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◆各 論 

第４章 具体的施策の展開 

１ 情報提供、相談機能、支援体制の充実 

 
ひとり親家庭等となった直後を重点に、相談や支援策等に関する情報提供を積極的

に推進するとともに、相談スキルの向上など相談機能の充実を図り、個々の状況に応

じたきめ細やかな一層の対応に努めます。また、必要に応じて関係機関へ適切につな

ぐ支援体制の充実を図ります。 

 

事業番号１－① 情報提供の充実 事業区分 既存 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭等に対する支援策について、市報、ホームページ、「ひとり親

家庭支援のしおり」等により広報啓発を行うほか、母子・父子自立支援員に

よる情報の提供や相談対応に努めています。 

 

 

（平成 28 年度～30 年度） 

○ 市報に事業、制度等について適宜掲載（改正等の内容を含む） 

○ 市ホームページ「くらしの便利帳」、「市政の疑問にお答えします」に掲載 

○ 「ひとり親家庭支援のしおり」等のリーフレットの改訂 

 

事業評価及び課題  

○ 意識調査の結果によると、離婚直後の時期に的確な情報提供を行う必要が

ある家賃助成制度など、依然、認知度が低調な事業も見受けられるため、引

き続き周知徹底を図る必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 各種支援策の情報提供を積極的に行うことは、ひとり親家庭等の自立に有

効な手段であると考えられ、特に早期の段階で的確な支援を行うことが最も

重要であることから、児童扶養手当現況届出時の窓口を活用しての情報提供

に努め、各種支援策の活用促進を図るとともに、母子・父子自立支援員が個々

の状況に応じた相談を行うことで、自立に向けた意欲の向上を図ります。 

 

 

実績 
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事業番号１－② 相談、支援体制の強化 事業区分 既存 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭等の自立に必要な情報提供や問題解決のための適切な助言及

び指導を行う母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の抱える様々な相談に

対応しています。 

なお、就労などの事由により昼間市役所へ来られない方のために毎週月曜

日は夜間相談を実施しています。 

  

 

■母子・父子自立支援員による相談件数         （単位：件） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

生活一般に関する相談 469 494 516 

児童に関する相談 53 61 53 

経済的自立に関する相談 264 294 231 

その他 3 4 4 

計 789 853 804 

 

 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭等となって間もない家庭は多くの問題や困難を抱えており、

育児や養育費、就労といった幅広い分野にわたってきめ細かに対応すること

が必要なため、母子・父子自立支援員の資質の向上のため、引き続きスキル

アップを図っていく必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭等が抱える様々な問題に関する相談に、適正な助言及び情報

提供を行うなど総合的な相談窓口としての役割を担う、母子・父子自立支援

員の資質の向上や相談機能の向上に努めます。 

○ 母子・父子自立支援員の資質向上や相談技能の向上を図るため、自己啓発

に努めるとともに、独自の研修会の実施や県主催の研修会等に積極的に参加

します。 

○ 野田市パーソナルサポートセンターと母子・父子自立支援員の連携により

自立に向けた総合的な相談を行っていきます。 

 

 

実績 
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事業番号１－③ 地域における支援体制の充実 事業区分 既存 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課、生活支援課 

事業の内容・実績  

○ 地域社会全体でひとり親家庭を支援するため、特に新たにひとり親家庭に

なった世帯や要支援世帯に対し、母子・父子自立支援員と主任児童委員等と

による個別同行訪問を通じた見守りを実施しています。 

 

○  

■母子・父子自立支援員の家庭訪問件数           （単位：件） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

主任児童委員との同行訪問 203 199 185 

母子・父子自立支援員単独訪問 68 78 55 
 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭の実態把握については、プライバシー重視の観点から、主任

児童委員等への個人情報の提供を拒否する家庭も少なくなく、難しい点もあ

りますが、児童の健全育成のため、地域での見守りを推進する必要がありま

す。 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭が地域社会の中で安定した生活ができるよう、ひとり親にな

った直後の家庭や要保護児童の家庭を地域の主任児童委員や母子・父子自立

支援員が個別に同行訪問し、見守りやニーズの把握、問題解決に向けた施策

の情報提供や相談などの支援活動を実施します。 

○ 主任児童委員と母子・父子自立支援員の連携を進めるため、合同研修会を

実施します。 

 

 

実績 
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事業番号１－④ ひとり親家庭の交流会の推進 事業区分 既存 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 母子寡婦福祉会では、「クリスマス会」等の交流事業を実施し、会員を含め

たひとり親家庭や寡婦相互の交流・情報交換等を進めています。 

○ 母子寡婦福祉会の協力により「ひとり親家庭情報交換事業」を実施し、ひと

り親家庭の交流を進めています。 

 

 

■母子寡婦福祉会事業への参加人数            （単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

クリスマス会 70 72 60 

 

■ひとり親家庭情報交換事業の開催回数と参加人数（単位：人） 

 

 

 

 

28 年度 29 年度 30 年度 

147（9回） 126（9回） 128（8回） 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭等は、離婚直後の不安定な時期に一人で悩みを抱えることが

多いため、引き続き母子寡婦福祉会への加入促進を図る必要があります。 

○ 「ひとり親家庭情報交換事業」について制度の周知を図り、参加促進に努

める必要があります。 

 

 

今後の事業方針  

○ 児童扶養手当現況届出時の窓口を活用し、母子寡婦福祉会へのひとり親家

庭の加入を促進します。 

○ ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場を設け、ひとり親

家庭の交流や情報交換を実施する「ひとり親家庭情報交換事業」の参加推進

に努めます。 

 

 

実績 
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事業番号１－⑤ 養育費等支援事業の推進 事業区分 拡充 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉向上と、生活に密着した様々な法

律や経済問題等の解決のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得等に

関する法律相談（離婚、親権、面会交流、慰謝料や財産分与などの法律問題を

含む）を実施します。 

  平成 25 年度から「養育費セミナー」を改編して個別法律相談に特化し、更

に就業相談を併設して、より実効性の高い内容としました。 

 

 

■養育費等個別法律相談会の実施（参加人数） 

 

 

 

■母子寡婦福祉会の無料法律相談（月１回）の実施（参加人数） 

 

 

 

28 年度 29 年度 30 年度 

7（1回） 7（1回） 12（3 回） 

28 年度 29 年度 30 年度 

21 20 27 

事業評価及び課題  

○ 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」を連携させるため、開催回

数を増やしていく必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、法律の専門

家による相談事業の実施は効果的であり、今後も継続するとともに参加者を

増やすため、引き続き就業相談を併設し、積極的に周知します。 

○ それぞれの相談を連携させるため、開催回数を増やして実施します。 

 

 

■「養育費等個別法律相談会」の開催回数  年 4 回 

 

  

実績 

数値目標 
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事業番号１－⑥ 母子寡婦福祉会の財政基盤の強化 事業区分 既存 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 養育費相談やイベントなどの団体事業を通じて、ひとり親家庭や寡婦の福祉

増進に寄与している母子寡婦福祉会の事業を支援するため、市委託事業及び補

助金の継続や公共施設への自動販売機の設置について配慮するなど、団体の財

政基盤の安定を支援しています。 

   

 

■母子寡婦福祉会による自動販売機設置状況          （単位：台） 

区分 27 年度以前 28 年度 29 年度 30 年度 計 

設置台数 48 +1 0 0 49 

※各年度末の設置台数 

■市委託事業 

  「ひとり親家庭情報交換事業」（平成 20 年度～） 

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」（平成 16 年度～） 

 

事業評価及び課題  

○ 公共施設への自動販売機の設置については新規設置が少なくなっています

が、引き続き配慮する必要があります。 

○ 補助金の透明性を確保するため、野田市母子寡婦福祉会補助金交付要綱を定

め、補助対象経費や補助率等を規定し平成 29 年度事業から適用しています。 

今後の事業方針  

○ 「野田市、社会福祉協議会、母子寡婦福祉会及び障がい者団体連絡会と行政

財産の許可に基づく自動販売機の設置に係る覚書」に基づき、引き続き福祉団

体による自動販売機の設置を推進し、財政基盤の強化に努めます。 

○ 市事業について、引き続き委託していきます。 

○ 団体の活動を支援する立場で見直しを行い必要な補助金は継続して交付し

ていきます。 

 

実績 
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２ 就業支援の拡充 

 

ひとり親家庭等が安定的な収入を得ることにより、自立した生活を送ることができ

るよう、福祉部門と雇用部門の連携を緊密にし、職業能力向上のための訓練や効果的

な就職あっせん、就業機会の創出などについて支援の充実を図ります。 

 

事業番号２－① 
関係機関による連携の強化 

(就業支援事業の推進) 
事業区分 既存 

対象 母子・父子・寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ハローワークや市の無料職業紹介所等との連携を推進し、ひとり親家庭等

のニーズに適した求人情報の収集に努めるとともに、児童家庭課の窓口にお

いて、求人情報の提供を行うことで、ひとり親家庭等の職業適性に応じた就

業支援に努めています。 

 平成 28 年 7 月から母子・父子自立支援員がひとり親家庭から就職希望の

多い業種の事業所を選定・訪問し、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を行い、就労相談の際に訪問した働きやすい環境の

事業所などの情報提供を行っています。 

 

■啓発活動の訪問事業所数                 （単位：社） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

訪問事業所数 15 23 29 

 

 

事業評価及び課題  

○ 依然として雇用環境と経済的な状況が厳しいため、ひとり親家庭等の雇用と

収入の増に結びつく情報の収集に努める必要があります。 

 

今後の事業方針  

〇 引き続き、ハローワークや市の無料職業紹介所等との連携によるひとり親

家庭等向け求人情報の収集に努め、児童家庭課の窓口において求人情報の提

供を行うとともに、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

啓発活動を行い、就労相談の際に訪問した働きやすい環境の事業所などの情

報提供を行います。 

〇 野田市パーソナルサポートセンターと児童家庭課の母子・父子自立支援員

との連携により、自立に向けた総合的な相談を行っていきます。 

 

実績 
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事業番号２－② 
母子・父子自立支援プログラム策定事業の

強化 
事業区分 既存 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、個々の母子家庭及

び父子家庭の状況、ニーズに応じたきめ細かな自立・就労支援を推進する「母

子・父子自立支援プログラム策定事業」を実施しています。 

  「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」の施

行により、平成 25 年度から父子家庭も支援の対象としています。 

 

 

■母子・父子自立支援プログラム策定事業の実績    （単位：件） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

策定数 25 16 26 

就業実績 16 13 17 

うち正規雇用 8 3 7 

うち非正規雇用 8 10 10 

 

 

事業評価及び課題  

○ 意識調査の結果によると、特に母子家庭において依然として就労収入が低

いため、経済的自立に向け収入増につながる支援が必要です。 

 

今後の事業方針  

○ 母子・父子自立支援プログラム策定事業の推進に当たり、収入増につなが

る支援として、個々の状況とニーズに応じ、資格取得のための情報提供や取

得に集中できる生活環境に関する相談など、総合的な支援のためのプログラ

ムを策定していきます。 

○ 父子家庭への制度周知にも努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 
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事業番号２－③ 
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事

業の活用 
事業区分 拡充 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭の親が、看護師、保育士など就職に結びつきやすく経済的自

立に効果的な資格取得のため、修学期間に促進費を支給する「高等職業訓練

促進給付金」及び修了後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給すること

で生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にする事業の活用促進を図ります。 

  平成 25 年度から父子家庭も対象としています。 

 

 

■母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業の実績（単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

受給者数 11 9 11 

取得資格 

看護師     6 

准看護師   4 

作業療法士 1 

看護師     5 

准看護師   1 

作業療法士 1 

教諭       1 

保育士     1 

看護師     4 

准看護士   2 

作業療法士 1 

教員       1 

保育士     1 

歯科衛生士 1 

理容師     1 

 

 

事業評価及び課題  

○ 長期の修学期間を支援することで高度な技能を習得できる本事業は、正規雇

用による就労に結び付いた実績を挙げており、より高い収入と安定した雇用を

得ることに効果的であることから、今後も周知に努める必要があります。 

今後の事業方針  

○ 父子家庭を含め、経済的自立に向けた施策の中心的な事業として、引き続き

活用の促進を図ります。 

  国の制度改正により、平成 31 年 4 月から支給期間の上限が 36 月から 48

月に延長され、支給額が修行期間の最後の 12 月については 4 万円増額され

たことから、更に周知を図ります。 

 

 

 

実績 
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事業番号２－④ 
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

の活用 
事業区分 拡充 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭の、より高い収入と安定した就業に向けた、自主的な能力開

発の取組を支援するため、市が指定した教育訓練講座を受講し修了した場合

に給付金を支給する「母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業」を実施して

います。「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」

の施行を受け、平成 25 年度から父子家庭も支援の対象としています。 

 

 

 

■母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業の実績       （単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

指定講座 3 2 5 

受給者数 3 2 4 
 

事業評価及び課題  

○ 平成 31 年 4 月から、国の制度改正に伴い、雇用保険法の特定一般教育訓

練給付金及び専門実践教育訓練給付金が対象となり制度拡充されたことか

ら、就労経験の少ないひとり親家庭の親の就労支援のため、引き続き周知が

必要です。 

 

 

今後の事業方針  

○ 就労経験の少ないひとり親家庭の親の就労支援のため、活用の促進を図り

ます。 

○ 父子家庭も含め、引き続き事業の周知に努めます。 

 

 

 

実績 



 

 

65 

事業番号２－⑤ 在宅就業推進事業導入の検討 事業区分 既存 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 国の「在宅就業推進事業」は、在宅就業希望者等を対象としたセミナーの

開催など、在宅就業に関する基本的なノウハウを提供し、コーディネート等

をする事業であり、在宅就業希望者等に必要な支援を行うものです。 

 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度の意識調査の結果では、母子家庭の母が仕事を変えたい場合、

在宅での仕事を希望する割合は 2.7％とニーズが低い状況です。 

 

 

今後の事業方針  

○ 現在のニーズは低いものの、パソコンを利用した在宅起業やデータ入力な

ど、ひとり親家庭に適した新たな在宅就業の形態についても積極的に情報収

集し、就労相談において提供していくことでニーズの動きを把握していきま

す。 
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事業番号２－⑥ 雇用促進奨励金の活用 事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 商工観光課 

事業の内容・実績  

○ 公共職業安定所や市の無料職業紹介所のあっせんにより、ひとり親家庭の

父又は母を雇用した事業主に対し、雇用した月の翌月から賃金の 10％（限

度額 15,000 円）を奨励金として交付することで雇用の促進を図っていま

す。  

 

 

■雇用促進奨励金の実績                   （単位：件） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

ひとり親家庭の支援件数      3 3 7 
 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭の雇用促進として効果があると考えられるため、事業主に対

して制度の周知を図る必要があります。 

今後の事業方針  

○ 引き続き、市内の各事業主や関係機関に対して、当事業の活用促進を図る

ため、協力要請を行い、ひとり親家庭の雇用の促進に努めます。 

 

実績 
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事業番号２－⑦ 職業訓練の強化 事業区分 拡充 

対象 母子、父子、寡婦 担当課 児童家庭課、商工観光課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭等の経済的な自立を支援するため、就業に必要な知識や技能

の習得を図る就業支援講習会について、野田市職業訓練センターに委託して

実施しています。また、受講料にかかる経済的負担を軽減するとともに、託

児サービスを母子寡婦福祉会の日常生活支援事業で提供するなど受講しやす

い環境づくりに配慮しています。 

 元年度からは、パソコンだけではなく、他の資格についても実施していま

す。 

 

 

■就業支援講習会                  （単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

受講者 16 14 11 

Word 合格者 14 13 8 

Excel 合格者 11 13 9 

 

 

事業評価及び課題  

○ パソコンだけではなく、引き続き、他の資格についても実施を検討し、多

様なニーズに対応する必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 資格の取得により就労に結びついている実績があり、引き続き、他の資格

についても実施を検討し、多様なニーズに対応しながら実施していきます。 

 

 

 

■「就業支援講習会」の開催回数  年 3 回 

 

 

 

実績 

数値目標 
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事業番号２－⑧ 
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 
事業区分 既存 

対象 母子、父子、寡婦 担当課 商工観光課、児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 市の無料職業紹介所において、ひとり親家庭それぞれの職業適性に配慮し

た職種の情報提供に努めています。 

 平成 28 年 7 月から母子・父子自立支援員がひとり親家庭から就職希望の

多い業種の事業所を選定・訪問し、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を行い、就労相談の際に訪問した働きやすい環境の

事業所などの情報提供を行っています。 

 

 

 

■啓発活動の訪問事業所数                 （単位：社） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

訪問事業所数 15 23 29 

 

 

 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度の意識調査の結果によると、求職活動での問題点については、

母子家庭では「子どもが小さいことが問題にされたこと」が 29.7％と最も多

くなっており、ひとり親家庭の雇用への理解のある事業所などの情報提供の必

要性が現れています。また、36.6％が「仕事を変えたい」希望があり、その

うち 43.6％が「収入がよくない」を理由にしています。 

 

 

今後の事業方針  

○ 今後も無料職業紹介所と連携し、職業適性や家庭環境に配慮した情報の提

供に努めます。情報提供に当たっては、収入増につながるような内容の収集

に努めます。 

〇 引き続き、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

動を行い、就労相談の際に訪問した働きやすい環境の事業所などの情報提供

を行います。 

 

実績 
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事業番号２－⑨ 
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 
事業区分 新規 

対象 母子、父子、児童 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 高等学校を卒業していない（中退を含む。）ひとり親家庭の親及び児童に対

し、高卒認定試験の講座受講に係る費用の一部（受講修了時給付金、合格時

給付金）を補助することにより親の学び直し及び児童の進学を支援し、ひと

り親家庭の自立及び福祉の増進に寄与しています。 

 

 

■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実績  （単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

受講修了時給付金 

受給者数 
－ 0 0 

合格時給付金 

受給者数 
－ 0 0 

 

 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度実施の意識調査によると、最終学歴について母子家庭の母は

「中学校」が 12.0％、父子家庭の父は「中学校」が 18.3％となっており、

本事業の潜在的なニーズはあるものの、利用自体は伸びていません。 

 

今後の事業方針  

○ 親の学び直し及び児童の進学を支援し、ひとり親家庭の自立及び福祉の増

進に寄与するため、引き続き事業の周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

実績 
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３ 子育て支援の充実 

ひとり親家庭等の自立のためには、より好条件の職に就き、経済的に安定すること

が重要です。そのため、就業や求職活動、職業訓練などが十分にできるよう保育所等

への円滑な入所や多様な保育のサービスの充実に努めます。   

特に父子家庭については、ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用促進など育児支

援の活用促進を図ります。 
 

事業番号３－① ひとり親家庭等日常生活支援事業の推進 事業区分 既存 

対象 母子、父子、寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭等において、自立のための修学や疾病等の理由により、一時

的に日常生活を営む上で支障が生じている場合など、家庭生活支援員を母子

寡婦福祉会に委託により派遣し、子どもの保育を始めとした日常生活の支援

を行っています。 

  また、求職活動時に保育所を入所申請している場合や残業時に対応するホ

ームヘルプサービスを本事業において実施しています。 

 

■日常生活支援事業の利用状況                    

区分 子育て支援 生活援助 

28年度 10人 72日間 393時間 1人  2日間  6時間 

29年度 5人 38日間 225時間 0人  0日間  0時間 

30年度 3人 6日間 25時間 1人 15日間 21時間 
 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度実施の意識調査の結果によると、仕事と子育てに関する悩み

については、母子家庭では「残業などで帰宅が遅く、家で待っている子ども

が心配」、「子どもの急な病気などでも、仕事を休むことができない」を合わ

せると約 40％、また、求職活動中の問題については、「子どもの保育の手立

てがなかったこと」が約 14％であるなど、本事業のニーズはあるものの、

利用自体は伸びていません。 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ひとり親家庭等が安心して子育てし

ながら仕事や求職活動をするために有効な事業であることから、関係機関と

連携し、事業の一層の周知に努めるとともに、必要に応じて家庭生活支援員

の支援スキル向上のための研修会を実施します。 

 

実績 
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事業番号３－② 
保育所、学童保育所における児童の受入れ

の円滑化 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 
保育課 

児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣の規定に基づき、保育所の入所選考に当

たっては、ひとり親家庭に優先的な入所の配慮をしています。また、求職中

や職業訓練中においても柔軟な受入れを行っています。 

  平成 27 年度から施行された子ども・子育て支援新制度の「教育・保育給

付」においても、ひとり親家庭について優先的な基準により運用することと

されています。 

 

 

■平成 30 年度ひとり親家庭の児童の入所実績 保育所   313 人 

学童保育所 345 人 

 

事業評価及び課題  

○ 保育所については求職中や職業訓練中のひとり親家庭の入所について、入

所後の就業などの状況も踏まえ、引き続き保育所入所基準指数の見直しを含

め柔軟な受入れを検討していく必要があります。 

○ 学童保育所については、今後も引き続き待機児童がない運用を続けるため

過密化の解消等に努めていきます。 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭の入所申請については、引き続き優先的な入所の配慮を行い、

求職中や職業訓練中において柔軟な受入れを行うとともに、必要度の高いひ

とり親家庭については、あっせん等について検討します。 

○ 学童保育所についても、引き続き保育所と同様に求職中や職業訓練中にお

ける入所に配慮し、ひとり親家庭の経済的自立への支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

実績 
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事業番号３－③ 
保育所、学童保育所における延長保育の充

実 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 
保育課 

児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 全保育所において、午前７時から午後７時まで延長保育を実施しています。

また、指定管理の保育所及び私立保育所では午後８時まで、一部の保育所で

は午後８時以降の保育を実施しています。 

○ 直営の学童保育所の閉所時間を延長し、全ての学童保育所の閉所時間を午

後７時に統一しています。 

 

 

 

■平成 30 年度 保育所延長保育利用延べ人数（月額による利用） 

 公立保育所 私立保育所 

午後 7時まで 1,809人（ 3か所） 1,254人（  1か所） 

午後 8時まで 186人（ 6か所） 255人（ 11か所） 

午後 8時以降 0人（ 1か所）      ―    

 

■平成 30 年度 学童保育所延べ児童数 

委託学童保育所 14,079 人 （20 施設） 

直営学童保育所   4,747 人 （14 施設） 

 

事業評価及び課題  

○ 遅い時間帯までの延長保育の拡大については、利用状況等を見極めながら、

検討していく必要があります。 

○ 午後 7 時以降に迎えに来る保護者への対応の検討。 

 

今後の事業方針  

○ 引き続き全保育所で延長保育を実施し、延長時間の拡大等については、こ

れまでの実績と幼児教育・保育無償化の影響を踏まえた利用ニーズを見極め

ながら検討します。 

○ 学童保育所の閉所時間の更なる延長については、慎重に検討していきます。 

 

 

 

 

 

実績 
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事業番号３－④ 
保育所等における休日、一時保育、病児・

病後児保育の充実 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 保育課 

事業の内容・実績  

○ 日曜・祝日等の保護者の就労等の理由により家庭で保育をすることが困難

な場合となった乳幼児の保育を行う休日保育を２保育所で実施しています。 

○ 保護者の疾病等により家庭で保育することが一時的に困難となった乳幼児

の保育を行う一時保育を、私立保育所において実施しています。 

○ 病気又は病気回復期のため集団保育ができず、家庭での保育ができない児

童の保育を行う病児・病後児保育を実施しています。 

 

 

■平成 30 年度延べ利用人数 

休日保育 

あたご保育所 366 人、尾崎保育所 241 人 

一時保育 

私立保育所 5 か所 1,904 人 

病児・病後児保育 

小張総合病院敷地内「ひばりルーム」 500 人 

 

事業評価及び課題  

○ 休日保育・一時保育 

就労、家事、子育ての負担を一人で背負うひとり親家庭への保育サービス

について、多様なニーズを把握しながら充実を図る必要があります。 

○ 病児・病後児保育 

利用者数は毎年の疾病の流行状況等で増減しますが、引き続き周知してい

く必要があり、また、感染症などの流行時における対応について検討する必

要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 休日保育・一時保育 

多様な保育サービスの周知を図り利用促進に努めるほか、利用児童数の推

移を注視し、ニーズを把握し定員や実施施設について検討します。 

○ 病児・病後児保育 

今後も利用者の利便性向上に配慮していくとともに、保育所型病児施設の

導入等についても検証し、また、感染症における利用の制限等についても理

解を得るため、対応方法について検討を進めます。 

 

実績 
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事業番号３－⑤ 児童の居場所づくり 事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 
児童家庭課 

学校教育課 

事業の内容・実績  

○ 親の就労時間中等に親不在の状態で家庭に居ることの多いひとり親家庭の

児童の健全育成を図るため、子ども館などの地域の社会資源や人的資源を活

用した児童の居場所づくりの推進に努めています。 

 

 

■平成 30 年度 子ども館延べ利用者数 

  81,690 人 

 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度実施の意識調査によれば、親と児童のみで構成される世帯が

母子家庭では71.8％、父子家庭では66.0％と最も多く核家族化しています。 

○ 中学生・高校生のひとり親家庭の児童・生徒に、放課後の過ごし場所とし

て子ども館などの利用促進を図る必要があります。 

 

 

今後の事業方針  

○ 子ども館における異年齢の交流を深めるための行事などを検討し、より利

用しやすい環境を構築します。 

○ 子ども館で企画している合同行事等を通して、中学生や高校生にもより多

く利用いただけるように努めます。 

○ 高学年の対応について子ども館職員のスキル向上を図っていきます。 

○ エンゼルプランにおいて位置付けた「新・放課後子ども総合プランに基づ

く行動計画」を踏まえ、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型につい

て、可能な学校から随時実施していくこととします。 

 

 

 

実績 
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事業番号３－⑥ 招待事業の充実 事業区分 既存 

対象 母子、父子、寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭の児童の福祉向上のため、母子寡婦福祉会が実施するひとり

親家庭等の児童などの招待事業（親子ふれあい研修）への参加を推進してい

ます。 

 

 

■母子寡婦福祉会による招待事業の参加人数          （単位：人） 

28年度 
清水公園 14 

東京ディズニーランド 118 

29年度 
ふなばしアンデルセン公園 49 

東京ディズニーランド 100 

30年度 
芋掘り体験 37 

群馬サファリパーク 77 

  

 

事業評価及び課題  

○ 母子寡婦福祉会の事業によりひとり親家庭等の交流が図られており、引き

続き招待事業への参加を推進する必要があります。 

 

 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭の児童の福祉の向上を図るため、母子寡婦福祉会において 

 実施している招待事業の推進を図るとともに、ひとり親家庭等の児童の事業

への参加を促進します。 

 

 

実績 
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事業番号３－⑦ 
ファミリー・サポート・センターの利用促

進の強化 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭の育児負担の軽減と育児と仕事の両立を支援するファミリ

ー・サポート・センター事業の周知を図るとともに、市町村民税非課税世帯

等を対象にした利用料助成制度の周知を行うことで、事業の活用促進に努め

ています。平成 23 年度からは、ひとり親家庭（ひとり親家庭等医療費助成

金受給資格者）に対しても利用料助成の対象としています。 

 

 

■ファミリー・サポート・センターの利用実績（ひとり親家庭）（単位：世帯） 

区分 28年度 29年度 30年度 

利 用 世 帯 数 33 28 25 

利用料助成世帯数 18 11 10 

 

 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭の子育てにかかる負担の軽減に効果をあげていますが、利用

者が固定・長期化する傾向があるため、新規利用者開拓のため、引き続き制

度の周知を図る必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 制度の周知を広く一般に向けて市報に掲載するほか、既にファミリー･サポ

ート・センター会員である方にも改めて機関紙を通じて事業内容を周知し、

利用の拡大に努めていきます。 

 

実績 
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４ 居住支援の充実 

ひとり親家庭の早期の自立を促進するため、民間賃貸住宅の入居支援や市営住宅の

優先入居等、生活基盤の安定を図るための施策の活用推進を図ります。 

 

事業番号４－① 
市営住宅におけるひとり親家庭向け住戸

の確保 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 営繕課 

事業の内容・実績  

○ 市営住宅において、ひとり親家庭向け住戸を確保します。 

 

 

■ひとり親家庭向け市営住宅状況              （単位：戸）             

区分 28年度 29年度 30年度 

戸数 

（前年比増減戸数） 

15 

（-2） 

14 

（-1） 

14 

（0） 
 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭向け住戸を確保しても該当世帯が転居したり、子どもが 20

歳になり、ひとり親家庭でなくなるケースが出てくるため、市営住宅募集時

に当該住戸の現状を把握して、ひとり親家庭向け住戸を適切に割り振る必要

があります。 

今後の事業方針  

○ 募集戸数などを考慮しながら、ひとり親向け住戸を新たに確保します。 

 

実績 
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事業番号４－② 
市営住宅における多回数落選者の抽選率

優遇の検討 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 営繕課 

事業の内容・実績  

○ 一定回数以上連続して落選している応募者で、特に住宅困窮度が高いと認

められるひとり親家庭については、当選確率が高くなるような措置を検討し

ます。 

 

 

■募集、入居状況(ひとり親家庭)             （単位：人） 

区分 28年度 29年度 30年度 

応 募 者 数 8 0 2 

当 選 者 数 6 0 2 

落 選 者 数 2 0 0 

 

 

落選者の落選回数 

初 2   

2    

3    

4    

5    
 

事業評価及び課題  

○ 平成 28 年度に落選したひとり親家庭は 2 人ですが、共に初めての落選で

あり、多回数の落選者はおりません。今後、応募状況により、一定回数以上

連続して落選するひとり親家庭が増えるような場合は、同じように落選して

いる他の住宅困窮者（高齢者、障がい者）との公平性に配慮しつつ、当選確

率が高くなるような措置を検討する必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 応募状況により優遇措置について引き続き検討します。 

 

実績 
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事業番号４－③ 
住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業の

推進 
事業区分 既存 

対象 母子、父子、ＤＶ被害女性等 担当課 営繕課 

事業の内容・実績  

〇 家賃等の支払ができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」

「連帯保証人がいない」などの理由で市内の民間賃貸住宅への入居が困難な

世帯に対し、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援する

「住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業」を実施しています。 

 

 

■制度利用状況（ひとり親家庭）            （単位：件） 

区分 28年度 29年度 30年度 

相談件数 0 0 0 

利用申込件数 0 0 0 

賃貸契約した件数 0 0 0 
 

事業評価及び課題  

○ 現在は不動産店が取り扱う債務保証会社が多数あることや、空き物件も多

く賃貸物件が借りやすくなっていること等から利用者が少ない状況となって

います。また、契約時の条件として、親族などの緊急連絡先の確保が必要など

の条件があり、確保できない場合は契約ができないなどの問題があります。 

今後の事業方針  

○ 引き続き制度の周知を図り、協力不動産店の情報を利用者に提供するなど

継続し実施します。 

 

実績 
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事業番号４－④ 
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 
事業区分 既存 

対象 母子、父子、ＤＶ被害女性 担当課 営繕課 

事業の内容・実績  

○ 緊急に居住の場を確保する必要があるひとり親家庭等及びＤＶ被害女性、

民間賃貸住宅へ入居しようとする低所得者に対し、賃貸借契約時に要する家

賃等の費用の一部を助成し、入居の円滑化を図ります。 

 

 

■家賃助成制度の利用状況                 （単位：件） 

区分 28年度 29年度 30年度 

実   績 17 7 8 

 

 

事業評価及び課題  

〇 平成 30 年度実施の意識調査によれば、民間賃貸住宅の入居に関し、最も苦

労したことは「賃貸住宅の契約や家賃費用の工面」が母子家庭で 24.7％、父

子家庭で 26.7％と最も多くなっており、契約時の費用の工面に苦慮している

状況から、当該事業の周知が必要です。 

 

 

今後の事業方針  

○ 引き続き制度の周知を図り継続し実施します。 

 

実績 
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事業番号４－⑤ 
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 
事業区分 既存 

対象 母子  担当課 子ども家庭総合支援課 

事業の内容・実績  

○ 同伴児を抱えるＤＶ被害女性がシェルター退所後、被害女性自身が児童の

監護も十分にできず、自立心に欠けるなどのケースでは、児童の監護や生活

を支援・指導をしながら、自立に導くため、母子生活支援施設の活用を図り

ます。 

 

 

■母子生活支援施設活用件数                （単位：件） 

区分 28年度 29年度 30年度 

件数 0 0 0 

 

 

事業評価及び課題  

○ 同伴児を抱えるＤＶ被害女性については、単独での自立が困難で、かつ本

人の子育て能力が低下していることなどから、生活再建を図るためには、母

子生活支援施設への入所等、段階的継続的な支援が求められます。 

そのため、本人の入所意思及び自立意欲等を見極めつつ、それぞれのケー

スに応じたきめ細かな対応とともに、母子生活支援施設の活用を図ることが

必要と考えられます。 

 

今後の事業方針  

○ 引き続き、一時保護後、同伴児を抱えるＤＶ被害女性の状態に合わせて、

母子生活支援施設の活用を図ります。 

 

実績 
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５ 養育費確保のための支援策の推進 

養育費については、子どもの健やかな成長にとって重要なものですが、定期的に取

得しているケースが少ない状況であることから、｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣の

改正趣旨を踏まえ、確実に養育費が取得できるよう、養育費の取決めや取得促進に関

する施策を推進します。 

 

事業番号５－① 養育費等相談体制の充実 事業区分 拡充 

対象 母子、父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 養育費等の問題の解決を図るために、母子寡婦福祉会が実施する「無料法

律相談」を支援するとともに、児童扶養手当の申請窓口を活用して、母子・

父子自立支援員が養育費等の相談に応じます。また、弁護士が個別相談を行

う「個別法律相談」を実施します。 

○ 子どもの健全な成長に資する施策として「面会交流」に係る県の事業を紹

介するなど、養育費以外の相談についても積極的に対応します。 

 

 

■養育費のための法律相談（参加人数） 

28年度 29年度 30年度 

21 20 27 

 

■養育費等個別法律相談会（参加人数） 

 

 

 

28 年度 29 年度 30 年度 

7（1回） 7（1回） 12（3 回） 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度実施の意識調査の結果によれば、養育費を現在も受けている

母子家庭の割合は 25.2％と、依然として養育費を取得できているケースが

少ないため、継続して養育費を取得できるための施策が必要です。 

  また、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」の割合が 27.2％と最も高くなっています。 

○ 「面会交流」について、現在行っているのは母子家庭で 21.9％、父子家

庭で 28.8％にとどまっています。 

○ 母子・父子自立支援員がより専門的な養育費等の相談が必要と判断した場

合は、月 1 回の「無料法律相談」につなげることができますが、弁護士によ

る相談が必要と判断された場合に「個別法律相談」は年数回と回数が少なく

つなげることが難しい状況です。 

実績 
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今後の事業方針  

○ 引き続き、母子寡婦福祉会が取り組む「無料法律相談事業」を支援すると 

ともに、弁護士が個別相談を行う「個別法律相談」を実施し、当該事業の周

知・活用の推進に努め、日頃、窓口において様々な相談内容に対応できるよ

う、母子・父子自立支援員の相談スキルの向上に努めます。 

○ 弁護士が個別相談を行う「個別法律相談」の実施回数を増やして実施し、

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。 

 

 

■「養育費等個別法律相談会」の開催回数  年 4 回 

 

 

数値目標 
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事業番号５－② 広報、啓発活動の推進 事業区分 既存 

対象 母子・父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 養育費取得に関して分かりやすく解説した「養育費取得のしおり」や｢無料

法律相談事業｣のパンフレットを児童扶養手当の窓口で活用し、養育費取得等

の問題解決に向けた支援に関する広報、啓発に努めています。 

 

事業評価及び課題  

○ 平成 30 年度実施の意識調査の結果において、依然として養育費を取得で

きる割合が少ないなど、経済的自立と子どもの健全な成長のための制度や相

談窓口のなどの情報提供が必要です。 

今後の事業方針  

○ 引き続き、児童扶養手当の窓口などを活用してしおりを配布し、制度や相

談事業の説明を行うなど、養育費の取得等の問題解決に向けた情報提供を行

うとともに、相談事業に関するニーズを把握します。 
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事業番号５－③ 
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 
事業区分 拡充 

対象 母子、父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 養育費の取得など法律の問題について、弁護士が個別相談を行う「個別法律

相談」を実施します。 

  平成 25 年度から「養育費セミナー」を改編し、弁護士による養育費問題な

ど法律全般に関わる個別相談のほか、母子・父子自立支援員による就業相談な

ども併設した内容としました。 

 

 

■平成 30 年度 養育費等個別法律相談会の参加人数 

12 人（3 回開催） 

 

事業評価及び課題  

○ 弁護士よる無料の個別法律相談が受けられる貴重な機会であることから、

児童扶養手当の通知や窓口などの機会を捉えて、積極的に周知していく必要

があります。 

○ 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」を連携させるため、開催回

数を増やしていく必要があります。 

  

今後の事業方針  

○ 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」を連携させるため、開催回

数を増やして実施します。 

 

 

■「養育費等個別法律相談会」の開催回数  年 4 回 

. 

 

 

 

実績 

数値目標 
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６ 経済的支援の推進 

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、｢児童扶養手当制度｣や｢養育者支

援手当制度｣に関する情報提供や円滑な給付事務を推進していくとともに、様々な資

金使途に応じてひとり親家庭等の生活の安定や向上を図る｢母子福祉資金貸付金、父

子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金制度｣等の活用促進など、各種助成制度の

周知に努めます。 

 

事業番号６－① 児童扶養手当等の支給事業の適正な推進 事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭の経済的な自立を支援するため、児童扶養手当等の情報提供

に努め、円滑な支給事務を推進しています。 

○ 平成 22 年８月から父子家庭も児童扶養手当の支給対象になったことか

ら、野田市独自の「父子家庭等支援手当制度」を「養育者支援手当制度」に

改編し、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

ネットの役割を果たしています。 

 

 

■児童扶養手当・養育者支援手当受給者数         （単位：人） 

区  分 28年度 29年度 30年度 

児童扶養手当 1,290 1,270 1,208 

養育者支援手当 6 7 7 

        

事業評価及び課題  

○ 国の制度改正に伴い、令和元年 11 月分の手当から支払回数が年 3 回から

6 回に拡充されたことから、周知に努める必要があり、また、今後の制度改

正等についても、的確な情報提供と周知に努める必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 制度改正等について適格な情報提供と周知に努め、適正な受給資格の認定

を行うとともに、円滑な支給事務を推進します。 

○ 養育者支援手当について、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、引き続き実施していきます。 

 

 

 

 

実績 
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事業番号６－② 母子・父子・寡婦福祉資金等の活用促進 事業区分 既存 

対象 母子、父子、寡婦 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立や児童の修学など様々な用途に重

要な役割を果たしている母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦

福祉資金の貸付制度等の活用促進を図るため、制度に関する情報提供を行い

ます。 

○ 貸付者である県の審査等が円滑に進むよう、相談者の支援に努めています。 

○ 平成 26 年 10 月から父子家庭についても貸付けの対象となりました。 

 

 

■貸付資金の利用実績                    （単位：件） 

区分 28年度 29年度 30年度 

就学支度資金 1 0 1 

修 学 資 金 1 1 2 

就 業 資 金 0 0 0 

技能習得資金 0 0 0 

生 活 資 金 0 0 0 

転 宅 資 金 0 0 0 

計 2 1 3 

 

 

事業評価及び課題  

○ 相談者には制度の説明をしっかり行い、計画的な返済に協力していただく

必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ ひとり親家庭等の経済的自立に資する事業として、貸付申込に当たっては、

返済計画の作成や他の制度の紹介なども組み合わせた相談を行い、きめ細かく

支援します。 

 

 

実績 
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事業番号６－③ 
保育所、学童保育所の保育料の減免制度の

周知 
事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 
保育課 

児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ ひとり親家庭になった場合の保育所保育料については、ひとり親の前年度

の所得を算定基礎として見直すため、減額になる場合があります。 

また、学童保育所の保育料についても所得に応じて、減免措置を講じてお

り、市報、市ホームページ等により制度の周知を図っています。 

 

（実績）保育所保育料減額件数    21 件（平成 30 年度） 

学童保育所保育料減免件数  272 件（平成 30 年度） 

 

事業評価及び課題  

○ ひとり親家庭になった場合の減免措置については、保育所、及び学童保育

所の入所案内等において周知を図っていますが、新たにひとり親家庭になり、

入所を希望している家庭では「減額や減免制度を知らない」という声もある

ため、更なる周知を図る必要があります。 

 

 

 

今後の事業方針  

○ 保育所、学童保育所の保育料減免制度の周知について、入所案内、市報、

ホームページなどの情報媒体の積極的な活用を図るとともに、新たなひとり

親家庭に対しては、窓口相談や児童扶養手当の現況届出等の機会を利用し減

免制度等の周知に努めます。 
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事業番号６－④ ひとり親家庭等医療費助成制度の見直し 事業区分 既存 

対象 母子、父子 担当課 児童家庭課 

事業の内容・実績  

○ 医療費による経済的負担の軽減を図るため、ひとり親家庭の父又は母等と

その児童が、病院などで受診した際の保険診療に係る医療費の自己負担分を

助成する「ひとり親家庭等医療費助成制度」の推進に努めています。 

 

 

■医療費延受給者数                     （単位：人） 

区分 28 年度 29 年度 30 年度 

実 績 1,821 1,671 1,578 

 

 

事業評価及び課題  

○ 現状の助成方法の償還払いではなく、ひとり親家庭等の利便性向上を図る

ため、受給券を病院窓口で提示して助成制度の自己負担金を支払う「現物給

付」への移行が求められていますが、現物給付は過剰な診療を招く等の問題

があります。 

 

 

 

今後の事業方針  

〇 現物給付化については、助成制度の財源の２分の１を負担する県の動きを

注視し、必要に応じて検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 
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事業番号６－⑤ 
未婚の母・父への寡婦・寡夫控除のみなし

適用 
事業区分 既存 

対象 母子・父子 担当課 

保育課 

児童家庭課 

営繕課 

学校教育課 

事業の内容・実績  

○ 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、学童保

育所保育料、市営住宅家賃などの寡婦・寡夫控除のみなし適用を実施してい

ます。 

 

 

 

■平成 30 年度 寡婦・寡夫控除のみなし適用の実績 

   保育所保育料        17 件 

   学童保育所保育料      2 件 

   ※私立幼稚園就園奨励費補助金、公立幼稚園就園奨励費補助金、市営住

宅家賃については実績なし 

 

 

事業評価及び課題  

○ 他市の実施例では、ひとり親家庭支援、子育て支援、税の公平性の確保、

低所得者対策など様々な観点から適用しており、市によってみなし適用の範

囲が異なっています。 

○ 国の制度改正に伴い、母子家庭等自立支援教育訓練給付金、母子家庭等高

等職業訓練促進給付金等、ひとり親家庭等日常生活支援事業等において、未

婚のひとり親について寡婦・寡夫控除がみなし適用されるよう改正されたた

め、周知を図る必要があります。 

 

今後の事業方針  

○ 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。 

〇 国の制度改正、他市の実施例を注視しながら検討をしていきます。 

 

 

 

実績 


