、学習者に対して
学習の場を提供する。

※ＩＣＴ教材をはじめ、教科書センター
等の協力を得て、教科書や副教材
の閲覧・貸出も可能とする。

・退職教員、学生等のボランティ
ア、ＮＰＯ等の協力を得て、学習者
の自習を支援する。

若者の社会的自立

学習
支援

何をしたらいいか
わからない

高校を辞めて
しまったことを後悔

学習
相談

中退防止や中退者の就労支援
については、従前より、高校の
進路指導や地域若者サポート
ステーション等を中心とした支
援が行われている。 連 携

地方公共団体 ＮＰＯ法人等の団体
国

実行委員会
※地方公共団体とＮＰＯ法人等の民間団体が共
同で事業を実施する組織

それぞれの地域が抱える課題や活用できる資源に応じたモデル構築を行う

連
携

高校生

進路指導
（中退防止）

高校教員

高校 支 援

学習相談員 学習支援員

仕事に就きたい

その他地域において活用可能な資源
（例）教員養成系大学、中学校 等

（任意）

高校中退者・若年無業者等

委 託

普及
啓発

職業資格取得・
就職

大学進学

・取組の実施により得られた知見等
を周辺の地方公共団体や関係団
体等に発信し、普及啓発を行う。

高
卒
認
定

試
験
合
格

（構築するモデル例）
①教員養成系大学との連携
②高等学校等との連携・接続
③中学校・夜間中学との接続

④「居場所づくり」事業との連携
⑤児童相談所・児童養護施設との連携
⑥非行少年防止対策との連携
⑦ＩＣＴを利用した実施

⑧体験活動事業との連携
⑨日本語指導事業との連携
⑩困難を多く抱える地域における実践

※６か所程度
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学習面

•高校進学のための学習希望
•勉強、高校卒業、就労等の意
義を感じられない

生活面

•家庭に居場所がない
•生活習慣や社会性が身につ
いていない

事業の概要

○「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習支援事業を実施。
○各自治体が地域の実情に応じ、創意工夫をこらし実施（地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員ＯＢ等の活用等）。
○平成３０年度予算においては、小学生や高校生世代に対する取組の強化を含めた拡充を実施。

Ø 将来の自立に向けた包括的な支援 ： 単に勉強を教えるだけではなく、居場所づくり、日常生活の支援、親への養育支援などを通じて、子どもの将来
の自立に向けたきめ細かで包括的な支援を行う。

Ø 世帯全体への支援 ： 子どもの学習支援事業を入口として、必要に応じて自立相談支援事業等と連携することで世帯全体への支援を行う。

支援のイメージ

＜子どもの課題とその対応＞

＜家庭の課題とその対応＞

学習支援・進路
相談

•日々の学習習
慣づけ、高校進
学支援

•進路を考える
きっかけづくり

高校中退防止の
取組

•定期面談等に
よるきめ細かな
フォロー

•定時制高校等
の選択肢の情
報提供等

家庭訪問の取組

•集合型に出てこ
られない子ども
への早期アプ
ローチ

•家庭状況の確
認と改善

•親への養育支
援等へつなげ
る）

居場所づくり・日
常生活支援

•学校・家庭以外
の居場所づくり

•生活習慣の形
成支援

親の養育

•子の養育について
の知識・関心の薄さ

世帯の状態

•家庭が困窮状態に
ある

親への養育支援

•公的支援等の情報提供
•子どもの将来を考えるきっ
かけづくり

世帯全体の支援

•自立相談支援事
業との連携

子どもの学習支援事業を通じて、子ども本人と世帯の双方にアプローチし、
子どもの将来の自立を後押し（貧困の連鎖防止）

【２８年度実績】
・４１７自治体（４６％）
・利用２３，６０５人

子どもの学習支援事業について
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○ 地域の学生や教員ＯＢ等のボランティア等で、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有する支援員を配置して、
子どもに対して適切な生活支援や学習支援等を行うとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じる。

○ 食事の提供を行う場合には、食育の観点に配慮するとともに、衛生管理等に十分配慮する。また、食材の確保には、地域の
農家、フードバンク等の協力を得る。
（食材費は、実費徴収可）

○ 支援員の募集・選定・派遣調整、教材作成等を
行うコーディネーターや、支援員の指導・調整、
運営管理等を行う管理者を配置する。

子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）

地域の支援スタッフ
（学生・教員OB等）

＜実施場所＞
児童館、公民館、民家等

学習支援 食事の提供

＜支援の内容（例）＞

遊び等の諸活動 調理実習

※平成28年度から実施

○ ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、
ひとり親家庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習
支援、食事の提供等を行うことにより、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。

○ ①及び②の支援を組み合わせて実施することを基本とし、
これに加えて、③の支援を地域の実情に応じて実施する。
① 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
② 学習習慣の定着等の学習支援
③ 食事の提供

【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

【30予算】母子家庭等対策総合支援事業(122億円)の
内数

【28実績（延べ利用人数）】69,753人

目 的

事業内容

実施体制・実施方法
《②：東京都世田谷区》 《③：北九州市》《②：東京都江戸川区》

コーディネーター・管理者
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子供の貧困対策の観点から、養育環境等により、十分な学習機会が確保されてこなかった児童養護施設等入所児童に対し、標準的な学力を
備えさせ、退所後の自立支援のため学習支援の充実を図る。

事業の目的

○小学生等（※）に対する学習支援
学業に遅れがある小学生の児童養護施設等入所児童に対して、ボランティアが施設を訪問するなどして学習指導を行う。
（１人あたり月額＠８千円）

○高校生等（※）に対する学習支援
学業に遅れのある高校生の児童養護施設等入所児童が学習塾等を利用した場合にかかる月謝等に対する支援を行う。
（１人あたり月額＠１５千円）

○特別な配慮を必要とする児童養護施設等入所児童（中学生及び高校生）に対する学習支援
対人関係が難しい発達障害があるなど、個別（マンツーマン）の学習支援が必要な児童に対して学習支援を行う。
（１人あたり月額＠２５千円）

※母子生活支援施設は、中学生も含む

事業内容

児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、里親、ファミリーホーム、母子生活支援施設

対象施設等

児童養護施設等入所児童への学習支援の充実
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（前年度予算額 73百万円）
30年度予算額 73百万円

地域における家庭教育支援基盤構築事業 ～家庭教育支援チーム強化促進プラン～

○ 核家族化や地域社会のつながりの希薄化等を背景として、子育ての悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうなど家庭教育が困難な現状がある中、
全ての親が安心して家庭教育を行う上で、身近な相談相手として、地域の多様な人材で構成される家庭教育支援チームによる支援活動が有効。
○ 本事業は、各地域における、家庭教育支援員等の養成、家庭教育支援チームの組織化及び学習機会の効果的な提供等の様々な取組に加え、
家庭教育支援チーム等の組織化・活動強化を図るための取組の推進など、家庭教育を支援するための様々な取組を支援するもの。（800箇所で実施）

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

家庭教育支援員等の養成
○ 家庭教育に関する情報提供や
相談対応等を行う人材を養成
○ 支援活動の企画・運営、関係
機関・団体との連携等を担う
中核的人材を養成

参 画
子育て経験者など地域の

多様な人材

課題について意見交換

家庭教育支援チームの組織化
○ 家庭教育支援員などの地域人材を中心
としたチームの組織化

学校等を活動拠点に
支援内容を検討

【チーム員構成例】
子育てサポーターリーダー、
元教員、民生・児童委員、
保健師 等

・ 学習機会や交流の場づくりの企画
・ 家庭や地域の状況に応じた支援を
コーディネート

家庭教育支援員の配置
○ 地域の身近な小学校等に家庭教育に
関する情報提供や相談対応等を専任で
行う家庭教育支援員を配置し、家庭教育
支援体制を強化

体
制
の
構
築

支
援
の
実
施

学習機会の効果的な提供
就学時健診や保護者会、参観日など、多くの親が集まる
機会を活用した学習機会の提供
【講座例】
○小学校入学時講座
○携帯電話やインターネットに関する有害情報対策
○子供の生活習慣づくり“早寝早起き朝ごはん”に関する講座

親子参加型行事の実施
親子の自己肯定感、自立心などの社会を生き抜く力を
養成するため、親子での参加型行事やボランティア活動、
地域活動等のプログラムを展開
【プログラム例】 ○ 親子で清掃ボランティア

相談対応や情報提供
悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々な
家庭の状況に応じて、家庭教育支援チームによる情報
提供や対応を実施
【支援活動例】
○ 空き教室を活用した交流の場づくり
○ 企業が参加する出前講座
○ 家庭訪問による個別の情報提供や相談対応家庭教育支援活動の核となる

家庭教育支援チーム等の強化を図るための取組を拡充
① 連絡会議・ケース会議等の設置・運営により、各家庭と関係機関等をつなぐ機能を強化。
② 活動拠点の整備促進により、家庭教育支援チームの組織化を強化。

家庭教育支援チーム等の強化により、更なる家庭教育支援活動の進展

③ 企業内における従業員向けの研修・セミナー等を活用した家庭教育に関する学習機会を強化。
④ 保護者に家庭教育支援に関する情報が効果的に届くよう、必要な情報発信力を強化。

地域人材の養成 家庭教育を支援する様々な取り組みを展開家庭教育支援体制の構築

◆教育再生実行会議第10次提言
（平成29年6月）

「家庭教育支援員の配置や家庭教育
支援チームの組織化の促進を図り、
訪問型家庭教育支援をより一層充実
する。」
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（前年度予算額 20百万円）
3 0年度予算額 20百万円

都道府県（５か所）

市町村（２か所／ 1都道府県）

●事業全体に係る総合調整
●市町村への評価・助言
・ 関係機関等との連携・協力を
推進するための協議会を設置。
・各市町村に対する評価・助言。

＜①訪問型家庭教育支援の推進＞
● 訪問型家庭教育支援を担う人材の養成
・市町村における取組の中核となる人材を対象に、訪問型支援に必要な知識等を学ぶ養成講座等を実施。

＜②子育て支援と家庭教育支援の連携＞
● 子育て支援、母子保健等の関係機関との連携体制整備等
・子育て支援と家庭教育支援の連携・協働に関する優良事例の収集・展開等を行う。
・都道府県レベルでの連携・協働体制の構築を行う。

保健・福祉行政

学校

保健ｾﾝﾀｰ

児童相談所

教育委員会

子育て世代包括
支援センター

教育・福祉連携プラットフォーム

要保護児童
対策地域協議会

家庭教育への関心が高い保護者

ケース会議等相談窓口の
ワンストップ化等

不登校・貧困・虐待日常的な悩み・不安

学びの場の提供 地域とのつながりの場の提供 訪問型支援

家庭

家庭教育支援チーム等と子育て支援などの福祉関係機関等との連携体制（プラットフォーム）を構築し、
① 地域社会における孤立や共働きによる多忙などにより、従来型の家庭教育支援では支援が行き届きにくい保護者、不登校や
貧困等の課題を抱える保護者に対して、個別の訪問型支援によるきめ細かな寄り添う支援を行う。
② 家庭教育に関心が高い保護者をはじめとするすべての保護者に対しては、日常的な悩みや不安を早い段階で気軽に相談でき、
解決できるよう、家庭教育支援と子育て支援、母子保健等に関する相談窓口をワンストップ化するなど、妊娠期から学齢期
以降までの切れ目のない支援体制を整備する。

＜①訪問型家庭教育支援の推進＞
● 訪問型家庭教育支援の実践
・地域の課題等に応じた体制・手法を構築し、
訪問型支援によるきめ細かな支援を実施。

※①と②は申請時に都道府県が選択。

＜②子育て支援と家庭教育支援の連携＞
● 子育て支援、母子保健等の関係
機関との連携による取組の実践
・ 家庭教育支援と子育て支援、母子保健等
に関する相談窓口のワンストップ化
・ 家庭教育支援と子育て支援、母子保健等
の連携・協働による学びの場の提供等、
事業の効果的な企画・運営
等を実施。

委託

家庭教育支援チーム等

支援が行き届きにくい保護者
課題を抱える保護者

教育と福祉の連携による家庭教育支援事業（訪問型家庭教育支援等） 【委託事業】

事業の概要

推進体制
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○ブックリストの作成
困難を抱える親子（幼稚園～小

学校段階を想定）を対象とした
「ブックリスト」の作成

○指導法・活用プログラムの開発

対象の特性を踏まえ、教育現場
や福祉現場で活用できる指導法や
活用プログラムの作成

○普及・啓発

域内の自治体における普及・啓
発を行うためのフォーラムの開催
や事例集の作成等

子供の貧困問題等の困難地域等において読書格差の解消を図るため、多様な場において困難を抱える
親子の読書活動機会を確保するとともに、図書館が地域課題解決に積極的に取り組むこととなるようその機能強化を図
ることが必要である。このため、困難地域等において図書館資源を活用した読書格差の解消に向けた活動が推進される
よう、困難を抱える親子等を対象としたブックリストや指導法等の作成等を通じて読書機会の充実を図る。

趣 旨

図書館資源を活用し、地域総掛かりで子供の貧困・読書格差解消に資する活動を推進

○ブックリスト等の提供により、多様な場において困難を抱える親子等の読書活動機会を確保
○ブックリスト等の作成等を通じて、地域課題（子供の貧困問題等）解決に積極的に取り組むこととなるよう図書館や司書等の
職員の機能強化、事業の質の向上

図書館資源を活用した困難地域等における読書・学習機会提供事業

事業計画の枠組み 事業内容（例）

図書館

ブックリスト等の公表、
普及啓発

・困難を抱える親子等を
支援する教育・福祉機関、
施設、関係団体等

・学校図書館、ＳＳＷ等の
学校の教職員

など

活用現場

ブックリスト等編纂委員会

・ブックリストの検討
・ブックリストに関連する指導法
や活用プログラム等の検討

※上記検討の参考に資するよう、右記
機関・施設・団体等と連携して効果の
実証を実施。

連 携

情報提供

（前年度予算額 ３７百万円）
３０年度予算額 ３１百万円
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近年、我が国においても「子供の貧困」が社会問題となっており、平成26年８月29日に「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定
された。この大綱においても、福祉とともに子どもの教育の充実が取り上げられ、自立に向けた基本的な生活習慣の確立や様々な体
験活動の充実等が指摘されている。

取組

国立青少年教育振興機構における子供の貧困対策に係る取組について
― 青少年の「自立する」力 応援プロジェクト ―

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、
平成26年度より国立青少年教育施設に
おいて、 「生活・自立支援キャンプ」を
実施する。

背景

「生活・自立支援キャンプ」
の実施

「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

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、平成
27度以降支援の対象とする。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動や「体験の風をおこそう」運動を推進するとともに、機構としても次の施策に取り組む

青少年の自立する力

生活習慣や自立的行動習慣の定着
体験活動等への参加に係る
経済的負担の軽減

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

ＵＰ！

平成27年度より、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
支給する。

課題に対応
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