
子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

1

学校教育に
よる学力保
障

きのくに学力向上総合戦
略

県内全ての公立小中学校等児童生徒に対
して学習到達度調査（テスト）を実施

学習到達度調査結果を活用した授業改善や
補充学習の実施により、小・中学校ともに
基礎学力は概ね定着している。
小学生の学力は、全国的な学力調査で、全
国平均と同程度の正答率で安定している。

身に付けた知識・技能を活用する力につ
いては、調査開始（平成25年）から継
続している小・中学校共通の課題であ
る。
中学生の学力は、全国的な学力調査で下
位に低迷している。

R4改善予定 課題となっている
中学生の学力の状
況をよりきめ細か
く把握し、学力を
向上するため

学習到達度調査について、
小学校は従来の形式を継続
する。中学は年２回実施
し、よりきめ細かく学力の
定着状況を把握するととも
に、個人の課題に応じた復
習教材を提供する。

貧困を原因とした学習に課題のあ
る児童生徒を含めた児童生徒全体
の学力向上

15,946 51,751 義務教育課

2

教職員への人権研修等の
実施

教職員を対象とした人権研修において、
子供の貧困問題の内容を取り扱う。ま
た、人権教育資料の中に子供の貧困問題
に係る資料を掲載し各校に配布する。

子供の貧困問題の内容を取り扱った研修
令和3年度
6年次研修、中堅教諭等資質向上研修

子供の貧困問題に関して様々な研修等の
機会を捉え理解を図るよう取組を継続し
ていく必要がある

現行どおり継続 校内研修等で、よ
り多くの教職員に
理解を図る必要が
あるため

現行どおり取組を継続 毎年一定数の教職員に人権研修を
実施するとともに、その内容を校
内研修により学校全体で共有する
よう指導を徹底

24,090 21,386 人権教育推進
課、教育セン
ター学びの丘

3

ICTを活用した不登校児童
生徒への学習支援

ＩＣＴを活用した学習支援を適応指導教
室等において実施するとともに、適応指
導教室設置市町に訪問支援員を配置

訪問支援員が関わった児童生徒のうち４
３．８％が、登校できるようになるなど改
善

訪問支援へ至るまでの関係づくりが困難
であることに加え、家庭訪問を望まない
保護者等の対応に難しさがある。
コロナ不安から訪問を避けられることも
ある。

現行どおり継続 不登校の要因が多
様化・複雑化して
おり、個々の学習
状況に応じた対応
が必要であるため

訪問支援員の配置：事業全
体で、３２７６日（＋９５
６日）１３１０４時間（＋
３８２４時間）

〈和歌山県長期総合計画〉
小・中学校での千人当たりの不登
校児童生徒数　8.0人（令和８年
度）

63,886 67,843 教育支援課、教
育センター学び
の丘

4

不登校等総合対策事業 スクールソーシャルワーカー、スクール
カウンセラーの配置拡充、教職員に対す
る研修や教育相談を実施

全国的に不登校児童生徒が増加する中、本
県においても小学校、中学校で不登校児童
生徒が増加しているが、千人当たりの不登
校児童生徒数が全国と比較して少ない

小・中学校での千人当たりの不登校児童生
徒数
平成30年度　本県14.9人、全国16.9人
令和 元年度   本県16.6人、全国18.8人
令和 ２年度　本県18.8人、全国20.5人

依然として県内小・中学校で1,292人
の不登校児童生徒がいる（令和２年度）

現行どおり継続 不登校の要因が多
様化・複雑化して
おり、個に応じた
対応が必要である
ため

スクールカウンセラー配
置：単独配置や拠点校から
の訪問対応により、県内す
べての公立学校において活
用できる体制を構築

スクールソーシャルワー
カー配置：30市町村（単独
配置の和歌山市を含む。）
(±0)、県立学校 17校(＋
2)

不登校児童生徒支援員の配
置：55人（±0）

〈和歌山県長期総合計画〉
小・中学校での千人当たりの不登
校児童生徒数　8.0人（令和８年
度）

391,087 397,823 教育支援課

5

訪問型家庭教育支援事業 すべての保護者が安心して家庭教育がで
きるよう、地域人材を中心とした家庭教
育支援チームを形成し、情報提供や相談
対応等を実施する市町村を支援し、地域
における家庭の教育力の向上をめざす。

家庭教育支援事業に取り組む実施市町村数
が１６市町に増加（令和元年度４市町）。

家庭教育を専門とするマイスターを市町村
に派遣することで、家庭教育の必要性を理
解する市町村が増加。

訪問型家庭教育支援に取り組む市町村数
を拡充する（令和元年度４市町
　　　　令和3年度１６市町）

現行どおり継
続

訪問型家庭教育支
援に取り組む市町
村数の拡充を進め
るとともに基本的
生活習慣の確立に
向けた啓発

家庭教育に係る支援員の養
成・スキルアップを行うと
ともに、市町村における家
庭教育支援チームの設置を
推進する

訪問型家庭教育支援に取り組む市
町村の割合
　53.3%→100%（令和４年度
末）

9,291 13,888 生涯学習課

6

生活保護制度（生業扶助） 生活保護受給世帯に対し、高等学校等の
就学費用（高等学校等就学費）を支給

・高等学校等就学に伴って必要な教科書
その他の学用品
・高等学校等就学に伴って必要な通学費
用
・その他高等学校等就学に伴って必要な
もの

【負担率】（国）3／4、（県）1／4

【過去実績】
　　平成27年度　28人　407,800円
　　平成28年度　23人　328,691円
　　平成29年度　18人　380,395円
　　平成30年度　19人　421,422円
　　令和元年度　 20人　279,324円
　　令和２年度　 24人　380,335円

　　※　各年度とも年平均値。

特になし 現行どおり継続 国制度に基づき実
施しているため

国制度に基づき実施してい
く

生活保護受給世帯に対し、高等学
校等の就学費用（高等学校等就学
費）を支給

3,441 3,441 福祉保健総務
課

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

（１）学校をプ
ラットホーム
とした総合的
な子供の貧
困対策の展
開

学校を窓口
とした福祉
関連機関等
との連携
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子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

7

地域による
学習支援

地域ふれあいルーム推進
事業

放課後や週末等に学校の余裕教室等を活
用して、地域の方々の協力を得ながら、
子供に様々な体験プログラム等を提供

令和２年度実績
放課後子ども教室　　14市町６０箇所
　（単独実施　和歌山市、広川町、
　　すさみ町含む）

土曜日等子ども教室　5市町65箇所
　（単独実施　和歌山市、高野町含む）

いきいき交流教室　　　　１０支援学校

指導員、行政職員を対象とした研修会の
充実を図る。

現行どおり継続 指導員の資質向上
を図るとともに、
市町村行政職員や
特別支援学校教職
員等に対して事業
をより効率的に実
施するための支援
をおこなう

子供の安全・安心な居場所
として放課後子ども教室等
を実施する市町村に対し、
人件費等の補助を行う

市町村や県立特別支援学校の指導
員等に対して、どのようなスキル
が必要かを検証し、研修会等を通
じて資質向上を図る。

14,999 14,549 生涯学習課

8

子どもの居場所づくり推進
事業

放課後等、一人で過ごさなければならな
い子供への学習支援や大人との交流活動
を実施

令和２年度実績
24市町村77箇所（単独実施　和歌山市、
田辺市、すさみ町含む）

指導員、行政職員を対象とした研修会の
充実を図る。

現行どおり継続 指導員の資質向上
を図るとともに、
市町村行政職員や
特別支援学校教職
員等に対して事業
をより効率的に実
施するための支援
をおこなう

子供の学習習慣の定着や学
習意欲の向上を目指した居
場所づくりを実施している
市町村に対し、人件費等の
補助を行う

市町村や指導員等に対して、どの
ようなスキルが必要かを検証し、
研修会等を通じて資質向上を図
る。

18,510 21,766 生涯学習課

9

きのくにコミュニティスクー
ル推進

学校・家庭・地域がそれぞれの責任と役
割を果たし、地域全体で育てたい児童・
生徒像を共有し、その実現のために関係
者を集めた研修会やフォーラム等を開催
する。また、県立学校においては、学校
運営協議会の運営を補助する。

令和３年度
県立学校導入率：１００％
小中学校導入率：　97.7％

きのくにコミュニティスクールとして制
度の理解促進を図るとともに、取組の充
実をめざすため、市町村や学校への指
導・助言を行う。

現行どおり継続 取組が充実し、地
域を核とした学校
づくり、学校を核
とした地域づくり
をめざすため

研修会の実施や広報活動に
努め、取組の支援等を行う

導入後、取組が形骸化することの
ないよう、研修会や広報活動の充
実を通した取組の支援

14,367 7,122 生涯学習課、県
立学校教育課・
特別支援教育
室、義務教育課

10

地域子ども団体育成 組織的・継続的な集団活動を通じて、子
どもの健やかな育成を推進している市町
村に対して補助

令和２年度
・地域総合活動補助　   68団体
・地域集団活動補助　   33団体
・専任職員配置補助　　22人
・地域組織活動支援   　21団体
・青少年地域参加促進　  9団体

文化的な活動や体験機会の確保 現行どおり継続 文化的な活動や体
験を多くしている
子供は、自尊感情
や精神的充実が高
いという傾向があ
り、自尊感情や精
神的充実を高める
と、学習意欲の向
上や自分や他人を
大事にする心の育
成につながるため

子ども会活動における学習
支援と共に、体験活動にお
いては、できるだけ文化的
な活動や体験に重点をおい
て活動をしてもらうよう市
町村に助言していく

子ども会活動等における文化的な
活動や体験の機会のさらなる確保

31,382 31,348 青少年・男女共
同参画課

11

就職支援プロジェクト 県内高等学校で就職希望者が多い学校を
対象に就職指導員を配置

就職指導員配置校においては、配置前に比
べ就職率が上昇

就職指導員として適任である人材の確保
に努める

現行どおり継続 就職指導の充実、
内定率の向上、高
卒就職者の早期離
職防止を図る必要
があるため

就職希望者が多い県立高等
学校１６校２分校に民間企
業経験者を就職指導員とし
て配置し、就職指導の充
実、内定率の向上、高卒就
職者の早期離職防止をめざ
す

必要としている学校に対する就職
指導員の確実な配置

40,957 41,633 県立学校教育
課

12

高等学校等学び直し支援
（私立）

高等学校の中途退学者が再度県内の高等
学校に就学する費用を国が負担

令和2年度
対象者数　　　　     ６人
総　　額　　954,500円

特になし 現行どおり継続 - - 対象となる者の申請漏れを防ぐた
めの十分な制度周知

2,448 3,086 文化学術課

高等学校等学び直し支援
（公立）

高等学校の中途退学者が再度県内の高等
学校に就学する費用を国が負担

令和2年度
対象者数　　　　　 50人
総　　額　 　635,376円

支給対象者が適切に申請できるよう、周
知方法等を検討する

現行どおり継続 貧困世帯を含む一
定所得以下世帯の
高等学校中途退学
者が再度県内の高
校に就学した場合
の授業料について
は、全額国負担と
なっているため

保護者(親権者)の年収目安
が910万円未満の生徒の授
業料を国が負担

対象となる者の申請漏れを防ぐた
めの制度の十分な周知

1,687 1,596 教育総務課

13

特別支援教育振興事業 特別支援学校高等部生徒の職業的・社会
的自立に向けた支援を実施

早期から産業現場等における実習を行える
よう、啓発リーフレットを作成し、すべて
の生徒の進路実現に向けた取組を充実

様々な機会を捉え、特別支援学校高等部
卒業生の自立に向けた啓発を行ってい
る。各学校の効果的な取組を共有し、県
内で発信していく必要がある

現行どおり継続 一般就労率の向上
等を含め、現在の
取組の継続が必要
であるため

生徒の進路実現に向け、地
元企業や福祉事業所等に対
して、現場実習への協力を
今後も働きかける

特別支援学校高等部卒業生に対す
る「つなぎ愛シート（個別の移行
支援計画）」の効果的な活用につ
いて、関係機関に周知

3,192 3,448 特別支援教育
室

（１）学校をプ
ラットホーム
とした総合的
な子供の貧
困対策の展
開

高等学校等
における就
学継続のた
めの支援
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子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

14

若者自立支援事業 若者サポートステーションWithYouに
おける総合相談業務の実施

令和２年度
新規登録者数　　1,073人
相談件数　　　　7,575件

①当機関の認知度が高くない
②ネットワーク形成の拡充が必要
③更なるスタッフのスキルアップが必要

現行どおり継続 利用者の抱える困
難が複雑化してお
り、支援が長期化
する傾向になって
いることから、支
援者への切れ目な
い支援が更に必要
となっているため

①②チラシ配布、他機関主
催の会議での広報等による
当機関の認知度の向上及び
ネットワーク形成の促進・
強化を図る

③研修会や連絡会議の開催
等によるスタッフのスキル
アップを図る

若者総合相談窓口の周知の強化を
図るとともに、学校等の関係機関
との連携を強化し、引き続き切れ
目ない支援を実施

36,903 36,837 青少年・男女共
同参画課

15

保育士等キャリアアップ研
修

保育現場におけるリーダー的職員の育成
を目的とした「保育士等キャリアアップ
研修」を8分野で実施
①乳児保育　②幼児教育　③障害児保育
④食育・アレルギー　⑤保健衛生・安全
対策　⑥保護者支援・子育て支援　⑦保
育実践　⑧マネジメント

修了者数
平成29年度：1,807人（5分野）
平成30年度：1,570人（8分野）
令和元年度：1,091人（8分野）
令和2年度：401人（7分野）

長時間に及ぶ研修のため、保育業務に支
障が出ないよう、土日中心の開催にして
いるところであるが、代休日の確保及び
代替職員の確保が困難等の声が寄せられ
ている。

R2改善済 調査結果から、子
供の基本的な生活
習慣の定着、文化
的活動及び自尊感
情や、保護者支援
等の重要性が判明
したため。
また、保育・教
育・保健・子育て
支援等の関係機関
の連携が必要であ
ると指摘されたた
め

・「保護者支援・子育て支
援」分野の研修内容「関係
機関との連携・地域資源の
活用」において、子供の貧
困問題を取り扱うことによ
り、経済的に困難な子供及
び保護者に対して適切な支
援ができる人材を育成する
・「乳児保育」「幼児教
育」等の研修分野を引き続
き実施することにより、保
育士等の専門性を向上さ
せ、質の高い保育・幼児教
育を提供する

子供の貧困問題を研修内容に盛り
込んだうえで、国のメニューで示
されている8分野全ての研修を引き
続き実施するともに、別途、保育
人材確保事業を継続することによ
り、保育現場の執務環境改善に資
する。
（令和2年度より、保育実践分野が
処遇改善加算Ⅱの研修要件ではな
くなる。）

4,606 4,406 子ども未来課

幼児教育の質の向上 幼稚園・保育所・認定こども園関係職員
を対象とした研修を実施

幼稚園、保育所等の職員を対象とした研修
を年間16回開催し受講者は1219人。受
講者の研修内容の評価は、5段階評価で平
均4.5

経験年数等を考慮し、研修ごとにテーマ
を設定し、研修受講者のニーズに沿った
研修の企画が必要である

現行どおり継続 各園・所で質の高
い幼児教育を行う
ことが求められて
いる中、研修を充
実させてきてお
り、今後も継続す
る必要があるため

幼児教育を担う保育者の資
質及び専門性の向上や園長
等による人材育成等、研修
内容の充実を図る

＜第3期教育振興基本計画＞
幼稚園・保育所・認定こども園を
対象とした研修受講者による研修
内容の評価（5段階評価平均値、
4.5以上（令和４年度）

981 965 義務教育課

訪問型家庭教育支援事業
【再掲】

すべての保護者が安心して家庭教育がで
きるよう、地域人材を中心とした家庭教
育支援チームを形成し、情報提供や相談
対応等を実施する市町村を支援し、地域
における家庭の教育力の向上をめざす。

家庭教育支援事業に取り組む実施市町村数
が１６市町に増加（令和元年度４市町）。

家庭教育を専門とするマイスターを市町村
に派遣することで、家庭教育の必要性を理
解する市町村が増加。

訪問型家庭教育支援に取り組む市町村数
を拡充する（令和元年度４市町
　　　　令和3年度１６市町）

現行どおり継
続

訪問型家庭教育支
援に取り組む市町
村数の拡充を進め
るとともに基本的
生活習慣の確立に
向けた啓発

家庭教育に係る支援員の養
成・スキルアップを行うと
ともに、市町村における家
庭教育支援チームの設置を
推進する

訪問型家庭教育支援に取り組む市
町村の割合
　53.3%→100%（令和４年度
末）

9,291 13,888 生涯学習課

16

基本研修事業・専門研修
事業

教職員に対する教育相談、生徒指導に係
る研修を実施

教育相談、生徒指導に係る研修の受講者ア
ンケートでは、研修内容が効果的であった
（Ａ評価及びＢ評価）と回答した受講者が
９０％を超えた。

左記受講者アンケートにおいて、研修内
容が効果的であった（Ａ評価及びＢ評
価）と回答する受講者を増加させる

現行どおり継続 教育相談、生徒指
導に関する研修
は、受講者ニーズ
が高いため

関係機関との連携のもと、
教職員がチームとして取り
組む効果的な生徒指導や学
級集団づくり、教育相談の
実施に向けた研修を実施す
る

A評価及びＢ評価と回答する受講
者の割合　９0％以上

19,774 18,071 教育センター学
びの丘

不登校等総合対策事業
【再掲】

スクールソーシャルワーカー、スクール
カウンセラーの配置拡充、教職員に対す
る研修や教育相談を実施

全国的に不登校児童生徒が増加する中、本
県においても小学校、中学校で不登校児童
生徒が増加しているが、千人当たりの不登
校児童生徒数が全国と比較して少ない

小・中学校での千人当たりの不登校児童生
徒数
平成30年度　本県14.9人、全国16.9人
令和 元年度   本県16.6人、全国18.8人
令和 ２年度　本県18.8人、全国20.5人

依然として県内小・中学校で1,292人
の不登校児童生徒がいる（令和２年度）

現行どおり継続 不登校の要因が多
様化・複雑化して
おり、個に応じた
対応が必要である
ため

スクールカウンセラー配
置：単独配置や拠点校から
の訪問対応により、県内す
べての公立学校において活
用できる体制を構築

スクールソーシャルワー
カー配置：30市町村（単独
配置の和歌山市を含む。）
(±0)、県立学校 17校(＋
2)

不登校児童生徒支援員の配
置：55人（±0）

〈和歌山県長期総合計画〉
小・中学校での千人当たりの不登
校児童生徒数　8.0人（令和８年
度）

391,087 397,823 教育支援課

（１）学校をプ
ラットホーム
とした総合的
な子供の貧
困対策の展
開

高等学校等
における就
学継続のた
めの支援

（２）貧困の連
鎖を防ぐため
の幼児教育
の無償化の
推進及び幼
児教育の質
の向上

（３）就学支援
の充実

義務教育段
階の修学支
援の充実

－
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子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

17

高等学校等就学支援金
（私立）

一定収入未満の世帯の県内高校生に対す
る就学援助（全額国庫）

令和2年度
対象者数　　　　　　  3,583人
総　　額　　　802,128,309円

特になし 現行どおり継続 - - 制度変更の不知を理由に、私立高
等学校への就学を断念することの
ないよう、制度周知を徹底

848,628 842,134 文化学術課

高等学校等就学支援金
（公立）

一定収入未満の世帯の県内高校生に対す
る就学援助（全額国庫）

令和2年度
対象者数　            18,493人
総　　額　2,027,874,345円

自己申請に基づく支給のため、支給対象
にも関わらず、申請を失念している者が
いる可能性がある

現行どおり継続 貧困世帯を含む一
定所得以下世帯の
生徒の高等学校等
の授業料について
は現行制度で全額
国負担となってい
るため

保護者(親権者)の年収目安
が910万円未満の生徒の授
業料を国が負担

対象となる者の申請漏れを防ぐた
めの制度の十分な周知

2,041,262 1,932,850 教育総務課

18

和歌山県高校生等奨学給
付金（奨学のための給付
金）（私立）

高校生等を有する低所得世帯の授業料以
外の教育費負担を軽減するため、住民税
所得割非課税世帯を対象とした「奨学の
ための給付金」を支給

令和2年度
支給者数　　　　 　420人
支給総額　55,163,625円

自己申請に基づく支給のため、支給対象
にも関わらず、申請を失念している者が
いる可能性がある

現行どおり継続 国制度に基づいて
実施するため

引き続き、事業の周知に努
める

対象となる者の申請漏れを防ぐた
めの制度の十分な周知

60,283 61,424 文化学術課

和歌山県高校生等奨学給
付金（奨学のための給付
金）（公立）

高校生等を有する低所得世帯の授業料以
外の教育費負担を軽減するため、住民税
所得割非課税世帯を対象とした「奨学の
ための給付金」を支給

令和２年度
支給者数　            2,５１7人
支給総額　2９４,９８２,５２５円

自己申請に基づく支給のため、支給対象
にも関わらず、申請を失念している者が
いる可能性がある

現行どおり継続 国制度に基づいて
実施するため

引き続き、事業の周知に努
める

対象者に対して制度の周知を十分
行い、低所得世帯の教育費負担を
軽減することによる、教育の機会
均等の確保

401,055 326,547 生涯学習課

19

私立高等学校等家計急変
世帯授業料減額等補助事
業

高等学校等に進学した後に家計が急変
し、一定の収入未満になった世帯の県内
高校生に対する就学援助。

令和2年度
支給者数　                １人
支給総額　     277,200円

- 現行どおり継続 - - 制度変更の不知を理由に、私立高
等学校への就学を断念することの
ないよう、制度周知を徹底

792 792 文化学術課

20

特別支援教育就学奨励費 県内特別支援学校１１校の児童生徒の就
学経費を補助

令和2年度
対象者数　         　1,386人
総　　額　151,419,267円

特になし 現行どおり継続 特別支援教育に要
する経費について
は、現行制度で負
担軽減が図られて
いるため

県からの就学奨励費に対
し、国負担金・国補助金が
措置される。世帯所得に応
じて３段階に区分し個人負
担率が異なる

対象となる者の申請漏れを防ぐた
めの制度の十分な周知

196,403 215,842 教育総務課、特
別支援教育室

21

特別支援教育振興事業
（教育相談等早期支援）

特別支援教育に係る専門的知識・経験を
有する教員を相談員とした、県内の学校
への巡回相談を実施し、障害の特性等に
応じた指導・支援を充実

令和２年度の巡回相談実施回数は１１９
回。個別の相談に加え、要請に応じて、全
校職員を対象とした現職教育を行うことに
よる効果的な支援の実施

子供の背景要因の分析により、貧困問題
等環境要因による支援が必要なケースに
ついては、関係機関との連携を図ってい
く必要がある

現行どおり継続 学校現場からの
ニーズもあり、必
要に応じて専門的
な支援を行ってい
く必要があると考
えるため

当該学校で組織的な取組が
できるよう、市町村教育委
員会に働きかけるととも
に、特別支援学校のセン
ター的機能についての啓発
も継続していく

特別支援学校のセンター的機能
や、特別支援教育に係る校内委員
会等を効果的に活用し、組織的な
取組へと発展できるよう、市町村
教育委員会等への働きかけの実施

3,192 3,448 特別支援教育
室

22

高等教育の機会
を保障するような
就学禁制度等の
経済支援の充実

和歌山県修学奨励 経済的理由により修学が困難な者に対
し、「奨学金」及び「進学助成金」を貸
与することにより、修学の奨励と教育の
機会均等を図ることで有益な人材を育成

令和2年度
（奨学金）
　　対象者数　            246人
　　貸与総額　61,124,000円
（進学助成金）
　　対象者数　　　　   　87人
　　貸与総額　43,500,000円

現行どおり継続 教育の機会均等を
確保するため

「修学奨励金」について
は、貸与基準を満たした者
全員に貸与を行うととも
に、家計急変者には緊急貸
与を行う

進学を望むが経済的に困難な者に
対して修学資金を貸与することに
よる、進学を断念する者の減少

230,391 210,947 生涯学習課

23

国公私立大学生・
専門学校生等に
対する経済的支
援

和歌山県大学生等進学支
援金

意欲と能力が高い者が、経済的な事情に
左右されず、大学等に進学し、将来の地
域社会の担い手となるよう、低所得世帯
の生徒を支援

令和2年度
給付者数　新規採用　  40人
　　　　　継続採用　110人
給付総額　新規採用　24,000,000円
　　　　　継続採用　66,000,000円

現行どおり継続 貧困世帯の大学進
学率は、それ以外
の世帯に比較し
て、未だに低いた
め

支援が必要な者に対し、制
度を周知できるように、県
内の中学校卒業生及び高校
生に広報を実施する

支援金の支給による、若年層のU
ターン促進、人口減少対策、将来
の和歌山を担う人材の育成

96,258 102,845 生涯学習課

（３）就学支援
の充実

「高校生等
奨学給付金
（奨学のた
めの給付
金）制度」な
どによる経
済的負担の
軽減

特別支援教
育に関する
支援の充実

（４）大学等進
学に対する
教育機会の
提供

変更なし 変更なし
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子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

地域ふれあいルーム推進
事業

放課後や週末等に学校の余裕教室等を活
用して、地域の方々の協力を得ながら、
子供に様々な体験プログラム等を提供

令和２年度実績
放課後子ども教室　　14市町６０箇所
　（単独実施　和歌山市、広川町、
　　すさみ町含む）

土曜日等子ども教室　5市町65箇所
　（単独実施　和歌山市、高野町含む）

いきいき交流教室　　　　１０支援学校

指導員、行政職員を対象とした研修会の
充実を図る。

現行どおり継続 指導員の資質向上
を図るとともに、
市町村行政職員や
特別支援学校教職
員等に対して事業
をより効率的に実
施するための支援
をおこなう

子供の安全・安心な居場所
として放課後子ども教室等
を実施する市町村に対し、
人件費等の補助を行う

市町村や県立特別支援学校の指導
員等に対して、どのようなスキル
が必要かを検証し、研修会等を通
じて資質向上を図る。

14,999 14,549 生涯学習課

24

児童福祉施設措置費 入所児童にかかる通塾費など学習支援経
費の措置費負担

入所児童が通塾し学習する機会、進学意欲
などに繋がっている

学習する機会や進学意欲の増加と併せ
て、施設職員や教員等のサポート等に
よって進学率の増加に繋げたい

現行どおり継続 教育支援体制を維
持するため

国の交付要綱に基づき支弁
していく

学習の継続と進学率の増加 2,740,839 2,531,929 子ども未来課

25

わかやまひとり親家庭ア
シスト（うち見守り支援）

児童扶養手当受給世帯に対して県で登録
した支援員が定期訪問し、自立に向けた
各種施策の活用支援や養育相談を実施

令和２年度
利用世帯：７世帯（令和元年度：20世
帯）

※制度変更に伴う減

利用希望者が少ない

コロナウイルス流行により、対面での支
援が
難しくなりつつある中、効果的な支援の
実施が困難になる事例が増えつつある。
また、就労支援事業の利用要件から本事
業の利用を外したことから、一定の利用
減が見込まれる。

現行どおり継
続

対象となる全ての
児童扶養手当受給
者に対し、８月の
現況届時に本制度
のリーフレットを
配付し、制度の周
知徹底を図ってい
るが、依然として
利用が少ないため

　新たに児童扶養手当受給
資格者として認定された人
に対して行う訪問支援事業
により、必要に応じて本事
業を利用することを推進。
加えて、ひとり親家庭等訪
問支援で聞き取りをした家
庭に対しても、プログラム
策定が有用と判断されれば
積極的に推進する。

制度の周知徹底による利用者増 1,000 480 子ども未来課

26

地域共育コミュニティ形成
促進事業
(Ｒ３～NO9の事業と合体)

地域ふれあいルーム推進
事業　【再掲】

放課後や週末等に学校の余裕教室等を活
用して、地域の方々の協力を得ながら、
子供に様々な体験プログラム等を提供

令和２年度実績
放課後子ども教室　　14市町６０箇所
　（単独実施　和歌山市、広川町、
　　すさみ町含む）

土曜日等子ども教室　5市町65箇所
　（単独実施　和歌山市、高野町含む）

いきいき交流教室　　　　１０支援学校

指導員、行政職員を対象とした研修会の
充実を図る。

現行どおり継続 指導員の資質向上
を図るとともに、
市町村行政職員や
特別支援学校教職
員等に対して事業
をより効率的に実
施するための支援
をおこなう

子供の安全・安心な居場所
として放課後子ども教室等
を実施する市町村に対し、
人件費等の補助を行う

市町村や県立特別支援学校の指導
員等に対して、どのようなスキル
が必要かを検証し、研修会等を通
じて資質向上を図る。

14,999 14,549 生涯学習課

27

夜間中学校
の設置促進

中学校夜間学級の設置促
進

義務教育未修了者のための市町村立夜間
中学の設置を促進

市町村教育委員会に対して、「義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する法律」について周知や
趣旨説明を行い、市町村立での夜間中学の
設置を促進

夜間中学については、市町村による設置
を基本と考えており、市町村から夜間中
学設置の申し出があった場合は県として
支援

現行どおり継続 市町村に対して粘
り強く周知と働き
かけを行っていく
必要があるため

市町村に対して、法律、教
育振興基本計画等の周知と
夜間中学設置の働きかけを
継続する

市町村立による夜間中学の設置                    -                    - 義務教育課

28

学び直し講座事業 年齢、国籍に関係なく、学べる機会を提
供するため、定時制高校に「学び直し講
座」を実施

令和３年度
伊都中央高校、きのくに青雲高校、南紀高
校、新宮高校4校において開講
受講者数１４７名

受講者数が伸びていない地域がある 現行どおり継続 必要な人に支援が
届くようにする必
要があるため

引き続き、事業について
様々な機会をとらえて周知
するとともに、チラシを配
布する

受講者数が伸びない教室の受講者
の確保

22,958 23,134 人権教育推進
課

（５）生活困窮
世帯等への
学習支援

（６）その他の
教育支援

－
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子供の貧困対策事業点検表

①教育支援　　３７事業（うち再掲５）　　※「方針」欄　「R３改善済」→令和３年度中に何らかの改善を行った、「R４改善予定」→令和４年度中に何らかの改善を予定している

方針（リス
トから選

択）
理由 具体的な内容

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の内容 事業の成果 事業の課題

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

29

学校における食育推進に
関する研修

学校給食を提供している学校に対する食
育推進のための研修を実施

７月
学校給食管理指導者・栄養教諭等研修会

１月
学校における食育推進研修会

研修内容の充実を図り、全ての学校にお
いて食育の推進を図る必要がある

現行どおり継続 子供たちに望まし
い食習慣を身に付
けさせるために、
学校における食育
の推進が重要であ
るため

学校における食育の中核的
な役割を果たす栄養教諭等
学校給食関係者を対象とす
る研修の機会を設ける

引き続き、学校給食関係者を対象
とした研修会の開催を通した、全
ての学校における食育の推進

52 52 教育支援課

30

和歌山版「食事バランスガ
イド」の普及・活用

普及・活用を推進するための検討会開
催、教材作成、講演会の実施

「食事のバランスや組み合わせについて興
味を持った」と回答した小学校の割合：現
状値52.3％→達成値78.2％
食品を購入する際に「国産や地域の食品を
選ぶ」とする小学校の割合：現状値
65.3％→達成値52.8％

専門的知識がない、栄養士や専科教諭
（家庭科）以外の教諭が、児童に説明す
るのは難しいこと
授業で習う内容（文部科学省の内容）と
当該事業の内容（農林水産省の内容）に
解離があること
効果的な事業成果検証、課題検討できる
よう、事業実施後のアンケート内容につ
いて検討する

現行どおり継続 単年で成果が出る
のもではなく、継
続する必要がある
ため

食育推進検討会での協議を
重ねた上で調整する

国の第３次食育推進基本計画並び
に第３次和歌山県食育推進計画の
目標達成に寄与すること
アンケートでの意見を踏まえ、文
部科学省の指導要領に沿った内容
とし、授業で習う内容と関連させ
ることで、児童の理解向上につな
げる

1,234 1,174 果樹園芸課

31

補食給食 夜間定時制高校に学ぶ勤労青少年に対す
る健康保持と就学援助の観点から夜食費
を補助

県立定時制高等学校６校及び和歌山市立和
歌山高校で実施

貧困等によって社会参加の道を閉ざされ
ている若者に将来への道筋を開くため、
事業を継続していく

現行どおり継続 働きながら学ぶ勤
労青少年の健康保
持に努め、その学
力と就業の基盤を
維持することは重
要であるため

県立定時制高等学校の給食
費を補助する（全額県費、
市立は1/3補助）

引き続き、補助対象者に対する事
業の実施

822 739 教育支援課

多様な体験
活動の機会
の提供

児童福祉施設措置費
【再掲】

入所児童にかかる通塾費など学習支援経
費の措置費負担

入所児童が通塾し学習する機会、進学意欲
などに繋がっている

学習する機会や進学意欲の増加と併せ
て、施設職員や教員等のサポート等に
よって進学率の増加に繋げたい

現行どおり継続 教育支援体制を維
持するため

国の交付要綱に基づき支弁
していく

学習の継続と進学率の増加 2,740,839 2,531,929 子ども未来課

32

現行どおり継続 引き続き、設置・
利用促進を図る

子供食堂を実施する団体に
対して、新規開設や機能強
化にかかる備品等の購入費
用を補助する

R4改善予定 子供の居場所の充
実を目指し、子供
食堂の活動を活性
化させるため

子供食堂と多機関をつなぐ
ネットワークの構築、相談
窓口体制の確立、子供食堂
コーディネーター派遣によ
る子供食堂活動の支援

（６）その他の
教育支援

子供の食
事・栄養状
況の確保

2,520 子ども未来課和歌山子供食堂支援 子供食堂を実施するNPO法人等の民間
団体に対して、子供食堂の開設に当たり
必要となる設備改修や備品購入、子供食
堂で食品衛生責任者を設置するための養
成講習会の受講や、既に実施している子
供食堂の機能強化（学習支援、多様な世
代交流に係る備品等の購入）にかかる費
用を補助
【補助率】１／２
【上　限】
　①開設補助（講習会受講費含む）
　　200千円
　②学習支援・世代交流等の機能強化
　　100千円
　③講習会受講費（既存食堂のみ）
　　12千円（2名まで）
【補助条件】
　・月１回以上定期的に開催
　・責任者を１人配置し、食中毒予防、
防災等に配慮等

令和４年３月現在で把握している子供食堂
数
　１２市町４７カ所（うち補助金活用２３
カ所）

・子供食堂のない地域がある
・地域に子供食堂があっても認知度が低
い
・子供の生活実態調査の結果において、
他の大人との関わりが子供に良い影響を
与えていることが判明したため、子供に
とって家庭でも学校でもない第３の居場
所が必要
・子供の居場所としての活動が十分にで
きていない子供食堂がある

子供食堂と多機関をつなぎ、持続
可能なネットワークづくりを推進
することで子供食堂の活性化を図
る。

6,355
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