
子供の貧困対策事業点検表

③保護者の就労支援　１２事業（再掲４）　　　※「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

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

64

母子家庭等就業・自立支援事
業（うち高等職業訓練促進給付
金、自立支援教育訓練給付
金）

【高等職業訓練促進給付金】
ひとり親家庭の親が看護師、保育士等の
資格を取得する際、仕事又は育児と養成
機関への通学の両立が困難な場合に給付
金を支給
・非課税世帯：月額100,000円
・課税世帯：月額70,500円

【自立支援教育訓練給付金】
ひとり親家庭の親が、資格取得講座を受

【高等職業訓練促進給付金】
令和元年度　１１件
令和２年度　１３件

【自立支援教育訓練給付金】
平成元年度　４件
令和２年度　３件

過去に認定実績がなかった通信制養成機
関及び資格を平成30年度に認定するな
ど、ニーズの多様化への対応充実を図っ
たことにより、受給者は増加傾向にある

R3改善済 コロナ禍に対応し
た制度にするため

・令和３年度に修業を開始
した場合、修業期間が６か
月以上でも支給対象となる
よう改正。（これまでは１
年以上の修業期間が対象）

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

21,204 19,472 子ども未来課

65 R2改善済

R3改善予定

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

66

わかやまひとり親家庭ア
シスト（うち日常生活支
援）

児童扶養手当受給世帯を対象に、日常生
活支援員を派遣し、就労時等の養育支援
や生活援助を行う

①定期的
　就業上の理由（残業や休日出勤等）に
よる定期的な未就学児の養育支援（県で
登録した「日常生活支援員」からの支援
に限る。）
【利用実績】
　H30年度 13世帯、 H31 16世帯、
R2 26世帯

②一時的
　求職活動や技能習得または疾病等のた
め一時的に家事援助、保育等のサービス
が必要となったとき、日常生活支援員を
派遣。
【利用実績】
　H30年度 13世帯 H31 10世帯 R2
15世帯

　コロナ禍により今後、ひとり親家庭の
窮状が見込まれるなか、対面での支援が
今まで道理十分にできるか不透明

R2改善済 就労などで日々忙
しい利用者が多い
中、より利用しや
すい事業内容にす
ること。

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、アウトリーチ型の
アプローチを行い、本制度
の利用を勧奨することや、
利用してもらいやすいよう
申込手続の簡略化を検討

　利用要件からプログラム
策定を外すことで、就労な
どで多忙な利用者がより利
用しやすくなるように改
善。

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

コロナ禍で児童の見守り需要は増
えているが、対面による支援のた
めに利用者や支援員の感染が懸念
される。双方の合意に基づく安
心・安全な利用が求められる。

2,058 1,950 子ども未来課

事業の内容 事業の成果 事業の課題

親の就労支
援

改善等の方針

離転職者等職業訓練 離転職者の求職者が就職に必要な知識・
技術を習得するための職業訓練を、民間
訓練機関に委託し実施

令和2年度
開講コース数：43コース
入校者数：461人

訓練内容によっては希望者が集まらず、
訓練実施につながらないことがある

より実効性のある
訓練を実施し、受
講生を就職につな
げる必要があるた
め

訓練委託先や労働局等と協
議を行いながら、ニーズに
合った訓練内容になるよう
見直しを行っていく

大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

ニーズに合った訓練コースを設置
することにより、より一層の就職
を促進

293,981 労働政策課

担当課今後の目標
R３

当初予算
（千円）

R4
当初予算
（千円）

289,641
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67

生活困窮者等への就労支
援

生活困窮者に対する就労支援員等による
ハローワーク同行等の求職活動支援の実
施

【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　175人（うち自立達成31
人）
　平成28年度　108人（うち自立達成22
人）
　平成29年度　147人（うち自立達成29
人）
　平成30年度　  48人（うち自立達成22
人）
   令和元年度　   63人（うち自立達成20

事業開始以降一定の支援数があるが、さ
らに生活困窮者自立支援相談窓口や支援
制度の認知度向上を図るため、広く周知
する必要がある

現行どおり継続 現行事業の充実を
図るため

生活困窮者を生活困窮者自
立支援相談窓口や生活困窮
者自立支援制度に確実につ
なげる

ハローワーク等関係機関との連携
の一層の強化及び個々の生活困窮
者の状況に応じた就労支援の実施

12,802 13,737 福祉保健総務
課

68

和歌山再就職支援「就活
サイクル」プロジェクト事業

UIターン転職、結婚・出産により離職
した女性、定年退職された方等の再就職
支援

＜R3.2＞
県内4か所（和歌山、橋本、田辺、新宮）
での合同企業説明会を開催
参加企業数161社、来場者数223人、内
定者数31人

プロジェクトについて周知しきれていな
い

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、より多く
の求職者に利用し
てもらうため

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。

企業からの求人数1500名
合同企業説明会参加求職者数1000名

37,263 45,877 労働政策課

69

人材Uターン等就職促進
事業

県内企業による合同説明会の実施 令和2年度就職説明会
参加求職者：1,198人

更に多くの求職者に参加してもらう必要
がある

現行どおり継続 より多くの方に参
加してもらうため

効果的な周知方法、実施方
法や実施時期等の改善の積
み重ねを行っていく

県内就職者の増 2,179 2,057 労働政策課

70

雇用支援就職促進事業 不安定な就労状況下にある人に対して巡
回相談を実施

県内各地域で巡回相談を実施し、就職困
難者の就職支援

就職困難者に対する就職支援は引き続
き、行っていく必要がある

現行どおり継続 就職困難者を１人
でも就職に結びつ
けるため、引き続
き相談支援を行っ
ていく

県内各地域で巡回相談を引
き続き実施

１人でも多く就職に結びつける 13,404 14,394 労働政策課

労働相談の実施【再掲】 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（人）１６０人→２00人
相談案件数２３５件→３00件

2,684 2,684 労働政策課

母子家庭等就業・自立支
援事業（うち自立センター
の運営委託）【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

71

非正規社員の正社員化に
取り組む企業支援事業

県内企業が、非正規社員として働く人の
意向を踏まえ、自社の成長のために必要
な人材として正社員にすることを支援

【令和２年度】
・意識向上研修を実施
・ITスキルアップ研修（基礎・活用）を2
コース実施
・企業向け非正規社員の正社員化窓口設
置

更に多くの企業に利用してもらう必要が
ある

R4改善予定 より多くの方に受
講してもらうこと
が重要

コロナの影響もあり、雇用
情勢は変化しているが、県
内企業への周知を強化する
とともに、セミナー及び研
修内容について効果的なも
のとなるよう改善を積み重
ねる

周知強化による利用企業の増 9,683 4,819 労働政策課

親の就労支
援

就労機会の
確保
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