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第３章 プランの基本的な考え方 

 

１ プラン見直しに当たって 

第２章の結果のとおり、依然、厳しい雇用や経済の状況に置かれているひとり親家庭の実態を

踏まえ、本プラン策定に当たっては、初代プランからの基本的な考え方である「生計の維持、家

事や子育てなど、通常は両親が分かち合う負担を一身に背負わなければならないケースが多いひ

とり親家庭について、厳しい雇用、経済情勢の下における負担を軽減するために必要な支援を行

い、ひとり親家庭の児童が健全に育成されるための環境を整備する」を第４次改訂版においても

踏襲します。 

  また、国の「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」で

示された、母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動向から、母子世帯の状況として、パート・ア

ルバイト等の割合が増え、就労収入は低い水準にあることや、養育費を大半が取得していないこ

と、父子世帯では、家事等生活面に多くの困難を抱えている状況があること、また、母子・父子

世帯共に子どもの「教育・進学」や「しつけ」に対する悩みを抱えているなどの現状と課題があ

り、平成 30 年度に市が実施した意識調査の結果から引き続き見えた、「収入増に向けた実効的

な支援や養育する児童が自立し、貧困の連鎖を断ち切っていくための施策が必要」などの課題と

共通することから、これらに対応する計画とします。 

 

２ 基本目標                                                                                      

本プランは、上位計画である「野田市新エンゼルプラン（第5期計画）」の基本理念である「子

どもが未来に希望を持ち『元気に明るく家族とともに笑顔で暮らせるまち』・野田」を基本的視点

とし、ひとり親家庭等が自立し、安心した生活を送るため、国の基本方針の内容とも共通する次

の６つの基本目標を前プランに引き続き設定し、ひとり親家庭等への支援を推進します。 

 

（１）６つの基本目標とその趣旨について 

① 情報提供、相談機能、支援体制の充実 

ひとり親家庭になった直後の生活環境の激変などにより、様々な悩みや困難に直面するこ

とから、相談支援や支援情報の提供などについて、関係機関、関係団体と連携し、それぞれ

のニーズに合わせた対応ができる体制づくりに努めます。 

 

② 就業支援の拡充 

    ひとり親家庭等の自立と生活の安定・向上を図るためには、より良い条件で就業し、十分

な収入を安定的に得ることが重要です。特に母子家庭の就労収入が低いことから、個々の状

況に応じたきめ細やかな就業支援策の充実に努めます。 

 

③ 子育て支援の充実 

    ひとり親家庭等が子育てと仕事を両立し、早期の経済的自立を実現できるよう、子育て支

援サービスの利用における負担軽減や配慮に努めます。 
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④ 居住支援の充実  

   民間賃貸住宅への入居の際の経済的支援や情報提供などによる支援や、市営住宅における

ひとり親家庭向け住戸の確保などにより、ひとり親家庭の生活基盤の安定を図ります。 

 

⑤ 養育費確保のための支援策の推進 

 ひとり親家庭の児童の育成のため、貴重な収入となる養育費が確実に確保できるような支

援の推進に努めます。 

 

⑥ 経済的支援の推進 

    ひとり親家庭等の生活の向上及び児童の健全育成と自立に向け、生活安定のための支えと

なる児童扶養手当制度及び野田市独自の制度である養育者支援手当制度が効果的に活用され

るよう、適正な給付事務を推進します。また、児童の進学希望の実現に向けた福祉貸付金に

ついて、県に円滑につなげるよう取り組みます。 

 

３ 各基本目標における現状と課題及び施策の方向と取組 
   各基本目標における現状と課題に対する施策の方向性と、具体的に取り組む主な施策は次の

とおりです。 

（１）現状と課題・施策の方向・主な取組 

①情報提供、相談機能、支援体制の充実 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

母子・父子自立支援員は約半数近くが認知しているものの、就労支援に関

する個別事業の認知度がやや低く、また、父子家庭では施策全般の認知度が

低い傾向があります。 

施策の方向性 ・ 子育て支援、ひとり親家庭支援にかかる施策を周知徹底します。 

・ 相談事業の中心である母子・父子自立支援員のさらなる相談スキルの向

上を図ります。 

・ 母子寡婦福祉会と連携した取組の拡充を図ります。 

主な取組 

 

・ 母子寡婦福祉会と連携した｢情報交換事業｣の内容を拡充し、ひとり親家 

庭の交流を深めます。 

・ 相談事業における母子・父子自立支援員の積極的な研修を進め、父子家 

庭にも対応できるスキルとノウハウを獲得します｡ 

・ 野田市パーソナルサポートセンターと母子・父子自立支援員が連携した 

 相談体制の充実を図ります。 

・ 主任児童委員等との連携による地域での見守りなど支援の充実に努めま

す。 
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②就業支援の拡充 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

 特に母子家庭の母は正社員での雇用割合が依然低く、自身の就労収入が増

えない原因となっています。また、母子家庭、父子家庭ともに転職の希望割

合が高く、その理由としていずれも収入の低さを挙げており、母子家庭では、

正社員を希望する割合が高くなっています。 

施策の方向性 ・ ひとり親家庭の雇用への理解等の啓発活動を一層進めます。 

・ 高等職業訓練促進給付金等事業などによる資格取得に向けた支援を推進

します。 

主な取組 

 

・ 無料職業紹介所と連携し、ひとり親家庭のニーズに適した求人情報の収

集に努めるとともに、事業所を訪問し、ひとり親家庭への事業主側の理解

と、雇用促進奨励金制度の啓発に努めます。 

・ 好条件の就労に向け､自立支援プログラム策定に合わせて個々の職業適性

を把握し、きめ細やかな支援を行います。 

・ 高等職業訓練促進給付金等事業、自立支援教育訓練給付金事業の活用の

促進を図り、資格取得を支援します。 

・ 収入の低いひとり親家庭の自立のため、より高収入を得るための転職や

スキルアップに向け､資格取得に向け実施する講座の内容に工夫を凝らす

ことや、求人側から見たニーズを把握していきます。 

・ 親の学び直しと子どもの進学支援として、高等学校卒業程度認定試験合

格支援事業の周知啓発に努めます。 

 

③子育て支援の充実 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

 母子家庭、父子家庭ともに、現在の生活上の悩みとして生活費という基本

的な問題もありますが、日常のことよりも子どもの養育・教育に関すること

の割合が高くなっています。 

施策の方向性 ・ 求職活動時や勤務における残業時の子育て支援の充実などにより､安心し

て勤務に集中できる環境づくりを促し、就労収入を増やしていきます。 

主な取組 

 

・ 母子寡婦福祉会に委託する日常生活支援事業のホームヘルプサービス事

業などを活用し、仕事に集中できる時間が確保できるようにします。 

 

④居住支援の充実 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

 母子家庭、父子家庭とも核家族化しており、母子家庭では親などの家に同

居する割合が減り、民間賃貸住宅に移るケースが増えています。 

施策の方向性 ・ 子どもの成長に伴い､部屋に余裕のある民間賃貸住宅に移る傾向があるた

め､子どもの年齢などに応じたニーズを把握し､ライフステージごとに必要
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な支援（助成や情報提供）を行います。 

主な取組 

 

・ 公営住宅入居におけるひとり親家庭への配慮と民間賃貸住宅入居におけ

る情報提供などの支援を継続していきます。 

 

⑤養育費確保のための支援策の推進 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

 養育費を現在も受けている割合は極めて低く、養育費の取り決めをしてい

ない理由として「相手と関わりたくないから」、「相手に支払う意思がないと

思ったから」、「相手に支払う能力がないと思ったから」が挙がっており、養

育費の確保を妨げる課題となっています。 

施策の方向性 ・ 養育費を受けていない割合が依然高く､その理由として｢相手と関わりた

くない｣ことの割合が高いことから､相談に当たっては個別の事情を考慮す

ることを重視します｡また、児童の成長の観点から重要である面会交流につ

いて、周知啓発と情報提供を行います。 

主な取組 

 

・ 母子寡婦福祉会と連携した法律相談事業の周知を推進し充実を図ります。 

・ 弁護士による養育費の個別法律相談会の充実を図ります。 

・ 母子・父子自立支援員との相談から、母子寡婦福祉会が取り組む月 1 回

の「無料法律相談」と、「養育費等個別法律相談会」との連携を強化します。 

・ 県が新たに取り組む面会交流事業の情報を把握し、個々の事情に応じて 

情報提供していきます。 

 

⑥経済的支援の推進 

現状と課題 【意識調査の結果から】 

 子どもの最終進学目標を大学・大学院としている割合が高く、経済的自立

とともに、子どもの将来を見据えた支援の必要性があります。 

施策の方向性 ・ 母子､父子家庭とも､子どもの養育･教育の悩みが高い割合であることを踏

まえ、進学希望が実現するような支援を進めます。 

・ 児童扶養手当と野田市独自の養育者支援手当について、それぞれの趣旨

に沿った適正な運営に努めます。 

主な取組 

 

・ 県貸付金は進学等に一定の役割を果たしており、活用に当たって、県の

審査が円滑に進むよう市の相談事業の段階で適切な返済計画等の指導を行

います｡ 

・ 父又は母が監護しない児童を養育する公的年金受給者のセーフティネッ

トとして、引き続き養育者支援手当を支給します。 

・ 税法上、不利な扱いとなる未婚の母・父について、保育所保育料などの

寡婦・寡夫控除のみなし適用を、引き続き実施していきます。 
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（２）国の制度改正について施策への反映 

   国の制度改正・拡充について、着実に推進します。 

施策 国の制度改正と内容 

就業支援 きめ細かな支援と転職やキャリアアップの支援など 

【制度改正等】 

・高等職業訓練促進給付金等事業の拡充 

  修業期間1年の調理師等を対象（H28.4.1） 

  支給期間の上限を36 月に延長（H28.4.1） 

  准看護師から引き続き看護師の養成機関で修業する場合を対象

（H30.4.1） 

  未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

  支給期間の上限を48 月に延長（H31.4.1） 

  修業期間の最後の12 月について４万円増額（H31.4.1） 

・自立支援教育訓練給付金事業（講座受講費用の補助）の拡充 

  所要経費の2 割（限度額10万円）を6割（上限20万円）支

給へ拡充（H28.4.1） 

  雇用保険法等に基づく一般教育訓練給付金との差額を支給

（H29.4.1） 

未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

特定一般教育訓練給付金（上限20万円）及び専門実践教育訓練

給付金（上限80万円）を支給対象講座に追加（H31.4.1） 

・母子・父子自立支援プログラム策定事業 

  プログラム目標達成後のアフターケア（H28.4.1） 

・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 新規実施（H29.4.1） 

  未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

子育て支援 子ども・子育て支援新制度における保育所などの優先利用の配慮、

当事者の相互交流・情報交換の機会確保、就職活動の際の日常生活支

援事業の拡充など 

【制度改正等】 

・日常生活支援事業 

  就業上の理由による残業等について支援が拡大（H28.4.1） 

未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.6.1） 

経済的支援 貸付金の父子家庭への拡大、奨学給付金の創設など 

【制度改正等】 

・母子・父子・寡婦福祉資金 

違約金利率の引下げ（H27.4.1） 

保証人がいない場合の貸付利率を年 1.5％から 1.0％に引下げ

（H28.4.1） 
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施策 国の制度改正と内容 

修学資金及び就学支度資金について対象に大学院を追加

（H30.4.1） 

就学支度資金について修業施設に係る貸付限度額の引上げ、修業

資金の償還期限の延長（H31.4.1） 

・児童扶養手当 

第2子以降の子どもに対して手当加算額の拡充（H28.8.1） 

全部支給に係る所得制限限度額の引上げ（H30.8.1） 

未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

支給制限の適用期間を 11 月から翌年 10 月までに改正

（H30.10.1） 

支払回数を年3回から6 回に拡充（R1.11分から） 

・養育者支援手当 

第2子以降の子どもに対して手当加算額の拡充（H28.8.1） 

全部支給に係る所得制限限度額の引上げ（H30.8.1） 

未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

支給制限の適用期間を 11 月から翌年 10 月までに改正

（H30.10.1） 

支払回数を年3回から6 回に拡充（R1.11分から） 

・ひとり親家庭等医療費助成金 

未婚のひとり親について寡婦（夫）控除をみなし適用（H30.8.1） 

支給制限の適用期間を 11 月から翌年 10 月までに改正

（H30.10.1） 
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４ 施策の体系 
 
 

                ① 情報提供の充実 

                   ② 相談、支援体制の強化 

                   ③ 地域における支援体制の充実 

                   ④ ひとり親家庭の交流会の推進 

                   ⑤ 養育費等支援事業の推進 

                    ⑥ 母子寡婦福祉会の財政基盤の強化 

 

                   ① 関係機関による連携の強化（就業支援事業の推進） 

                   ② 母子・父子自立支援プログラム策定事業の強化 

                   ③ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業の活用 

                   ④ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業の活用 

                   ⑤ 在宅就業推進事業導入の検討 

                   ⑥ 雇用促進奨励金の活用 

                   ⑦ 職業訓練の強化 

                   ⑧ ひとり親家庭の雇用への理解及び雇用促進奨励金制度の啓発活動の推進 

⑨ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の活用 

 

                   ① ひとり親家庭等日常生活支援事業の推進 

                   ② 保育所、学童保育所における児童の受入れの円滑化                     

                  ③ 保育所、学童保育所における延長保育の充実 

                  ④ 保育所等における休日、一時保育、病児・病後児保育の充実 

                  ⑤ 児童の居場所づくり 

                  ⑥ 招待事業の充実 

                  ⑦ ファミリー・サポート・センターの利用促進 

 

                  ① 市営住宅におけるひとり親家庭向け住戸の確保 

                  ② 市営住宅における多回数落選者の抽選率優遇の検討 

                  ③ 住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業の推進 

                  ④ ひとり親家庭等及びＤＶ被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業の推進 

                  ⑤ ＤＶ世帯における母子生活支援施設を活用した自立の促進 

 

                  ① 養育費等相談体制の充実 

                   ② 広報、啓発活動の推進 

                   ③ 弁護士による養育費取得等に関する個別法律相談会の実施 

 

           ① 児童扶養手当等の支給事業の適正な推進              

                   ② 母子・父子・寡婦福祉資金等の活用促進 

                   ③ 保育所、学童保育所の保育料の減免制度の周知 

                   ④ ひとり親家庭等医療費助成制度の見直し 

                   ⑤ 未婚の母・父への寡婦・寡夫控除のみなし適用 

１ 情報提供、相談機能、

支援体制の充実 

４ 居住支援の充実 

基本目標 具体的施策の方針 

５ 養育費確保のため 

の支援策の推進 

 

２ 就業支援の拡充 

 

３ 子育て支援の充実 

 

６ 経済的支援の推進 
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（１） 施策の事業番号一覧 

基本目標 具体的施策の方針 事業番号 ﾍﾟｰｼﾞ 

１情報提供､ 

相談機能 ､

支援体制 

の充実 

①情報提供の充実 1-① 55 

②相談､支援体制の強化 1-② 56 

③地域における支援体制の充実 1-③ 57 

④ひとり親家庭の交流会の推進 1-④ 58 

⑤養育費等支援事業の推進 1-⑤ 59 

⑥母子寡婦福祉会の財政基盤の強化 1-⑥ 60 

２就業支援 

の拡充 

①関係機関による連携の強化（就業支援事業の推進） 2-① 61 

②母子・父子自立支援プログラム策定事業の強化 2-② 62 

③母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業の活用 2-③ 63 

④母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業の活用 2-④ 64 

⑤在宅就業推進事業導入の検討 2-⑤ 65 

⑥雇用促進奨励金の活用 2-⑥ 66 

⑦職業訓練の強化 2-⑦ 67 

⑧ひとり親家庭の雇用への理解及び雇用促進奨励金制度の啓発活動の推進 2-⑧ 68 

⑨ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の活用 2-⑨ 69 

３子育て支援

の充実 

①ひとり親家庭等日常生活支援事業の推進 3-① 70 

②保育所､学童保育所における児童の受入れの円滑化 3-② 71 

③保育所､学童保育所における延長保育の充実 3-③ 72 

④保育所等における休日､一時保育､病児・病後児保育の充実 3-④ 73 

⑤児童の居場所づくり 3-⑤ 74 

⑥招待事業の充実 3-⑥ 75 

⑦ファミリー･サポート･センターの利用促進の強化 3-⑦ 76 

４居住支援 

の充実 

①市営住宅におけるひとり親家庭向け住戸の確保 4-① 77 

②市営住宅における多回数落選者の抽選率優遇の検討 4-② 78 

③住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業の推進 4-③ 79 

④ひとり親家庭等及びＤＶ被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業の推進 4-④ 80 

⑤ＤＶ世帯における母子生活支援施設を活用した自立の促進 4-⑤ 81 

５養育費確保

のための支

援策の推進 

①養育費等相談体制の充実 5-① 82 

②広報､啓発活動の推進 5-② 84 

③弁護士による養育費取得等に関する個別法律相談会の実施 5-③ 85 

６経済的支援

の推進 

①児童扶養手当等の支給事業の適正な推進 6-① 86 

②母子・父子・寡婦福祉資金等の活用促進 6-② 87 

③保育所､学童保育所の保育料の減免制度の周知 6-③ 88 

④ひとり親家庭等医療費助成制度の見直し 6-④ 89 

⑤未婚の母・父への寡婦・寡夫控除のみなし適用 6-⑤ 90 


