
子供の貧困対策事業点検表

④経済支援　１３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

72

児童扶養手当 児童扶養手当 ひとり親家庭の生活と安定と自立のため
の支給制度。離婚などによりひとり親と
なった家庭の親、父母に代わって児童を
養育している者、父母が一定の障害の状
態にある親に対し支給
【手当額】
第１子　　　月額43,160～10,180円
第２子　　　月額10,190～5,100円
第３子以降　月額6,110～3,060円

・受給者数（令和4年1月末時点）
　1,771人（対象は県内21町村）

・令和４年４月から手当の月額が変更と
なるため、広報・周知が必要。

【手当額】
第１子　　　月額43,070～10,160円
第２子　　　月額10,170～5,090円
第３子以降　月額6,100～3,050円

R4改善予定 手当額の変更につ
いて周知が必要な
ため

広報誌への掲載等による周
知を図る。

受給者への確実な手当支給 901,157 803,404 子ども未来課

73

ひとり親家庭の支
援施策についての
調査・研究の実施
に向けた検討

ひとり親家庭等実態調査  母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条
に基づく「自立促進計画」策定に必要な
母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動
向等を把握するとともに、今後のひとり
親家庭施策を進める上での基礎資料とす
ることを目的に調査を実施（５年に１回
実施。）

【配布期間】
・平成30年8月（児童扶養手当現況届期
間）
【対象市町村】
・和歌山市を除く29市町村
【対象者】
・児童扶養手当受給資格者である母子家
庭の母（2,600人）、父子家庭の父
（200人）
・寡婦（100人）
【有効回答】
・861（母子727、父子65、寡婦69）
【回収率】
・29.7％

回収率が前回調査より下がったため、必
要なサンプル数を確保するためには配付
数を増やす必要がある

現行どおり継続 定期的に基礎資料
を得る必要がある
ため

本調査を実施していること
を広報誌等で積極的に周知
していく

次回は令和５年度に調査を実施 -                 -                 子ども未来課

R1改善済 152,755

R2改善済

74

ひとり親家庭高等職業訓
練促進資金貸付

[訓練促進資金]
ひとり親家庭の親が看護師、保育士等の
資格を取得する際に係る費用を貸付。県
社会福祉協議会が行う事業として県が補
助
・入学準備金（上限500千円）
・就職準備金（上限200千円）

[住宅支援資金]
自立支援プログラムの策定を受けている
ひとり親家庭の親に対し、家賃の実費額
(上限月額4万円)を貸付（12か月以内）

【入学準備金】
　令和元年度19件、令和２年度13件
【就職準備金】
　令和元年度5件、令和２年度4件

（対象は県内30市町村）

高等職業訓練促進給付金の受給者が対象
となるが、全員が本貸付制度を利用して
いるわけではないので、周知徹底が必要

R3改善済 コロナ禍に対応し
た制度とするよ
う、住宅支援資金
を新設

[住宅支援資金]
自立支援プログラムの策定
を受けているひとり親家庭
の親に対し、家賃の実費額
(上限月額4万円)を貸付
（12か月以内）

制度の周知徹底によるさらなる利
用者増

1,500 1,500 子ども未来課

75

生活福祉資金貸付制度 低所得者世帯に属する者が高等学校、大
学等へ就学する費用や自立生活に資する
ために一次的に必要な資金などの生活福
祉資金（相談支援付き）を貸し付けて生
活設計等を行い地域の中での安定した生
活を支援するための貸付事務費補助

【生活福祉資金等貸付実績(令和元年度)】
   　総合支援資金　28件    2,726千円
   　福祉資金　　　  3件　    832千円
   　教育支援資　111件　38,701千円

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

真に資金を必要とする人への貸付
の実施

21,924 24,133 福祉保健総務
課

76

教育扶助の
支給方法

生活保護制度（教育扶助） 生活保護受給世帯に対し、義務教育であ
る小学校等及び中学校等の就学費用を支
給

・義務教育に伴って必要な教科書その他
の学用品
・義務教育に伴って必要な通学費用
・学校給食その他義務教育に伴って必要
なもの

【負担率】（国）3／4、（県）1／4

【過去実績】
　　平成27年度　67人　651,478円
　　平成28年度　65人　607,221円
　　平成29年度　60人　622,493円
　　平成30年度　51人　456,115円
　　令和元年度　  52人　436,648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、義務教
育である小学校等及び中学校等の
就学費用を支給

4,304 3,853 福祉保健総務
課

子ども未来課母子父子寡婦福祉資金貸
付金【再掲】

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

事業の内容 事業の成果 事業の課題

母子寡婦福祉
資金貸付金等
の父子家庭へ
の拡大

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

R３
当初予算
（千円）

担当課
大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）
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子供の貧困対策事業点検表

④経済支援　１３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

事業の内容 事業の成果 事業の課題
R３

当初予算
（千円）

担当課
大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

生活保護世
帯の子供の
進学時の支
援

生活保護制度（生業扶助）
【再掲】

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 4,677 福祉保健総務
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

77

ひとり親家庭医療費助成
事業

ひとり親家庭の生活基盤の安定と心身の
健康増進のため、医療費の自己負担を公
費で支給。配偶者のない男子又は女子が
児童を扶養する家庭に支給。所得制限あ
り(児童扶養手当の所得制限限度額準
用。)
実施する市町村への１/２補助

・受給者数（令和２年3月末時点）
２５,２５５人(県内全市町村)

・受給者数（令和３年3月末時点）
２４，４５２人（県内全市町村）

ひとり親家庭医療助成事業を今後も堅持
していく。

現行どおり継続 ひとり親家庭に対
する経済的負担の
軽減として有効

現行制度の堅持 480,544 464,540 子ども未来課

乳幼児医療費助成事業
【再掲】

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 692,953 692,953 健康推進課

78

小児慢性特定疾病医療費
助成事業

国指定の特定疾病にかかる医療費を公費
負担

国制度に基づき実施。令和3年11月から
対象疾病は新たに26疾病追加され、788
疾病に拡充されている

特になし 現行どおり継続 小児慢性特定疾病
にかかる経済的負
担の軽減として有
効

国制度に基づき実施 103,079 101,810 健康推進課

79

第２子以降の保育料等の
無償化

第２子以降を育てる世帯の経済的負担を
軽減するため、市町村と協力し保育料を
無償化
　　　・第２子：年収約360万円
　　　・第３子以降：所得制限なし

＜対象施設＞
　保育所、認定こども園、幼稚園
　児童発達支援センター等
　認可外保育施設（病院内、企業内含
む。）

＜スキーム＞
　　実施する市町村への１／２補助

・平成20年度から第3子以降を対象に0
から2歳児の保育料助成を開始。第3子以
降の出生数維持に一定の成果がみられた
ことから、平成28年度に就学前までに対
象を広げ、対象施設も拡充。平成30年度
からは所得制限付きで第２子も対象に追
加

・対象施設の範囲は異なるが、0から2歳
は全市町村で実施

・3歳から就学前については、令和元年
10月以降は、原則国制度に移行

経済的負担を軽減する対象が現制度で十
分なのか、状況を確認しながら検討して
いく必要

R1改善済 多子世帯の経済的
負担の軽減として
有効

一部未実施市町村への制度
導入の働きかけを継続的に
実施。

＜長期総合計画＞
　合計特殊出生率　2.00（令和８
年度）

243,370 224,392 子ども未来課

養育費の確
保に関する
支援
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子供の貧困対策事業点検表

④経済支援　１３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

事業の内容 事業の成果 事業の課題
R３

当初予算
（千円）

担当課
大綱第４
の区分

大綱の
支援項目

事業名

改善等の方針

今後の目標
R4

当初予算
（千円）

80

在宅育児支援 第２子以降の０歳児を保育所に預けず在
宅で育てる世帯の経済的負担を軽減する
ため、給付金を支給
　　　・第２子：年収約360万円
　　　・第３子以降：所得制限なし

　＜支給額＞
　　　15,000円/月×10か月
　　　　　（生後２か月～１歳まで）

　＜スキーム＞
　　　県10/10。市町村に事務委託

・子育ての仕方はそれぞれ異なり、保育
所に預けず在宅で育てる世帯もいるた
め、保育料助成を受けない世帯を支援す
るため平成30年度に事業開始

・0～2歳の平均保育料相当の3万円を
基準に県負担1/2で金額を設定してお
り、市町村にも同額を負担依頼している
が、平成31年4月1日現在上乗せは15
市町のみに留まっている状況

・制度を知らない人もまだ多く、対象と
なる世帯や経済的理由で希望する人数の
子供を持てないでいる人に確実に情報が
届くよう、周知方法を検討・充実してい
く必要

・経済的負担を軽減する対象が現制度で
十分なのか、状況を確認しながら検討し
ていく必要

現行どおり継続 これまで在宅での
育児を支援する制
度はなく、運用し
ていく中で顕在化
する課題もあると
見込まれることか
ら、状況に合わせ
て継続した検討・
対応を実施

・制度を周知するチャネル
の拡大

・必要により現制度の見直
しを検討

＜長期総合計画＞
　合計特殊出生率　2.00（令和８
年度）

第２子以降の出生届提出者の制度
認知度８0%以上（現在30％程
度。なお、アンケート調査自体が
周知チャネルの１つ。）

151,181 141,211 子ども未来課
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