
子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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

33

生活困窮者に対する自立
支援相談事業

振興局（那賀を除き、串本支所を含
む。）に自立支援相談員を配置し、生活
困窮者自立相談支援事業を実施

・相談支援（窓口、訪問）
・他の支援機関との連絡調整

【補助率】（国）3／4、（県）1／4

平成２７年４月から実施

【支援実績】
　　平成27年度　296人
　　平成28年度　304人
　　平成29年度　278人
　　平成30年度　269人
      令和元年度    194人
　　令和２年度 1,010人

事業開始以降一定の相談者数があるが、
さらに生活困窮者自立支援制度や相談窓
口の認知度を向上させるため、広く周知
する必要がある

現行どおり継続 引き続き生活困窮
者自立相談支援機
関において、生活
困窮者の自立に向
けた支援を行う。

・町村各部局（教育、税
務、住宅、水道）やハロー
ワーク等関係機関との連携
を一層強化するとともに、
関係機関窓口等に支援制度
のチラシを設置するなど
し、生活困窮者を早期に又
確実に相談窓口につなげる
・生活困窮者自立支援機関
を中心とした地域関係機関
の連携強化を図り、地域関
係機関による生活困窮者に
対する包括的支援を行うた
め、支援会議を行い、多機
関による支援を実施する。

支援制度及び支援相談窓口の一層
の周知並びに生活困窮者に寄り
添ったきめ細やかな包括的支援の
実施

17,276 17,338 福祉保健総務
課

34

母子家庭等就業・自立支
援事業（うち母子家庭等
就業・自立支援センター事
業等）

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
ひとり親家庭の親に対し、就業及び自立
支援を目的に下記の事業を実施
＜就業支援事業＞
ひとり親家庭等の就業相談に応じ、相談
者の状況を踏まえながら適切な助言等を
行う
＜就業支援講習会事業＞
就業に結びつく可能性の高い講習会等の
実施

【ひとり親家庭等特別相談事業】
ひとり親家庭を対象に、離婚、親権等の
問題について専門家による助言を行う、
ひとり親家庭特別相談事業を実施

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
＜就業支援事業＞
・年間相談人数（実数）319人
・年間相談件数（延べ）749件
・就職者数　正規雇用2人、非正規雇用
13人

＜就業支援講習会事業＞
・令和２年1月～２月　パソコン講習会を
開催
参加人数　７人
・令和元年11月　ファイナンシャルプラ
ンナー研修を開催　参加者数７人
（令和２年度、３年度はコロナのため開
催できず）

母子家庭等就業・自立支援センターの認
知度が低い

ひとり親家庭等特別相談事業の利用数も
低調である。周知不足もあるだろうが、
移動県民相談（県民生活課）などでカ
バーできている部分もあると思われる

現行どおり継続 引き続き制度の周
知徹底を図ってい
く

・児童扶養手当現況届の際
に、母子家庭等就業・自立
支援センターのチラシを配
付し周知を図った

・普及・啓発のため母子父
子寡婦家庭への制度紹介パ
ンフレット「ひとり親家庭
のしおり」の記載を見直
し、わかりやすい情報提供
を実施

・現在受け付けている就業
相談はほとんどがひとり親
家庭の親からの相談であ
り、子の就業相談の実績は
あまりないため、子の相談
も受け付けている旨の周知
を図る

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

2,123 2,123 子ども未来課

35

和歌山県保育士資格取得
支援事業

幼稚園教諭免許及び保育士資格の両方を
有する職員配置が求められる幼保連携型
認定こども園の人材確保等のため、幼稚
園教諭免許又は保育士資格の取得等に対
して補助

事業開始からの実績（和歌山市分を除
く）
平成27年度：５件
平成28年度：１６件
平成29年度：７件
平成30年度：６件
令和 元年度：６件
令和 ２年度：１件

平成27年度の制度開始以降、順調に利
用されてきた。特例期間中は、資格取得
要件が緩和されており、当初、令和元年
度までであった特例期間が令和６年度ま
で延長されたため、当該期間中の積極的
な活用を促進する必要がある。

現行どおり継続 調査結果から、子
供の生活習慣の定
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。

本事業を継続するととも
に、事業の周知を図り（市
町村に対して、管内保育所
を対象にした研修会等の際
の周知を依頼する等）活用
を一層促進することによ
り、保育・幼児教育を充実
させる。

平成27年度の制度開始以降、順調
に利用されてきたが、対象者に確
実に利用されるよう一層の周知を
徹底

696 610 子ども未来課

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

保護者の自
立支援

今後の目標
R３

当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

（１）保護者の
生活支援

保育等の確
保
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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

36

45,850

37

母子・父子自立支援員の
配置

福祉事務所に母子・父子自立支援員を配
置し相談業務を実施

令和２年度
【配置人数】
　県　９人
　市　７人（紀の川市、岩出市未設置）
【相談件数】
　731件

ひとり親世帯に対し必要な情報が十分に
届いていなかったり、情報があっても申
請手続きを保護者自身が確実に行うこと
が困難な状況がうかがわれる

現行どおり継続 ひとり親家庭に対
してはより一層の
制度周知と自立支
援による丁寧な
フォローが必要な
ため

年度当初のひとり親家庭施
策に関する説明会を通じ
て、制度の周知を図ってい
く

制度の周知徹底及び支援員の専門
性の向上

-               -               子ども未来課

38

子ども子育て支援事業
（利用者支援事業）

妊娠・出産・子育て等に関する相談に
ワンストップで対応する「子育て世代包
括支援センター」を設置する市町村に対
する支援

令和元年度末で全市町村設置 各市町村に子育て世代包括支援センター
は設置されているが、広く住民に知られ
ていない。

現行どおり継続 調査結果から、子
育て世代包括支援
センターが広く住
民に知られていな
いことが判明した
ため

チラシ等の配布やHPへの掲
載など、更に広報を強化す
ることで、子育て世代包括
支援センターの周知を図
り、広く住民に知られるセ
ンターを目指す。

子育て世代包括支援センターの周
知徹底によるさらなる利用者増

54,788 30,283 子ども未来課
健康推進課

39

母子生活支
援施設等の
活用

母子生活支援施設の活用 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情
にある女子及びその者の監護すべき児童
を保護し、自立促進のための生活支援及
び退所後の相談等の支援を実施

配偶者からの暴力による入所のみなら
ず、
経済的に困窮する母子世帯の入所措置を
行っている

DV被害や児童虐待、なんらかの障害
等、様々な課題を抱える世帯の利用が増
え、高い専門性を持ったソーシャルワー
カーによる24時間対応の支援が必要

現行どおり継続 少しずつ、ニーズ
に対応してきてい
るため

研修等により、職員の専門
性を向上させていく

研修内容の見直しと、現状把握の
ためのヒヤリングを職員等に対し
実施

24,495 21,816 子ども未来課

＜和歌山県長期総合計画＞
　放課後児童クラブ設置率
100％（令和８年度）

89,840 子ども未来課放課後児童クラブ数（支援の単位）
平成27年5月：29市町204か所
平成28年5月：29市町226か所
平成29年5月：29市町241か所
平成30年5月：29市町254か所
令和元年5月：28市町264か所
令和2年7月：28市町269か所
令和3年5月：28市町280か所

　※令和3年5月設置率　71.7%

女性就業率の上昇や小学4年生以上も受
入対象に加わったこと等により、ニーズ
が高まり市部を中心に待機児童が発生。
令和３年５月１日時点：78人

現行どおり継続 調査結果から下記
の必要性が判明し
たため
・学校の授業以外
の学習
・文化的な活動
・自尊感情
・家族以外の大人
とのつながり

また、本事業の認
知度調査において
「知らない」人が
2割を超えている
ことや、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

１　実施主体である市町村
に下記のとおり助言する
・「子どもの居場所づく
り」「放課後子供教室」と
の一体的又は連携した実施
を推進することにより、学
習や文化的活動の機会を増
やす
・「放課後児童クラブ運営
指針」に示されている「子
ども一人ひとりの人格を尊
重した育成支援」等の徹底
により、自尊感情を高める
・放課後児童クラブの施設
整備に引き続き取り組み受
け皿を拡大することによ
り、家族以外の大人とつな
がる機会を増やす
・必要とする人が利用でき
るように制度の周知を図る

２　放課後児童支援員認定
資格研修において、子供の
貧困に関する現状と対応、
支援のあり方等を研修内容
に確実に盛り込み、従事者
の理解を促進する

３　放課後児童クラブの拡
充に向けて従事者を確保す
るため、新たに放課後児童
支援員のマッチング等の就
職支援を行う

放課後児童健全育成対策
等施設整備

保護者が家庭にいない児童を対象に、小
学校の余裕教室や児童館で過ごせる場所
を提供する放課後児童クラブの施設整備
費補助

（１）保護者の
生活支援

保育等の確
保

保護者の健
康確保
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40

児童養護施設等の退所児
童等のアフターケア推進

児童福祉施設等の退所者及び退所予定者
に対して、社会生活に必要な知識を学ぶ
研修や相談、交流を図るイベントの実施

児童養護施設等への巡回による退所予定
者との月１回の面談や生活技能講習会の
開催等により、児童等が地域社会で自立
生活を始めるために必要な情報や知識を
得ることができている。また、退所者が
退所後において生活上の不安や問題に関
して相談支援を受けることができる。

研修の内容を年齢等に応じた内容に工夫
し、より効果的なものとする。
また、退所後に連絡が取れなくなる児童
等がおり、必要な支援が行き届いていな
い可能性があるため、今後、各施設をは
じめとする関係機関と連携の上、退所前
から信頼関係を構築する取組を実施する
必要がある。

現行どおり継続 退所児童を継続し
て支援することが
重要であり、ま
た、児童のニーズ
に沿ったものであ
るため

児童福祉施設退所者へのア
ンケート結果からニーズを
把握し、今後も必要な事業
メニューを展開していく

さらに効果的な事業内容となるよ
う、随時見直しを実施し、必要な
支援体制を構築する

9,754 13,899 子ども未来課

41

要保護児童対策等推進
（貸付）

児童福祉施設等の退所者等に対する、就
職や進学、資格取得に係る貸付

児童養護施設退所者等が大学等進学や就
職する場合に必要な費用及び就職に必要
な資格取得のために必要な費用の貸付を
行うことにより、自立生活を支援してい
る。

実績は増加傾向にあるが、児童の生活安
定に活用されるよう、さらに制度周知を
行う

現行どおり継続 退所児童の生活基
盤の安定を図るた
め継続して実施す
る必要があるため

児童養護施設等に対し、貸
付制度に関する周知徹底を
行う。また、施設職員等へ
のヒアリングにより今後の
ニーズを探るとともに、継
続的に進学や就職、資格取
得希望者に活用してもらう

対象者への貸付制度の周知徹底に
よる貸付件数の増加

1,942 1,942 子ども未来課

42

身元保証人確保事業 子供等が、就職やアパート等の賃借、大
学等へ進学する際、施設長等が身元保証
人となる場合の損害保険契約を全社協が
契約者として締結することにより、身元
保証人を確保し、子供等の社会的自立の
促進に寄与

実績
令和元年度　就職１人、進学１人
令和２年度　進学１人
令和３年度　就職１人、アパート等賃借
１人、進学１人

児童養護施設退所者等の社会的自立の促
進のため、身元保証人確保事業の制度周
知を行う

現行どおり継続 退所児童の生活基
盤の安定を図るた
め継続して実施す
る必要があるため

実施要綱に基づき、県が費
用負担を行う

施設退所者の生活基盤安定を図る
ため、施設等に対し制度の周知を
実施

90 89 子ども未来課

43

児童養護施設等児童自立
定着指導事業

児童福祉施設退所者等の相談や現状把握
のため、児童福祉施設等の職員等が児童
に会うために係る公共交通機関利用の費
用に対して補助

平成26～27年度　６回
平成28年度　2回
平成29年度　１回
平成30年度　０回（計画はあったが未実
施）
令和元年度　 １回

退所児童が県内もしくは県近郊に居住す
る場合が多く、本事業の活用が低調であ
る

現行どおり継続 退所児童の居所に
より、遠方の場合
は活用されるため

退所後の児童の相談等を実
施している施設に対し、旅
費の補助を行う

施設退所者等への相談等を積極的
に行えるよう、施設等へ周知を実
施

70 70 子ども未来課

44

幼児教育関係職員研修 保育所等に勤務する保育士・栄養士・調
理師等に対する食育研修を実施

〈子ども未来課との共催〉

保育士等対象の研修：アレルギー対応に
関する理解を深め、適切なアレルギー対
応を行うための研修の実施（115人参
加）

特になし 他事業と統合 - 子ども未来課が保育士・保育教諭
に対して実施する「キャリアアッ
プ研修」の中で食育研修を推進

- -               義務教育課

保育士等キャリアアップ研
修【再掲】

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

和歌山版「食事バランスガ
イド」の普及・活用　【再
掲】

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

（２）子供の生
活支援

児童養護施
設等の退所
児童等の支
援

食育の推進
に関する支
援
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

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

45

児童養護施設等における
家庭的養護の促進

令和元年度に策定した和歌山県社会的養
育推進計画に基づき、できる限り良好な
家庭的環境において養育されるよう、小
規模かつ地域分散化された施設整備を促
進する。

本体施設における小規模グループケアが
実施され始めており、良好な家庭的環境
の確保が推進されている

地域分散化した施設においては、少人数
の職員体制で運営されるため、本体施設
からの支援体制を構築しておく必要があ
る。また、用地の確保に時間を要する場
合がある。

現行どおり継続 概ね10年程度で
本体施設を小規模
かつ地域分散化を
図るため

各施設の検討状況・課題等
について随時ヒアリングを
行うことにより、個々の実
情を把握し、適切な助言や
支援を行う

今後、各施設の新築や改築、増築
の際には、小規模かつ地域分散化
された施設の設置を優先して進め
ていく

257,239 97,500 子ども未来課

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

子どもの居場所づくり推進
事業【再掲】

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

和歌山県保育士資格取得
支援事業　【再掲】

幼稚園教諭免許及び保育士資格の両方を
有する職員配置が求められる幼保連携型
認定こども園の人材確保等のため、幼稚
園教諭免許又は保育士資格の取得等に対
して補助

事業開始からの実績（和歌山市分を除
く）
平成27年度：５件
平成28年度：１６件
平成29年度：７件
平成30年度：６件
令和 元年度：６件
令和 ２年度：１件

平成27年度の制度開始以降、順調に利
用されてきた。特例期間中は、資格取得
要件が緩和されており、当初、令和元年
度までであった特例期間が令和６年度ま
で延長されたため、当該期間中の積極的
な活用を促進する必要がある。

現行どおり継続 調査結果から、子
供の生活習慣の定
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。

本事業を継続するととも
に、事業の周知を図り（市
町村に対して、管内保育所
を対象にした研修会等の際
の周知を依頼する等）活用
を一層促進することによ
り、保育・幼児教育を充実
させる。

平成27年度の制度開始以降、順調
に利用されてきたが、対象者に確
実に利用されるよう一層の周知を
徹底

696 610 子ども未来課

子ども未来課6,355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。

和歌山子供食堂支援【再
掲】

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機能強化　100千円
　③講習会受講費（既存食堂のみ）12
千円
【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２
３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

（２）子供の生
活支援

ひとり親家
庭や生活困
窮世帯の子
供の居場所
づくりに関
する支援

食育の推進
に関する支
援

2,520
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

45,850

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

46

要保護児童対策地域協議
会による関係機関との連
携

児童相談所や学校、保育所、警察、民
生・児童委員等で構成する児童福祉法に
基づく協議会を市町村に設置。養育支援
等が必要な児童や保護者等の情報を共有
し、連携して支援を実施

全市町村に設置済み
平成30年度に全市町村と「和歌山の子・
見守り体制強化に関する協定書」と締結
し、さらなる機能強化を行った
専門人材育成のための研修を実施した

要対協調整機関（市町村児童福祉主管
課）に専門職の配置が義務付けられてい
るが、市町村によっては十分な人材確
保・人材育成が難しい場合がある

現行どおり継続 研修体制は整って
いるため

法定義務研修に加え、職種
や経歴に応じた研修会を開
催し、市町村職員の資質向
上を図る

要対協調整機関の職員（専門職だ
けではなく、関係職員含む）の資
質向上、専門性確保

494 494 子ども未来課

若者自立支援事業【再掲】 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

放課後児童クラブ数（支援の単位）
平成27年5月：29市町204か所
平成28年5月：29市町226か所
平成29年5月：29市町241か所
平成30年5月：29市町254か所
令和元年5月：28市町264か所
令和2年7月：28市町269か所
令和3年5月：28市町280か所

　※令和3年5月設置率　71.7%

女性就業率の上昇や小学4年生以上も受
入対象に加わったこと等により、ニーズ
が高まり市部を中心に待機児童が発生。
令和３年５月１日時点：78人

・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

（２）子供の生
活支援

ひとり親家
庭や生活困
窮世帯の子
供の居場所
づくりに関
する支援

子ども未来課

和歌山子供食堂支援【再
掲】

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機能強化　100千円
　③講習会受講費（既存食堂のみ）12
千円
【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２
３カ所）

子ども未来課

放課後児童健全育成対策
等施設整備【再掲】

保護者が家庭にいない児童を対象に、小
学校の余裕教室や児童館で過ごせる場所
を提供する放課後児童クラブの施設整備
費補助

現行どおり継続 調査結果から下記
の必要性が判明し
たため
・学校の授業以外
の学習
・文化的な活動
・自尊感情
・家族以外の大人
とのつながり

また、本事業の認
知度調査において
「知らない」人が
2割を超えている
ことや、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

１　実施主体である市町村
に下記のとおり助言する
・「子どもの居場所づく
り」「放課後子供教室」と
の一体的又は連携した実施
を推進することにより、学
習や文化的活動の機会を増
やす
・「放課後児童クラブ運営
指針」に示されている「子
ども一人ひとりの人格を尊
重した育成支援」等の徹底
により、自尊感情を高める
・放課後児童クラブの施設
整備に引き続き取り組み受
け皿を拡大することによ
り、家族以外の大人とつな
がる機会を増やす
・必要とする人が利用でき
るように制度の周知を図る

２　放課後児童支援員認定
資格研修において、子供の
貧困に関する現状と対応、
支援のあり方等を研修内容
に確実に盛り込み、従事者
の理解を促進する

３　放課後児童クラブの拡
充に向けて従事者を確保す
るため、新たに放課後児童
支援員のマッチング等の就
職支援を行う

関係機関の
連携

（３）関係機関
が連携した
包括的な支
援体制の整
備

6,355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。

2,520

＜和歌山県長期総合計画＞
　放課後児童クラブ設置率
100％（令和８年度）

89,840
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

生活困窮者に対する自立
支援相談事業　【再掲】

振興局（那賀を除き、串本支所を含
む。）に自立支援相談員を配置し、生活
困窮者自立相談支援事業を実施

・相談支援（窓口、訪問）
・他の支援機関との連絡調整

【補助率】（国）3／4、（県）1／4

平成２７年４月から実施

【支援実績】
　　平成27年度　296人
　　平成28年度　304人
　　平成29年度　278人
　　平成30年度　269人
      令和元年度    194人
　　令和２年度 1,010人

事業開始以降一定の相談者数があるが、
さらに生活困窮者自立支援制度や相談窓
口の認知度を向上させるため、広く周知
する必要がある

現行どおり継続 引き続き生活困窮
者自立相談支援機
関において、生活
困窮者の自立に向
けた支援を行う。

・町村各部局（教育、税
務、住宅、水道）やハロー
ワーク等関係機関との連携
を一層強化するとともに、
関係機関窓口等に支援制度
のチラシを設置するなど
し、生活困窮者を早期に又
確実に相談窓口につなげる
・生活困窮者自立支援機関
を中心とした地域関係機関
の連携強化を図り、地域関
係機関による生活困窮者に
対する包括的支援を行うた
め、支援会議を行い、多機
関による支援を実施する。

支援制度及び支援相談窓口の一層
の周知並びに生活困窮者に寄り
添ったきめ細やかな包括的支援の
実施

17,276 17,338 福祉保健総務
課

47

ひとり親家庭訪問支援
（R2新政策）

　児童扶養手当を新たに受給するひとり
親
家庭に対し支援員が全戸訪問し、相談体
制を強化。

訪問支援件数
　令和2年度　９７件
　（電話によるヒアリングを含む）

新型コロナ感染症の影響等により、家庭
訪問の同意を得られない場合がある。

現行どおり継続 新たにひとり親に
なった方への支援
制度の周知や孤立
防止に有効である
ため。

児童扶養手当の新規申請時
に申請窓口（市町村役場）
で本制度を説明。訪問の同
意を得たうえで後日、新規
受給者の希望する日時に訪
問支援員が訪問支援を実施
する。

訪問支援員の増員及びスキルアッ
プ

5,918 4,958 子ども未来課

48

子育て情報サイト作成
（R2新政策）

【子育て支援情報検索のためのチャット
ボットシステム運用】
　子供の貧困対策事業も含めた子育て全
般
に係る施策・情報等をスマートフォンで
検索できるようにするため、チャット
ボットシステムを県内全市町村と協力し
て構築し、LINE公式アカウントおよび
専用HPと連携させて子育て支援情報を
２４時間３６５日検索できるシステムを

R2年１２月より一般公開開始、運用中。 チャットボットシステムが質疑応答に利
用するバックデータの強化することで、
正答率を上げる効果が期待されるため、
そのための作業を随時行う。

現行どおり継続 必要なこども・家
庭に子育て支援の
情報を届けるため
に、利便性の高い
手段による情報提
供が効果的である
ため。

出生届を各市町村の窓口へ
提出した際に当該システム
の広報を行い、利用者の増
加を行う。

より使いやすいシステムにすべ
く、運用・更新作業を随時行って
いく。

3,600        3,600 子ども未来課

母子家庭等就業・自立支
援事業（うち母子家庭等
就業・自立支援センター事
業等）【再掲】

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
ひとり親家庭の親に対し、就業及び自立
支援を目的に下記の事業を実施
＜就業支援事業＞
ひとり親家庭等の就業相談に応じ、相談
者の状況を踏まえながら適切な助言等を
行う
＜就業支援講習会事業＞
就業に結びつく可能性の高い講習会等の
実施

【ひとり親家庭等特別相談事業】
ひとり親家庭を対象に、離婚、親権等の
問題について専門家による助言を行う、
ひとり親家庭特別相談事業を実施

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
＜就業支援事業＞
・年間相談人数（実数）319人
・年間相談件数（延べ）749件
・就職者数　正規雇用2人、非正規雇用
13人

＜就業支援講習会事業＞
・令和２年1月～２月　パソコン講習会を
開催
参加人数　７人
・令和元年11月　ファイナンシャルプラ
ンナー研修を開催　参加者数７人
（令和２年度、３年度はコロナのため開
催できず）

母子家庭等就業・自立支援センターの認
知度が低い

ひとり親家庭等特別相談事業の利用数も
低調である。周知不足もあるだろうが、
移動県民相談（県民生活課）などでカ
バーできている部分もあると思われる

現行どおり継続 引き続き制度の周
知徹底を図ってい
く

・児童扶養手当現況届の際
に、母子家庭等就業・自立
支援センターのチラシを配
付し周知を図った

・普及・啓発のため母子父
子寡婦家庭への制度紹介パ
ンフレット「ひとり親家庭
のしおり」の記載を見直
し、わかりやすい情報提供
を実施

・現在受け付けている就業
相談はほとんどがひとり親
家庭の親からの相談であ
り、子の就業相談の実績は
あまりないため、子の相談
も受け付けている旨の周知
を図る

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

2,123 2,123 子ども未来課

関係機関の
連携

（４）子供の就
労支援

ひとり親家
庭の子供や
児童養護施
設等の退所
児童等に対
する就労支
援

（３）関係機関
が連携した
包括的な支
援体制の整
備
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

49

普通課程職業訓練 主に新卒者から４０歳未満までを対象
に、県立産業技術専門学院において職業
訓練を実施

令和２年度修了者の就職率　98.2%
（就職希望の和歌山・田辺産業技術専門学院
の訓練修了者のうち就職した者　56人／57
人）
※令和3年３月末日時点

少子化及び雇用情勢の改善の影響による
入学生の減少

施設及び訓練機器の老朽化

現行どおり継続 入学生の増加に向
け、施設整備等を
行い学院の魅力を
向上させる必要が
あるため

・SNSやホームページを含
めた広報、高等学校訪問等
による周知活動を通じて、
県立産業技術専門学院の存
在の周知を図り、入学者率
の向上に努める。
・訓練の充実を図るために
老朽化した訓練機器の整備
を行う。

全訓練科平均就職率　100%
全訓練科平均入学率　  75%以上

10,261 10,261 10,157

児童養護施設等の退所児
童等のアフターケア推進
【再掲】

児童福祉施設等の退所者及び退所予定者
に対して、社会生活に必要な知識を学ぶ
研修や相談、交流を図るイベントの実施

児童養護施設等への巡回による退所予定
者との月１回の面談や生活技能講習会の
開催等により、児童等が地域社会で自立
生活を始めるために必要な情報や知識を
得ることができている。また、退所者が
退所後において生活上の不安や問題に関
して相談支援を受けることができる。

研修の内容を年齢等に応じた内容に工夫
し、より効果的なものとする。
また、退所後に連絡が取れなくなる児童
等がおり、必要な支援が行き届いていな
い可能性があるため、今後、各施設をは
じめとする関係機関と連携の上、退所前
から信頼関係を構築する取組を実施する
必要がある。

現行どおり継続 退所児童を継続し
て支援することが
重要であり、ま
た、児童のニーズ
に沿ったものであ
るため

児童福祉施設退所者へのア
ンケート結果からニーズを
把握し、今後も必要な事業
メニューを展開していく

さらに効果的な事業内容となるよ
う、随時見直しを実施し、必要な
支援体制を構築する

9,754 13,899 子ども未来課

若者自立支援事業【再掲】 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

50

若年者の就職支援 ジョブカフェわかやまにおいて、就職相
談等を実施

若年者等の就職相談やキャリアカウンセ
リングを実施
令和2年度実績
総利用者数：7,916人
就職者数：333人

現行どおり継続 多くの人に知って
もらい認知度を向
上させる必要があ
る。

関係機関窓口等へのチラシ
配布など更に広報を強化
し、施設の認知度を向上さ
せる。

利用者数：10,000人
就職者数：400人

15,135 15,135 労働政策課

普通課程職業訓練【再掲】 主に新卒者から４０歳未満までを対象
に、県立産業技術専門学院において職業
訓練を実施

令和２年度修了者の就職率　98.2%
（就職希望の和歌山・田辺産業技術専門学院
の訓練修了者のうち就職した者　56人／57
人）
※令和3年３月末日時点

少子化及び雇用情勢の改善の影響による
入学生の減少

施設及び訓練機器の老朽化

現行どおり継続 入学生の増加に向
け、施設整備等を
行い学院の魅力を
向上させる必要が
あるため

・SNSやホームページを含
めた広報、高等学校訪問等
による周知活動を通じて、
県立産業技術専門学院の存
在の周知を図り、入学者率
の向上に努める
・訓練の充実を図るために
老朽化した訓練機器の整備
を行う

全訓練科平均就職率　100%
全訓練科平均入学率　  75%以上

10,261 10,363 労働政策課

若者自立支援事業【再掲】 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

51

母子家庭就業・自立支援
事業（うちひとり親家庭高
等学校卒業程度認定試験
合格支援）

ひとり親家庭の親及び子に、高卒認定試
験の受験に必要な講座受講料の一部を給
付
【講座を受講し修了した場合】
受講費用の20％
【高卒認定試験に合格した場合】
受講費用の40％
※合わせて最大60％、上限150千円

平成28～令和元年　利用実績０ 事業開始後、問い合わせはあっても利用
実績がない状況

現行どおり継
続

国制度に基づき支
給割合の見直しを
行うため

受講修了時給付金を受講費
用の20%相当額から40%
相当額に、合格時給付金を
受講費用の40%相当額から
20%相当額に変更の上、ひ
とり親家庭支援のメニュー
の１つとして引き続き周知
を図っていく

制度の周知徹底による利用者増 80 80 子ども未来課

高校中退者
等への就労
支援

（４）子供の就
労支援

ひとり親家
庭の子供や
児童養護施
設等の退所
児童等に対
する就労支
援

親の支援の
ない子供等
への就労支
援
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

52

労働相談の実施 労働センターにおいて相談員による労働
相談を実施

相談時間：火・水・木・金曜　16～20
時
　　　　　土・日曜　10時～16時
令和2年度
相談者数(人数)： 134人
相談案件数 ：251件

労働者の雇用環境は複雑・多様化し、職
場内における問題の解決にあたり、個人
で悩みを抱えこんでいる労働者に対し、
適切なアドバイスを行う必要がある

現行どおり継続 労働者の雇用環境
は複雑・多様化
し、引続き労働者
に適切なアドバイ
スを行う必要があ
るため

相談時間を、平成24年度か
ら労働者が相談しやすい時
間帯に変更しており、引続
き現行どおりの窓口を開設
する

相談者数　　200人程度
相談案件数　300件程度

2,684 2,684 労働政策課

53

労働教育の実施 高校３年生への啓発リーフレットの配布 和歌山労働局（厚生労働省）が実施する
若年者地域連携事業を活用し、高校生の
採用内定者用ガイドブックを配布

現行どおり継続 高校生に対し、就
職に対する知識を
普及することは、
今後も継続してい
かなければならな
いため

-               -               労働政策課

児童福祉施設措置費【再
掲】

児童福祉施設運営費の措置費負担 年々、単価が上昇し、対象項目が増加傾
向にあり、令和元年度は自立援助ホーム
および里親における「受託支度費」が追
加された。また、研修を受講したり一定
の条件下で人員に加算がつくなど、児童
福祉施設運営体制の向上に繋がっている

児童福祉施設の人員への加算に伴い、よ
り質の高い人員を養成、確保していくこ
と

現行どおり継続 児童福祉施設の運
営を維持していく
ため

国の交付要綱に基づき支弁
していく

より良い児童福祉施設運営のた
め、人員への加算対象者の見極め
と継続

2,740,839 2,531,929 子ども未来課

54

里親支援担当職員の配置
推進

児童養護施設に配置する里親支援担当職
員にかかる人件費の措置費負担

 ７か所の児童養護施設に里親支援担当職
員が配置（R3年度）

県内全施設に配置できていない
（残り２施設に設置なし）

現行どおり継続 概ね年１か所ずつ
設置が進んでいる
ため

継続により近年中に県内全
施設に配置

今後も配置のない施設に対し里親
支援担当職員の配置を促すととも
に、当該職員の里親支援や里親啓
発への取り組みを積極的に行って
いくよう働きかけを実施

-               -               子ども未来課

55

新たな里親登録の推進 里親制度の推進、広報・啓発
（社会的養護体制整備・促進事業で予算
計上）

里親登録数165世帯、里親委託率20.8％
（R２年度末）

要措置児数に対し、里親数が不足してい
る

現行どおり継続 更なる里親登録数
及び委託率の増加
が必要

フォスタリング機関、里親
支援機関B型、各市町村と
連携及びネットワークを生
かした新規里親開拓

登録里親数と委託率の増加 -               -               子ども未来課

56

社会的養護体制整備・促
進

里親登録研修、里親訪問支援など里親支
援機関への業務委託

・登録前の法定研修に加え、県独自の研
修を追加。
・漫画を活用した分かりやすい研修教材
の作成。
・委託前養育等支援事業を活用した養育
体験の推進。

更なる里親支援の強化 現行どおり継続 更なる支援体制の
強化が必要

・定期的に登録里親宅を訪
問し、生活状況の確認
・未委託里親の希望に応
じ、児童養護施設での児童
とのふれあいや週末・夏期
休暇を利用した短期養育の
実施等のトレーニングを実
施

リクルート、研修、里親訪問等に
おいて包括的な支援及び児童に
とって質の高い里親養育の向上

53,137 50,303 子ども未来課

57

児童相談所職員の専門性
強化を目的とした研修な
ど相談機能の強化の取組

児童相談所職員への研修開催、参加費負
担など

経験年数、職種に応じた研修を受講する
ことにより、SVなど計画的な人材育成を
行っている

法改正による人員配置基準の変更に対応
していくための人材確保が難しい
また、児童虐待の増加、児童を巡る問題
が複雑・多様化により専門性が求められ
ている。

R4改善予定 職員の増員及び専
門性の向上のため
更なる研修受講体
制を整えるため

法定義務研修に加え、職種
や経歴に応じた全国区の研
修会等への参加に対応

急激な職員増加及び職員の専門性
向上に対応すべく、引き続き研修
体制を維持

3,223 3,223 子ども未来課

母子家庭等就業・自立支
援事業（うち母子家庭等
就業・自立支援センター事
業等）【再掲】

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
ひとり親家庭の親に対し、就業及び自立
支援を目的に下記の事業を実施
＜就業支援事業＞
ひとり親家庭等の就業相談に応じ、相談
者の状況を踏まえながら適切な助言等を
行う
＜就業支援講習会事業＞
就業に結びつく可能性の高い講習会等の
実施

【ひとり親家庭等特別相談事業】
ひとり親家庭を対象に、離婚、親権等の
問題について専門家による助言を行う、
ひとり親家庭特別相談事業を実施

【母子家庭等就業・自立支援センター事
業】
＜就業支援事業＞
・年間相談人数（実数）319人
・年間相談件数（延べ）749件
・就職者数　正規雇用2人、非正規雇用
13人

＜就業支援講習会事業＞
・令和２年1月～２月　パソコン講習会を
開催
参加人数　７人
・令和元年11月　ファイナンシャルプラ
ンナー研修を開催　参加者数７人
（令和２年度、３年度はコロナのため開
催できず）

母子家庭等就業・自立支援センターの認
知度が低い

ひとり親家庭等特別相談事業の利用数も
低調である。周知不足もあるだろうが、
移動県民相談（県民生活課）などでカ
バーできている部分もあると思われる

現行どおり継続 引き続き制度の周
知徹底を図ってい
く

・児童扶養手当現況届の際
に、母子家庭等就業・自立
支援センターのチラシを配
付し周知を図った

・普及・啓発のため母子父
子寡婦家庭への制度紹介パ
ンフレット「ひとり親家庭
のしおり」の記載を見直
し、わかりやすい情報提供
を実施

・現在受け付けている就業
相談はほとんどがひとり親
家庭の親からの相談であ
り、子の就業相談の実績は
あまりないため、子の相談
も受け付けている旨の周知
を図る

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

2,123 2,123 子ども未来課

（５）支援する
人員の確保
等

社会的養護
施設の体制
整備、児童
相談所の相
談機能強化

相談職員の
資質向上

高校中退者
等への就労
支援

（４）子供の就
労支援
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子供の貧困対策事業点検表

➁生活支援　５１事業（うち再掲２０）　　※「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
今後の目標

R３
当初予算
（千円）

担当課事業の課題

改善等の方針
R4

当初予算
（千円）

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名 事業の内容 事業の成果

58

民生委員・児童委員指導
事業

民生委員・児童委員が実施する住民の生
活状態の把握、相談助言、福祉サービス
情報の提供及び行政機関の業務への協力
等の活動費負担、民生委員・児童委員へ
の研修の実施、和歌山県民生児童委員協
議会運営費の補助

相談支援件数（和歌山市除く）
平成30年度　43,452件
うち子供に関する相談　11,273件
令和元年度　42,185件
うち子供に関する相談　9,412件
令和２年度　27,917件
うち子供に関する相談　5,698件

民生委員・児童委員の担い手不足・資質
の向上

R1改善済 調査結果から、民
生委員・児童委員
を含む支援者は、
経済的に困難な世
帯に対する支援に
あたり、保護者と
の信頼関係づくり
や自身の知識・技
術の乏しさ等に最
も困難を感じてい
ることが明らかに
なったことから、
それらを改善する
ための研修が必要
なため

研修については民生委員・
児童委員の資質向上のため
計画的に実施する。研修の
中で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。負担金・補
助金についても活動支援の
ために今後も継続していく

制度の周知及び支援を必要とする
人への相談助言等の実施

146,113 148,097 福祉保健総務
課

子ども子育て支援事業
（利用者支援事業）【再掲】

妊娠・出産・子育て等に関する相談に
ワンストップで対応する「子育て世代包
括支援センター」を設置する市町村に対
する支援

令和元年度末で全市町村設置 各市町村に子育て世代包括支援センター
は設置されているが、広く住民に知られ
ていない。

現行どおり継続 調査結果から、子
育て世代包括支援
センターが広く住
民に知られていな
いことが判明した
ため

チラシ等の配布やHPへの掲
載など、更に広報を強化す
ることで、子育て世代包括
支援センターの周知を図
り、広く住民に知られるセ
ンターを目指す。

子育て世代包括支援センターの周
知徹底によるさらなる利用者増

54,788 30,283 子ども未来課
健康推進課

59

乳幼児医療費助成事業 就学前の乳幼児に医療費を現物給付。年
齢拡充を市町村単独で実施。

乳幼児を対象に保険医療自己負担分を県
１/2、市町村１/2で補助。乳幼児医療の
ベースとなる部分を県は下支えてしてい
る。

乳幼児医療助成事業を今後も堅持してい
く。

現行どおり継続 子育てにかかる経
済的負担の軽減と
して有効

現行制度の堅持 692,953 631,445 健康推進課

60

子供のむし歯ゼロ推進 妊婦向け乳幼児むし歯予防ハンドブック
作成
6歳臼歯のむし歯予防処置普及啓発媒体
作成
市町村保健師等対象研修会開催
フッ化物塗布・フッ化物洗口の推進

市町村にて対象者にハンドブックを配布
小学校にて対象者にハンドブックを配布
フッ化物洗口実施施設：1５８（R４.３現
在）
　※統廃合により施設数減少
定期的なフッ化物塗布を実施：11市町村
（R4.3現在）
　※新たに1町が開始

子供のむし歯予防の普及啓発を地域にお
けるフッ化物応用の実施に効果的につな
げること

現行どおり継続 継続的な取り組み
が地域における
フッ化物応用の拡
大につながるため

フッ化物応用を実施する施
設、市町村の増加に繋げる
ため啓発と市町村に対する
提案・支援を継続する。

目標値（令和5年度まで）
・フッ化物洗口実施施設数　200
施設
・定期的にフッ化物塗布を実施す
る市町村数　20市町村
（和歌山県歯と口腔の健康づくり
計画中間見直し）

932 850 健康推進課

61

母子世帯、父子世帯及び生
活困窮度の高い子育て世帯
に関する県営住宅への優先
入居

母子世帯、父子世帯及び生活困窮度の高
い子育て世帯に対する県営住宅への優先
入居枠を設定

【抽選機会の確保（２回）】母子世帯等
は、優先抽選に参加ができ、抽選に漏れ
た場合も、一般枠での抽選に参加ができ
る

優先枠の対象となる募集戸数が少ないこ
と（募集戸数によっては優先枠を設けな
いこともある）や、障害のある方、高齢
の方なども優先枠の対象にしているた
め、募集倍率が高くなる

現行どおり継続 募集戸数が少ない
状況下であるが、
制度を維持してい
くことが肝要

- 現行制度の堅持 -               -               建築住宅課

R1改善済 152,755

R2改善済

63

生活困窮者自立支援法に
基づく住居確保給付金

離職等による生活困窮者に家賃相当分の
住居確保給付金を支給

【補助率】（国）3／4、（県）1／4

平成27年4月から実施

【支援実績】
　平成27年度　　1世帯　  59,600円
　平成28年度　　1世帯　  75,000円
　平成29年度　　3世帯　300,000円
　平成30年度　　実績なし
   令和元年度　　 １世帯   128,000円
　令和２年度　100世帯　10,905,963
円

事業開始以降の給付実績が少なく、生活
困窮者自立支援制度（住居確保給付金）
の認知度向上を図る必要がある

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（個人向け）で周知を図っているが、更
なる周知を継続して行う必要がある

現行どおり継続 対象となる生活困
窮者を引き続き確
実に制度につなげ
る

町村各部局（教育、税務、
住宅、水道）やハローワー
ク等関係機関との連携を一
層強化するとともに、関係
機関窓口等に支援制度のチ
ラシを設置するなどし、生
活困窮者を早期に又確実に
支援相談窓口につなげる。

支援制度及び支援相談窓口の一層
の周知並びに離職等による生活困
窮者に対する住居確保支援実施

28050 30,080 福祉保健総務
課

子ども未来課

62

ひとり親家庭の経
済的自立を図るた
め

・平成31年度から、貸付限
度額の引き上げ（事業開始
資金、事業継続資金、生活
資金、就学支度資金）及び
臨時児童扶養等資金が創設
され、これらについて、市
町村・振興局あて担当者会
議や通知等で周知徹底を
行った
・令和２年度には、就学支
度資金や修学資金の貸付対
象経費に受験料や修学期間
中の生活費等が追加され、
これらについて、市町村・
振興局あて通知等で周知徹
底を行った

制度の周知徹底及び真に資金を必
要とする人への貸付の実施

184,834母子父子寡婦福祉資金貸
付金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦を対
象に、子供の進学に必要な修学資金、就
学支度資金等の貸付を実施

【貸付実績】（和歌山市以外の29市町
村）
令和元年度　２６６人　172,952,130
円

令和２年度　２３０人　138,466,246
円

毎年制度の改正や拡充等が行われるた
め、周知徹底が必要

（５）支援する
人員の確保
等

住宅支援

相談職員の
資質向上

（６）その他の
生活支援

妊娠期から
の切れ目な
い支援等
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