
子供の貧困対策の実施状況

【平成26年度】
・幼児教育・保育の段階的無償化（毎年度拡大）
・高校生等奨学給付金事業 創設

【平成27年度】
・地域未来塾創設
・生活困窮世帯等の子供への学習支援事業開始
・児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業創設
・ひとり親家庭の親の就労支援拡充
・子供の未来応援国民運動始動
・地域子供の未来応援交付金創設

【平成28年度】
・児童扶養手当の多子加算額の倍増
・子どもの生活・学習支援事業開始

【平成29年度】
・給付型奨学金創設
・社会的養護自立支援事業創設

【平成30年度】
・児童扶養手当全部支給の所得制限引上げ
・生活保護世帯の子供の大学進学時の進学準備給付金支給開始

H26.1.17.
子どもの貧困対策の推進に

関する法律

H26.8.29.
子供の貧困対策に関する大綱

H27.12.21.
すくすくサポート・
プロジェクト策定

H28.6.2.
ニッポン一億
総活躍プラン策定

H29.12.8.
新しい経済政策
パッケージ閣議決定
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【平成26年度】
幼稚園の保育料について
・生活保護世帯の保育料6,600円を無償化
・第２子は半額、第３子以降は無償とする軽減措置の所得制限（年収約680万円まで）を撤廃

【平成27年度】
幼稚園の保育料について
・市町村民税非課税世帯（年収約270万円まで）の保育料を9,100円から3,000円に引き下げ
・市町村に対する補助を拡充し、市町村の超過負担を解消（幼稚園就園奨励費補助）

【平成28年度】
年収360万円未満相当の世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
・兄弟の年齢に関わらず、第２子は半額、第３子以降は無償
・ひとり親世帯においては、第１子は半額、第２子以降は無償

○自由民主党・公明党連立政権合意（平成24年12月25日）
「幼児教育の無償化への取り組みを財源を確保しながら進める」

【平成29年度】
市町村民税非課税世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
・第２子完全無償化
年収360万円未満相当の世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
①ひとり親世帯等の保護者負担の軽減措置の拡充
②①以外の世帯において、１号認定子どもの負担軽減

幼児教育無償化の段階的推進について

【平成30年度】
幼稚園等の保育料について
・年収約360万円未満相当世帯の第１子及び第２子の負担軽減

平成26年度以降、毎年度無償化を段階的に推進。
【平成31年度】（10月予定）
３歳から５歳までの子供及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の
子供についての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化
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平成26年度に創設。
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の授業料以外の教育費負担を
軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。（国庫負担１／３）
※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費 など

・生活保護受給世帯及び非課税世帯の高校生等に対して給付金を支給。なお、特に家庭の
教育費の負担が大きい15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合には、給付額を増額。

施策内容

家庭の経済状況にかかわらず、誰もが安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の更なる教育費負担の軽減を図る。

「第1子」の給付額の推移
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【第2子以降】

国公立 私立

高校生等奨学給付金の充実

平成３０年度給付額

世帯区分

生活保護受給世帯
全日制等・通信制

国公立 32,300円 私立 52,600円

80,800円 89,000円

非課税世帯
全日制等（第2子以降）

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

国公立 129,700円 私立 138,000円

非課税世帯
通信制

国公立 36,500円 私立 38,100円

給付額（年額）

非課税世帯
全日制等（第1子）

国公立 私立
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・5,000中学校区で実施
（公立中学校の約半数）

・高校生支援全国展開

子供の学習支援①

平成27年度より開始。

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 地域学校協働活動の一環として、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等の協力により、多様で効
果的な支援が可能

事業の概要

実施か所数の推移
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◆地域未来塾
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子どもの学習支援事業を通じて、子供本人と世帯の双方にアプローチし、
子供の将来の自立を後押し（貧困の連鎖防止）

子供の学習支援②

平成27年度より開始。
「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供を対象と
した学習支援事業。
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）

➢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、子供の将来の自立に向けたきめ細かで包括的な
支援を行う。

➢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。

事業の概要
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実施率の推移(％) ○学習支援に加えて「居場所の提供」を約５割、「親に対する養
育支援」を約４割の自治体が実施。

○子どもの学習支援事業を利用した約６割超の子どもについて、
「以前より楽しいと思うことが増えた」、
「『分からない』『教えて』といえるようになった」等、
肯定的な変化が見られている。

◆生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援事業

5

教育



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

《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

子供の学習支援③

平成28年度より従前実施していた「児童訪問援助事業」及び「学習支援ボランティア事業」を

再編し、事業を開始。

ひとり親家庭の子供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、ひとり親家庭の子供に対し、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・生活指導、学習習慣の定着等の学習支援、食事の提供等

を行うことにより、ひとり親家庭の子供の生活の向上を図る。

事業の概要

◆ひとり親家庭に対する子どもの生活・学習支援事業

【平成28年度実績（延べ利用人数）】69,753人
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（独）日本学生支援機構 大学等奨学金事業の充実

平成29年度に創設、平成30年度より本格実施。

◇対 象：非課税世帯で、一定の学力・資質要件（※に示すガイドラインを基に各学校が定める基準）を満たす学生を高校等が推薦
①各学校の教育目標に照らして十分に満足できる高い学習成績を収めている者
②教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、各学校の教育目標に照らして概ね満足できる学習成績を収めている者
③社会的養護を必要とする生徒等であって、特定の分野において特に優れた資質能力を有し、又は進学後の学修に意欲等が

あり、進学後特に優れた学習成績を収める見込みがある者

◇給 付 額：（国公立・自宅）月額２万円、(国公立・自宅外／私立・自宅）月額３万円、（私立・自宅外）月額４万円
※国立大学・国立高等専門学校等で授業料減免を受けた場合は減額
※児童養護施設退所者等には別途24万円の入学一時金

◇給付人員：22,800人

給付型奨学金制度の着実な実施

平成29年度無利子奨学金新規貸与者より、返還月額が卒業後の所得に連動する「所得連動返還型奨学
金制度」を導入。所得連動返還型奨学金制度を着実に実施するため、システムの開発・改修等を実施。

所得連動返還型奨学金制度の実施

大学等奨学金事業における
「有利子から無利子へ」の流れの加速

［（平成29年度より）無利子奨学金の
希望者全員への貸与を実現］

平成26年度予算 平成30年度予算

給付型奨学金 ― 2万2,800人

無利子奨学金 44万1,000人 53万5,000人

有利子奨学金 95万7,000人 75万7,000人
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（参考） 東京都２３区（１級地の１）母と子２人の
３人世帯における第１子の大学等進学前後の

生活保護基準額の例

母（４０～２０歳）、第１子：高校卒業生（１８歳）、第２子：高校生
（１８～１５歳）の世帯では、第１子が大学等に進学すると生活
保護から外れその分の生活保護費が減額となる

生活保護世帯の子供の大学等への進学支援

○ 生活保護世帯の子供の大学等への進学率が全世帯の子供より著しく低いことを踏まえ、貧困の連鎖を
断ち切り、生活保護世帯の子供の自立を助長するため、生活保護制度に起因する課題に対応した支援策
を講じる。

➢ 大学等進学時の一時金の創設 (平成30年に進学した者から給付)
生活保護受給世帯の子供が大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付する。
（自宅通学で１０万円～自宅外通学で３０万円）

➢ 大学等就学中に住宅扶助を減額しない措置の実施 (平成30年４月１日より実施)
大学進学後も引き続き、出身の生活保護世帯と同居して通学している場合は、大学等に通学している間に
限り、子供の分の住宅扶助額を減額しない措置を講じる。

概 要

進学前 進学後 差

生活扶助 19万4,980円 15万4,040円 ▲4万940円

住宅扶助（上限額） 6万9,800円 6万4,000円 ▲5,800円

高等学校等就学費
（基本額）（第２子）

5,200円 5,200円 0

合計 26万9,980円 22万3,240円 ▲4万6,740円

（注）金額は平成３０年１０月１日現在

（参考）第１子の高校卒業に伴い給付されなくなる母子加算（子１人は21,400円、子２人めは
＋2,800円）、児童養育加算（１人あたり10,000円）及び第１子の高等学校等就学費（基本額：
5,200円）を含めると、合計で約６万円の減額となる。

減額しないことに
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○ 沖縄における子供の貧困の実態は全国に比べて特に深刻な状況にあることから、沖縄の子供の貧困対策を
集中的に取り組むこととし、平成28年度から30年度までの３年間についてはモデル事業として補助率10/10で
事業を実施。

沖縄子供の貧困緊急対策事業等
沖縄子供の貧困緊急対策事業の概要

○ 沖縄県は、全国と比べ大学・短大への進学率が最も低く、専門学校への進学率が高いという現状にある。
一方、リーディング産業である観光・情報通信産業においては専門的なスキルを持った人材が不足している。

○ このため、主として観光・情報通信分野の専門学校に進学した場合に経済的支援を行う「沖縄独自の給付型
奨学金」を平成30年度より創設。
[対 象] 専門学校（主に観光・情報通信分野）への進学を希望する非課税世帯の学生
[給付額] 月額２万～４万円 [給付人数] 160人程度（H30年10月時点実績）

沖縄独自の給付型奨学金の創設

○ 事業では、主に「子供の貧困対策支援員の配置」や「子供の居場所の運営支援」を実施。モデル事業の実施に
より、沖縄県・市町村における事業が軌道に乗り、一定の成果を上げていることが確認されている。

[県・市町村における取組の成果（H29年度実績）]
・子供の貧困対策支援員：114人配置 ⇒ 支援を受けた子供と保護者 4,887人
・子供の居場所 ：131箇所 ⇒ 利用者延べ人数 28.9万人（約14人/日・箇所）

○ 引続き、平成33年度までの沖縄振興計画の期間中は集中対策期間として事業を継続予定。
平成31年度については、軌道に乗ってきた既存事業の補助率の見直し（補助率：9/10）を行うとともに、
これまでの事業をとおして把握された新たな課題に対応するため、「手厚い支援が必要な子供への支援の強化」
など、新規事業の実施（補助率：10/10）に係る予算の概算要求を行っている。

教育 生活
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平成27年度の補正予算で創設。平成28年度から実施。
児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑な自立を実現する
ため、家賃相当額の貸付及び生活費の貸付を行う。
また、児童養護施設等の入所中の子供等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費に
ついて貸付を行う。

就職

５年間の
就業継続で
返還免除家賃貸付（家賃相当額※）

※生活保護制度における当該
地域の住宅扶助額を上限
例）東京都特別区で単身
世帯の場合 53,700円 家賃貸付（家賃相当額※）

※生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限
例）東京都特別区で単身世帯の場合 53,700円

生活費貸付（月額５万円）

各種奨学金（日本学生支援機構等）

就職

正規の修学年数（大学であれば４年間）

２年間

５年間の就業継続で
返還免除 資格取得貸付（上限25万円）

※自動車運転免許等を想定
就職

２年間の
就業継続で
返還免除

施設入所・里親委託中又は施設退所・里親委託解除後
４年以内で大学等に在学している間

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付
事業の概要

進学
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以下の事業を平成29年度から実施。
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。

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）

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）
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）

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）

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））

社会的養護自立支援事業等
概 要
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貸付を受けた者が、養成機関の修了から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年間引き続き
その職に従事したときは、貸付金の返還を免除する。

貸付金の返済免除

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

平成27年度から実施。

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、自立の促進を図ることを目的とする。
※ ひとり親家庭の親が就職に有利な資格（看護師、保育士等）を取得するため、当該資格に係る養成機関に

就学する場合、その期間中の生活の負担の軽減を図るため、給付金（月額最大10万円）を支給する事業。
(平成15年度から実施)

○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を受ける者。

○貸付額
・養成機関への入学時に、入学準備金として５０万円を貸付。
・養成機関を修了し、かつ、資格を取得した場合に、就職準備金として２０万円を貸付。
※ 無利子（保証人がいない場合は有利子）

事業の概要

12
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高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を
含む。）とし、実施主体が適当と認めたもの。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学

校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金
制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

対象講座

平成27年度から実施。
ひとり親家庭の学び直しを支援することで、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ていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を
受講する場合に、その費用の一部を支給する。
○対象者
ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たす者（除 大学入学資格取得者）。
① ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に
合格することが適職に就くため必要と認められること

○支給額
・受講修了時給付金 受講費用の２割（上限１０万円）
・合格時給付金 受講費用の４割（受講修了時給付金と合わせて上限１５万円）

※受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

事業の概要

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

13
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経済的に厳しいひとり親家庭の自立を支援するため、政策パッケージを策定し、就業による自立に向けた支援を

基本としつつ、総合的な取組を充実する中で、児童扶養手当の多子加算額を平成28年８月分（12月支給）

から引上げ。

○ 多子加算額の増額 第２子加算額 ５，０００円 １０，０００円

（平成28年度の額） 第３子以降加算額 ３，０００円 ６，０００円

現在（平成30年度）の手当月額は以下の通り
・基本額 ４２，５００円

・第２子加算額 １０，０４０円

・第３子以降加算額 ６，０２０円

※加算額については、所得に応じて逓減させるとともに、物価スライドを適用

（基本額と同じ取扱）

※全受給世帯数：約１０１万世帯（２９年３月末）

（うち 児童２人世帯：約３１万世帯、児童３人以上世帯 約９万世帯）

倍増

第２子：３６年ぶり

第３子：２２年ぶり
の引き上げ

児童扶養手当の多子加算額の引上げ

概 要
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○ 全部支給所得制限限度額を130万円から160万円（扶養親族等の数が1人の場合※）に引き上げる。
※ 扶養親族等の数が2人の場合：171.7万円から215.7万円、3人の場合：227.1万円から270万円

○ 2018年（平成30年）８月分（12月支給）から実施。
○ 見直しにより、一部支給から全部支給となる者は約15万人、一部支給額が増額される者は約40万人
（平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果に基づく推計）。

（例） 所得制限限度額引上げのイメージ図（扶養親族等の数が１人の場合）

②

①

支給月額
42,500円

130万円
（一部支給停止が開始となる額）

365万円 年収160万円

全部支給 一部支給最大5,640円
の増加

36,860円

10,030円

①一部支給から

全部支給となる者

②一部支給額が
増額される者

児童扶養手当所得制限限度額の引上げについて
概 要

（参考）
児童扶養手当の支払回数について、現在は年３回（４月、８月、12月）であるが、2019年11月からは以下のとおり、年６回（１月、 ３月、５月、
７月、９月、11月）となる。

2019（平成31）年４月支払 ８月支払 11月支払 2020年1月支払 ３月支払

2018.12月 2019.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 2020.１月 ２月
15
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○ 子供の未来応援国民運動
（27年4月の国民運動発起人集会で採択された趣意書に基づき、同年10月よりスタート)

➡大綱が掲げる官公民の連携・協働プロジェクトを具体化したもの

子供の未来応援国民運動

子供の未来応援基金

ＮＰＯ等とその活動を支援する
企業等とのマッチング事業

国民への広報・啓発活動
地域における交流・連携事業の展開

支援情報の一元的な
集約・情報提供

○全国的にネットワークを有する団体が
当該団体に加盟する団体と企業とを
つなぐマッチングネットワーク推進
協議会設置。
（加盟団体数 478団体、マッチング実績 17事業）

○企業ができる協力内容と、NPO等の
ニーズの双方を掲載し、相互に検索
できるよう、マッチングサイトを整備。
(合計 83企業・団体が登録）

○企業や個人などからの寄付金からなる民間資金に
より、草の根で支援を行うNPO等の体制を強化・
育成。
(28年度～30年度に延べ165団体に支援を実施)

○支援情報ポータルサイトを整備、
支援情報を「見える化」
（27年10月～30年10月、

月平均 28,500ページビュー）

○情報登録自治体:1,300市区町村
（30年9月30日現在）

○公式サイト、Facebook、YouTube等
による情報発信
（FB「いいね！」数 約18,300）

○企業とNPO等団体の、顔の見える
交流を行うマッチングフォーラムを
全国各地で開催。
(28～29年度に11回、延べ約1,200人が
参加) 16

推進



地域子供の未来応援交付金

平成27年度補正予算時に創設。平成30年度に当初予算化。
多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供たちと
「支援」を実際に結びつける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域
における総合的な支援体制を確立（地域ネットワーク形成）する地方公共団体の取組の立ち上げ期
を支援する。

〈支援対象〉
○実態調査・資源量の把握、支援体制の整備計画策定
○子供たちと「支援」を結びつける事業・連携体制の整備
○地域ネットワーク形成研修事業

事業の概要

都道府県及び市区町村実施、
都道府県のみ実施

○交付決定自治体（平成28～30年度）

市区町村のみ実施

２７４自治体へ交付決定
うち都道府県 ２９
うち市区町村 ２４５

○交付金実施内容（平成28～30年度）

区分 件数

（１）実態調査・計画策定 ２７１

（２）子供支援事業体制整備
※平成28年、29年の体制整備、モデル事業を含む

７１

（３）研修事業
※平成28年、29年の体制整備（研修）を含む

１６

合計 ３５８
17
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