
「和歌山県子供の貧困対策推進計画」に関する指標の更新

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

1
生活保護世帯に属する子
供の高等学校等進学率

95.3% 95.6% 93.7% 93.7%

2
生活保護世帯に属する子
供の高等学校等中退率

2.0% 7.9% 4.1% 3.6%

3
生活保護世帯に属する子
供の大学等進学率

23.9% 25.0% 37.3% 39.9%

4
児童養護施設の子供の進
学率（中学校卒業後）

100.0% － 94.9% －
社会的養護の現況に関する調査（厚生労働省雇用均
等・児童家庭局家庭福祉課調べ）

毎年実施されている調査であるが、左記より新しい
データが厚労省から提供されていない。

5
児童養護施設の子供の進
学率（高等学校等卒業
後）

18.8% － 33.1% －
※R元年度末に中学校または高等学校等を卒業した者の
うちR2.5.1現在

毎年実施されている調査であるが、左記より新しい
データが厚労省から提供されていない。

6
全世帯の子供の高等学校
中退率

1.3% 1.3% 1.1% 1.2%
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（R2）

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（R3）

7
全世帯の子供の高等学校
中退者数

346人 314人 34,965人 38,928人
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（R2）

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（R3）

8
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）

70.2% 70.0% 50.9% 63.5% 県：県教育委員会調べ（R2）
全国：文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
（R3）

9
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）

76.3% 72.9% 58.4% 67.4%
全国：文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
（R2）

全国：文部科学省初等中等教育局児童生徒課調べ
（R3）

10
スクールカウンセラーの
配置率（小学校）

67.2% 69.2% 86.2% 89.9% 県：県教育委員会調べ（R2年度） 県：県教育委員会調べ（R3年度）

11
スクールカウンセラーの
配置率（中学校）

93.3% 96.7% 91.8% 93.6%
全国：文部科学省初等中等学校教育局児童生徒課調べ
（R2年度）

全国：文部科学省初等中等学校教育局児童生徒課調べ
（R3年度）

12

就学援助制度に関する周
知状況（入学時及び毎年
度進級時に学校で就学援
助制度の書類を配布して

77.4% 77.4% 81.1% 82.3%
文部科学省初等中等教育局修学支援課・教材課調べ
（R3年度）

13
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）

80.0% 80.0% 83.7% 84.9%
文部科学省初等中等教育局修学支援課・教材課調べ
（R3年度）

14
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）

93.5% 93.5% 85.1% 86.2%
文部科学省初等中等教育局修学支援課・教材課調べ
（R3年度）

指標

基準日

教育の支援

厚生労働省社会・援護局保護課調べ（R3.4.1現在（高
等学校等中退率はR2.4月時点の在籍者総数でR2年度中
に中退した者の数を除した割合））

和歌山県 全国

厚生労働省社会・援護局保護課調べ（R2.4.1現在（高
等学校等中退率はH31.4月時点の在籍者総数でR元年度
中に中退した者の数を除した割合））

文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課調べ（R4
年度）
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前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

指標

基準日和歌山県 全国

15
高等教育の修学支援新制
度の利用者数（大学）

16
高等教育の修学支援新制
度の利用者数（短期大
学）

17
高等教育の修学支援新制
度の利用者数（高等専門
大学）

18
高等教育の修学支援新制
度の利用者数（専門学
校）

19 子供食堂の運営件数★ 47件 47件 － － 県：子ども未来課調べ（R4.1月現在） 県：子ども未来課調べ（R4.8月現在）

20
子どもの居場所づくり推
進事業実施箇所数★

86箇所 83個所 － － 県：教育委員会調べ（R3年度） 県：教育委員会調べ（R4年度）

21
電気、ガス、水道料金の
未払い経験（子供がある
全世帯）

8.1% －
電気5.3%
ガス6.2%
水道5.3%

－

県：子供の生活実態調査(H30)
　　（料金等の支払い困難経験）
全国：生活と支え合いに関する調査（特別集計）
（H29）

左記以降の調査が実施されていない。

22
食料又は衣服が買えない
経験（子供がある全世
帯）

4.5% －
食料16.9%
衣服20.9%

－

県：子供の生活実態調査(H30)
　　（生活必需品の購入困難経験）
全国：生活と支え合いに関する調査（特別集計）
（H29）

左記以降の調査が実施されていない。

23
ひとり親家庭の親の就業
率（母子家庭）

90.5% － 81.8% 86.3%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）

24
ひとり親家庭の親の就業
率（父子家庭）

90.8% － 85.4% 88.1%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）

25
ひとり親家庭の親の正規
の職員・従業員の割合
（母子世帯）

43.2% － 44.4% 50.7%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：国勢調査（H27） 

県：R5年度に調査予定
全国：国勢調査（R2） 

26
ひとり親家庭の親の正規
の職員・従業員の割合
（父子世帯）

52.3% － 69.4% 71.4%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：国勢調査（H27） 

県：R5年度に調査予定
全国：国勢調査（R2） 

27
母子家庭等就業・自立支援
センターでのひとり親家庭

に対する就職斡旋件数★
15件 15件 － － 県：子ども未来課調べ（R2年度実績値） 県：子ども未来課調べ（R3年度実績値）

28
高等職業訓練促進給付金
利用者数★

75人 103人 － － 県：子ども未来課調べ（R2年度実績値） 県：子ども未来課調べ（R3年度実績値）

生活の安定に資するための支援

保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援

・R4年度給付型奨学金の大学等予約採用候補者数
　(独)日本学生支援機構調べ
　※学校種別ごとの公表は行われない。
　※学校所在地で区分するため、
　　和歌山県の子供の実態と必ずし
　　も一致しない。

・R2年度給付型奨学金の大学等予約採用候補者数
　(独)日本学生支援機構調べ
　※学校種別ごとの公表は行われない。
　※学校所在地で区分するため、
　　和歌山県の子供の実態と必ずし
　　も一致しない。

計101,911人計954人計1,033人 計97,838人
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前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

前回
(R4.3月時点）

今回
(R4.12月更新）

指標

基準日和歌山県 全国

29
子供の貧困率（国民生活
基礎調査）

11.6% － 13.5% －

県：子供の生活実態調査(H30)
全国：国民生活基礎調査（H30：旧基準）
※調査対象や調査方法が異なるため、単純比較はでき
ません。

※国民生活基礎調査は、３年に1度の大規模調査後に公
表

30
ひとり親家庭の貧困率
（国民生活基礎調査）

37.5% － 48.3% －

県：子供の生活実態調査(H30)
全国：国民生活基礎調査（H30：旧基準）
※調査対象や調査方法が異なるため、単純比較はでき
ません。

※国民生活基礎調査は、３年に1度の大規模調査後に公
表

31
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（母子家庭）

54.7% － 42.9% 46.7%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）

32
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（父子家庭）

10.8% － 20.8% 28.3%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）

33
ひとり親家庭で養育費を
受け取っていない子供の
割合（母子家庭）

71.0% － 69.8% 71.1%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）（特別集計）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）
　※養育費を「過去に受けたことがある」
　　又は「受けたことがない」と回答した
　　割合

34
ひとり親家庭で養育費を
受け取っていない子供の
割合（父子家庭）

69.2% － 90.2% 90.6%
県：和歌山県ひとり親家庭等実態調査（H30）
全国：全国ひとり親世帯等調査（H28）（特別集計）

県：R5年度に調査予定
全国：全国ひとり親世帯等調査（R3）
　※養育費を「過去に受けたことがある」
　　又は「受けたことがない」と回答した
　　割合

※　表中★は県で独自に設定した指標

経済的支援
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