
  
基本施策５ 厳しい環境に置かれた子どもとその家庭への支援 

（静岡市子どもの貧困対策推進計画） 

＜前プランの事業の実績＞  

・従来の計画体系の基本施策には、子どもの貧困対策は位置づけてきませんでしたが、教育、ひ

とり親家庭支援、社会的養護などそれぞれの分野において支援に取り組んできました。各事業

については、ほぼ全ての事業で計画どおり取組ができたものと評価されます。 

・「スクールソーシャルワーカー活用事業」では、スクールソーシャルワーカー５名を配置し、機

関連携ケース会議の実施、要保護児童対策地域協議会への参加などにより、学校と関係機関と

で連携した支援を実施しました。 

・ひとり親が就業に結びつく資格取得のために、養成機関で修学する場合や講座を受講する場合

に給付金を支給する「母子家庭自立支援給付金事業」については、給付件数が目標に達してお

らず、制度の周知が課題となっています。 

・要保護児童の早期の発見と支援、適切な保護のために、「要保護児童対策地域協議会」を定期的

に開催し、関係機関が情報を共有した上で支援の内容や役割分担等を協議することにより関係

機関が連携した支援に取り組みました。 

・家庭的養護の受け皿として里親制度の普及に取り組み、里親世帯及び里親委託率を順調に増や

していくことができました。 

＜現状＞  

・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成 26年 1月施行）や「子供の貧困対策に関する

大綱」（平成 26 年 8 月 29 日閣議決定）により、地方公共団体は、地域の状況に応じた子ど

もの貧困対策に関する施策を策定し、実施する責務を有しています。 

・大綱では、子どもの貧困対策を総合的に推進するにあたり、関係施策の実施状況や対策の効果

等を検証・評価するための 25 の指標を設定しました。本市では、進学率をはじめとする様々

な指標において、全国平均値を下回っています。 

 （例）生活保護世帯の子どもの高校等進学率   79.8％（全国 90.8％） 

    児童養護施設の子どもの高校等進学率   83.3％（ 〃  96.6％） 

    ひとり親家庭の母親の非正規雇用就業率 58.8％（ 〃  47.4％） 

    ひとり親家庭の父親の非正規雇用就業率 23.8％（ 〃   8.0％） 

    ※本市の数値は平成 25年度、全国平均値の進学率は平成 25年度、就業率は平成 23年度時点の数値です。 

 これらのことから、本市では、各指標の改善に効果的な支援策をとりまとめ、子どもの貧困対

策を推進する必要があります。 

資料２－２ 



＜取組の方向性＞  

学校や地域、福祉関係機関等が連携し、支援を必要とする子ども・家庭を確実に捉えるととも

に、国の大綱を踏まえ、「教育の支援」「生活の支援」「保護者の就労の支援」「経済的支援」の 4

つの体系に沿って支援を進めていきます。 

教育の支援では、スクールソーシャルワーカーの活用など学校をプラットフォームとした総合

的な子どもの貧困対策を展開するとともに、落ちついて学習できる環境を確保する学習支援など、

子どもの家庭環境に応じた多様な教育支援に取り組みます。 

生活の支援では、適切な養育環境にない子どもが安心して過ごせる居場所の確保に取り組むと

ともに、社会的養護の必要な子どもがより家庭的な環境で養育される里親による養育を推進する

ほか、児童養護施設における自立支援を推進します。 

保護者の就労の支援では、ひとり親の安定した正規雇用への転職や、資格取得に対する支援に

取り組むほか、経済的支援では、子育て支援に係る負担の軽減を図るための取組を進めていきま

す。 

 

※本市では、子どもの貧困対策の推進に関する法律第 4条の趣旨を踏まえ、本市の実情に応じた

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、この基本施策を「静岡市子どもの貧困対策推進計

画」として位置づけています。 

＜重点事業＞  

№ 事業名 事業概要 
平成 31年度末 

目標値 
担当課 

教育の支援 

１ スクールソーシ

ャルワーカー活

用事業 

小中学校にスクールソーシャルワ

ーカーを配置又は派遣し、いじめ、

不登校又は暴力行為その他の学校

生活における諸問題を抱える児童

生徒に必要な支援を行い、学校生

活上の諸問題の解決を図ります。 

スクールソーシャル

ワーカー１６人   

拠点校 15校に週６

時間、拠点校以外隔

週３時間勤務 

学校教育課 

２ ひとり親家庭及

び生活困窮世帯

の子どもへの学

習・生活支援 

ひとり親家庭や生活困窮世帯の子

どもを対象として居場所を提供

し、学習支援・生活支援を行うと

ともに、ひとり親家庭等にボラン

ティアを派遣し学習支援を行いま

す。 

実施か所ごとの支援

開催回数：年 50回 

子ども家庭課 



３ 生活困窮世帯の

子どもの学習を

支援するための

親への支援 

生活困窮世帯の子どもが学習を習

慣づけられるよう、生活困窮世帯

に家庭支援員を派遣し、親への支

援を行うことで、学習に向けた環

境を整えます。 

 

 

 

 

家庭支援員の派遣：

年 240回 

福祉総務課 

４ 児童養護施設、母

子生活支援施設

の子どもへの学

習支援（再掲） 

児童養護施設や母子生活支援施設

の小中学生を対象として学習ボラ

ンティア等を派遣し学習を支援す

るとともに、児童養護施設の高校

生を対象として学習塾の費用を助

成します。 

 

 

 

 

各施設内での学習支

援の開催回数：年

50回 

子ども家庭課 

５ 育英奨学金貸付

事業 

成績優秀で意欲がありながら経済

的理由等により修学が困難な高校

生、短大生、専門学校、大学生又

は大学院生を対象に、奨学金を貸

与します。 

平成 27 年度からは、短大、大学

等の貸付者を前年度比約 50 人拡

充するとともに、平成 27 年度以

降の新規貸付者に対して、短大、

大学等を卒業したのちに市内に居

住し、市民税所得割を納付する等

の要件を満たす場合の返還免除規

定を創設することにより、さらに

充実した支援を実施していく予定

です。 

 

 

 

 

高校生  約 20人 

大学生等約 350人 

学事課 



生活の支援 

１ 児童相談体制（児

童相談所、家庭児

童相談室等）の確

保（再掲） 

児童相談所及び各区福祉事務所に

設置している家庭児童相談室にお

いて、家庭、地域、関係機関等か

ら子どもに関する様々な相談に応

じるとともに子どもが抱える問題

や環境を的確に捉え、適切な支援

を実施します。そのための人材育

成や体制の確保に取り組みます。 

児童相談所 

「子どもの最善の利

益」のために 

相談内容に応じた診

断及び指導等の 

100％実施 

児童虐待を疑われる

場合の 48時間以内

の安否確認 100％

実施 

社会的養護の充実及

び整備を行い里親委

託率 50％以上 

 

家庭児童相談室 

市内３か所で、子ど

もに関する様々な相

談に応じる。 

相談受付件数

1,500件 

児童相談所 

子ども家庭課 

２ 要保護児童対策

地域協議会の運

営（再掲） 

要保護児童の早期発見や適切な保

護を図るため、関係機関が子ども

やその保護者に関する情報交換や

考え方を共有するとともに、関係

機関の支援内容や役割分担などの

協議を行います。 

 

代表者会議 １回 

実務者会議 45回 

提示ｹｰｽ 450件 

個別ケース検討会議

（随時） 

子ども家庭課 

３ 里親委託と里親

支援（再掲） 

保護者の不在や虐待等により、家

庭で養育できない子どもをできる

限り家庭的な環境で養育できるよ

う、里親への委託を推進するため、

里親家庭支援センターと連携し、

新規里親の開拓、マッチング、相

談支援などを行います。 

 

里親委託率 50%以

上（全国第一位の達

成） 

 

里子の心身の発達等

に関する評価の実施

100％ 

児童相談所 



４ 要保護児童への

自立支援（再掲） 

児童養護施設に入所措置又は里親

に委託措置をされた子どもの大学

等への進学に必要な学費、教科書

代等や就労等の自立に際しての住

居の借上げ、運転免許の取得等に

必要な経費を助成します。 

対象児童への支援実

施率 100% 

 

措置児童高校卒業後

の進路決定率

100% 

児童相談所 

保護者の就労の支援 

１ 母子家庭自立支

援給付金事業 

 

ひとり親家庭の就業自立を支援す

るため、就業に役立つ資格取得の

ために各種講座を受講する場合の

受講費用を助成するほか、看護師、

保育士等の資格取得のため養成機

関で修業する場合には修業期間中

（上限３年間（国の基準は２年

間））の生活費と賃貸住宅の費用

（上限月 25,000円）を支給しま

す。 

制度の認知度 75% 子ども家庭課 

２ ひとり親就業支

援専門員による

支援 

ひとり親を対象に就業支援を専門

に行う、就業支援専門員を配置し、

ひとり親への就業支援・転職支援

を行います。 

支援専門員による継

続支援の実施 

子ども家庭課 

３ ひとり親の学び

直し支援 

ひとり親の就業自立に結びつける

ため、ひとり親の高卒資格取得費

用を支援します。 

 

制度の認知度 75% 子ども家庭課 

経済的支援 

１ 幼児期の教育・保

育の負担の軽減

★ 

認定こども園等における幼児期の

教育・保育に係る保育料について

所得に応じた金額に設定し、低所

得世帯の負担を軽減します。また、

保育料の算定に当たっては、未

婚・非婚のひとり親についても税

法上の寡婦とみなして保育料を算

定することにより、経済的負担を

軽減します。 

希望していた事業が

利用できなかった理

由として、「利用料が

高い」と回答した割

合の減少（5.1% 

H25ニーズ調査） 

子ども未来課 



２ 放課後児童クラ

ブの利用者負担

の軽減★ 

低所得世帯、ひとり親家庭、多子

世帯などの放課後児童クラブの利

用を必要とする家庭が、経済的理

由により利用できないことのない

よう、世帯の所得の状況や、同時

に入会している兄弟姉妹の数に応

じて、保護者負担金を軽減します。 

利用料が高いから利

用していない人の割

合の減少（4.1% 

H25ニーズ調査） 

子ども未来課 

※施策に関する事業一覧は、第 4章の最終ページに掲載。★は、第５章の整備計画に沿って充実を図る事業。    



施策目標１「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」  

基本施策５「厳しい環境に置かれた子どもとその家庭への支援」 【静岡市子どもの貧困対策推進計画】 

No 
再掲
か所 

事 業 名 事 業 概 要  平成 31年度末目標値 担当課 

重点事業 

（教育の支援） 

118 

2-2 スクールソーシャルワーカ
ー活用事業 

小中学校にスクールソーシャルワーカーを配
置又は派遣し、いじめ、不登校又は暴力行為
その他の学校生活における諸問題を抱える児
童生徒に必要な支援を行い、学校生活上の諸
問題の解決を図ります。 
 
 

スクールソーシャルワーカー
16人            
拠点校 15校に週６時間、拠点
校以外隔週３時間勤務 

学校教育課 

119 

2-3
3-3 

ひとり親家庭及び生活困窮
世帯の子どもへの学習・生活
支援 

ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもを対象
として居場所を提供し、学習支援・生活支援
を行うとともに、ひとり親家庭等にボランテ
ィアを派遣し学習支援を行います。 
 
 

実施か所ごとの支援開催回
数：年 50回 

子ども家庭課 

120 

2-3 生活困窮世帯の子どもの学
習を支援するための親への
支援 

生活困窮世帯の子どもが学習を習慣づけられ
るよう、生活困窮世帯に家庭支援員を派遣し、
親への支援を行うことで、学習に向けた環境
を整えます。 
 
 

家庭支援員の派遣：年 240回 福祉総務課 

再掲 

1-3
3-3 

児童養護施設、母子生活支援
施設の子どもへの学習支援 

児童養護施設や母子生活支援施設の小中学生
を対象として学習ボランティア等を派遣し学
習を支援するとともに、児童養護施設の高校
生を対象として学習塾の費用を助成します。 
 
 

各施設内での学習支援の開催
回数：年 50回 

子ども家庭課 

121 

2-3 育英奨学金貸付事業 成績優秀で意欲がありながら経済的理由等に
より修学が困難な高校生、短大生、専門学校、
大学生又は大学院生を対象に、奨学金を貸与
します。 
平成 27年度からは、短大、大学等の貸付者
を前年度比約 50人拡充するとともに、平成
27年度以降の新規貸付者に対して、短大、
大学等を卒業したのちに市内に居住し、市民
税所得割を納付する等の要件を満たす場合の
返還免除規定を創設することにより、さらに
充実した支援を実施していく予定です。 
 
 

高校生  約 20人 
大学生等 約 350人 

学事課 

（生活の支援） 

再掲 

1-3 要保護児童対策地域協議会
の運営 

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るた
め、関係機関が子どもやその保護者に関する
情報交換や考え方を共有するとともに、関係
機関の支援内容や役割分担などの協議を行い
ます。 
 

代表者会議 １回 
実務者会議 45回 
提示ｹｰｽ   450件 
個別ケース検討会議（随時） 

子ども家庭課 

再掲 

1-3
3-2 

児童相談体制（児童相談所、
家庭児童相談室等）の確保 

児童相談所及び各区福祉事務所に設置している家庭児童相談室において、家庭、
地域、関係機関等から子どもに関する様々な相談に応じるとともに子どもが抱
える問題や環境を的確に捉え、適切な支援を実施します。そのための人材育成
や体制の確保に取り組みます。 

児童相談所 
子ども家庭課 

再掲 

1-3
1-4
3-2 

 児童相談所の運営 児童相談所において、家庭や地域、その他機
関等から、子どもに関する様々な相談に応じ
るとともに、子どもが抱える問題や環境を的
確に捉え、社会的養護が必要であると判断し
た場合、対象となる子どもに対して措置を行
うなど、必要に応じた対応を行います。また、
児童相談所職員の資質向上を図るため、アド
バイザー等を活用し、人材育成に取り組みま
す。 

「子どもの最善の利益」のため
に 
相談内容に応じた診断及び指
導等の 100％実施 
児童虐待を疑われる場合の 48 
時間以内の安否確認 100％実 
施 
社会的養護の充実及び整備を
行い里親委託率 50％以上 

児童相談所 

再掲 

1-3
3-2 

 家庭児童相談室の運営 各区福祉事務所に家庭児童相談室を設置し、
子どもに関する様々な問題について、子ども、
家庭又は地域住民などからの相談に応じ、必
要な助言を行います。 

市内３か所で、子どもに関する
様々な相談に応じる。 
相談受付件数 1,500件 

子ども家庭課 



再掲 

1-3 里親委託と里親支援 保護者の不在や虐待等により、家庭で養育で
きない子どもをできる限り家庭的な環境で養
育できるよう、里親への委託を推進するため、
里親家庭支援センターと連携し、新規里親の
開拓、マッチング、相談支援などを行います。 
 

里親委託率 50%以上（全国第
一位の達成） 
里子の心身の発達等に関する
評価の実施 100％ 

児童相談所 

再掲 

1-3 要保護児童への自立支援 児童養護施設に入所措置又は里親に委託措置
をされた子どもの大学等への進学に必要な学
費、教科書代等や就労等の自立に際しての住
居の借上げ、運転免許の取得等に必要な経費
を助成します。 
 

対象児童への支援実施率
100% 
措置児童高校卒業後の進路決
定率 100% 

児童相談所 

（保護者の就労の支援） 

122 

3-3 母子家庭自立支援給付金事
業 

ひとり親家庭の就業自立を支援するため、就
業に役立つ資格取得のために各種講座を受講
する場合の受講費用を助成するほか、看護師、
保育士等の資格取得のため養成機関で修業す
る場合には修業期間中（上限３年間（国の基
準は２年間））の生活費と賃貸住宅の費用（上
限月 25,000円）を支給します。 
 

制度の認知度 75% 子ども家庭課 

123 

3-3 ひとり親就業支援専門員に
よる支援 

ひとり親を対象に就業支援を専門に行う、就
業支援専門員を配置し、ひとり親への就業支
援・転職支援を行います。 

支援専門員による継続支援の
実施 

子ども家庭課 

124 
3-3 ひとり親の学び直し支援 ひとり親の就業自立に結びつけるため、ひと

り親の高卒資格取得費用を支援します。 
制度の認知度 75% 子ども家庭課 

（経済的支援） 

再掲 

1-1 
2-1 
3-3 
4-1 

幼児期の教育・保育の負担の
軽減★ 

認定こども園等における幼児期の教育・保育
に係る保育料について所得に応じた金額に設
定し、低所得世帯の負担を軽減します。また、
保育料の算定に当たっては、未婚・非婚のひ
とり親についても税法上の寡婦とみなして保
育料を算定することにより、経済的負担を軽
減します。 

希望していた事業が利用でき
なかった理由として、「利用料
が高い」と回答した割合の減少
（5.1% H25ニーズ調査） 

子ども未来課 

再掲 

1-2 
2-3 
3-3 
4-1 
5-2 
5-3 

放課後児童クラブの利用者
負担の軽減★ 

低所得世帯、ひとり親家庭、多子世帯などの
放課後児童クラブの利用を必要とする家庭
が、経済的理由により利用できないことのな
いよう、世帯の所得の状況や、同時に入会し
ている兄弟姉妹の数に応じて、保護者負担金
を軽減します。 

利用料が高いから利用してい
ない人の割合の減少（4.1% 
H25ニーズ調査） 

子ども未来課 

関連事業 

（教育の支援） 

125 
 実費徴収に伴う補足給付事

業★ 
認定こども園や保育所等を利用した際の日用
品や文房具等の購入に必要な費用を助成しま
す。 

対象者への助成率 100％ 子ども未来課 

126 

2-3 勤労者教育資金貸付金利子
補給事業 

市内に在住する勤労者の教育費の負担を軽減
し、福祉の増進を図るため、県労働金庫が勤
労者に貸し付ける教育資金貸付金に対して、
利子補給を行います。 

支給件数を予測することが困
難であるため、申請の実績に合
わせ支給を行う。 

商業労政課 

127 

2-3 篤志奨学金給付事業 修学困難な高校生、短大生及び大学生を対象
に、教育奨励費（入学一時金）として奨学金
を給付します。 

平成26年度実績と同等の支給
実績を維持する。 

学事課 

128 

2-3 要・準要保護児童生徒扶助費
交付事業 

経済的理由により就学困難な児童生徒の保護
者を対象に、学用品費や通学費、修学旅行費、
給食費、医療費等の必要な援助を行います。 

経済的理由により就学困難な
児童生徒の保護者に対して、適
切に援助を実施する。 

学事課 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

                                     

静岡市子ども・子育て支援プラン 

 3つのポイント 

～子ども本位の視点から～ 

 

★『ひろげる』（ニーズに応じた支援を拡げていきます。） 

 認定こども園の普及をはじめとして、認定こども園、幼稚園、保育所な

どにおける幼児期の教育・保育を推進していきます。 

 

★『つなげる』（子どもの育ちに沿って支援をつなげていきます。） 

 放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体的実施など、総合的な放課

後子ども対策を推進していきます。 

 

★『ささえる』（すべての子どもの育ちを支えていきます。） 

 子どもの貧困への対応を進め、困難な状況に置かれた子どもとその家庭

への支援を推進していきます。 

 

～すべての子どもたちが将来に夢や希望をもって成長できるように～ 

つ
な
げ
る
（
縦
） 

ささえる（奥行） 

ひろげる（横） 

幼児期 

結婚・出産・妊娠・乳児期 

学童期 


